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開  会 

午前10時24分 開会 

○委員長（工藤小百合君） ただいままでの出席は20名であります。定足数に達しておりますので、これから予

算特別委員会を開会します。審査に入る前に申し上げます。本日の案件は、付託事件審査１件となります。審

査はお配りしております審査日程のとおり、議案第１号令和２年度宮古市一般会計補正予算第８号の審査とな

りますので、よろしくお願いします。発言及び答弁は、１問１答方式でお願いします。発言の時間につきまし

ては、質疑、答弁を含め１人20分以内としますので、質疑答弁とも簡潔明瞭にお願いします。なお、必要があ

る場合には２巡目まで行います。当局においては、場合によっては反問権を認めますので、よろしくお願いし

ます。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

付託事件審査（１） 議案第１号 令和２年度宮古市一般会計補正予算（第８号） 

○委員長（工藤小百合君） それでは審査を行います。議案第１号令和２年度宮古市一般会計補正予算第８号を

審査します。審査は歳入歳出一括で行います。発言される方は、議案書のページ、款項目等を特定して発言し

てください。それでは、発言される方は挙手願います。 

○議会事務局次長（松橋かおる君） 畠山委員、熊坂委員、橋本委員、坂本委員、竹花委員、落合委員、松本委

員、田中委員の８名です。 

○委員長（工藤小百合君） それでは畠山委員。その次は熊坂委員です。畠山委員。 

○委員（畠山茂君） はい、おはようございます。よろしくお願いします。私のほうからは、先ほど配付されま

した補正予算第８号主要事業一覧表のほうが分かり易いと思いますのでそちらのほうを見ながら、質問をした

いと思います。ページで言いますと４ページの10款教育費、２項小学校費、２目教育振興費の教育用パソコン

整備事業に関連して質問をしたいと思います。この事業のほうは先日の教育民生常任委員会で詳しくはご説明

をいただきました。詳細もこの間お聞きしましたので、総枠のところをちょっと１点だけでお聞きしたいと思

います。今回この導入に当たって、ＧＩＧＡスクール構想導入に当たっては、当初は令和５年度を目途だった

のが国の予算の関係もあって、３年前倒しで今年度整備をするということで、今回導入をする予定なわけです

けれども、この間の説明を聞いていて、もう簡単に言うと、国の紐付きの予算ありきで、導入の目的の目的理

念というところがボケているなというふうに私は感じました。その中で指摘しましたその導入後の計画ですね、

どのように具体的にはスケジュール持っていくのかというところをお聞きしたときにそこら辺もまだ不透明な

ところが多かったなという私は印象を持っております。今の教育民生常任委員会でこのリモート教育を勉強し

て今提言に向けてやってるんですが、先進事例の自治体を見るとやはり導入から定着まで５年かかっています。

その５年の中でさまざまなワンステップから自治体ではステップ４ぐらいまで、具体的なスケジュールを組ん

で、教職員だったり、児童生徒の学力だったりその指導方法というのをきめ細かく計画してやっているんです

が、ぜひ私のまず１点目の要望は、導入はこれは国の予算の関係でいいとは思うんですが、新年度に向けて、

きちっとその新年度に向けては、これからの具体的な計画のところをぜひお示しを願いたいというところを質

問したいんですけれども、今の時点での考え方をお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、よろしくお願いいたします。国の政策等によりまして、このＧＩＧＡスク

ール構想の実現というふうな部分がかなり前倒しになっております。背景にあるのはやはり学習指導要領の改
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訂、そしてこれからの子どもたちにつけていかなければいけない資質能力として、情報活用能力をしっかりと

子どもたちにつけていくということを前提とした上でのこのＧＩＧＡスクール構想でございます。やはり遠隔

授業にとらわれず、やはり子どもたちが各教室での学習等でもしっかりと事業展開に応じて活用していくと。

その中でしっかりと情報活用能力を身につけていくということが大事になるかと思いますし、やはり１人１台

環境を整えていくとハードの面と合わせてソフト面をしっかりとそろえていく。デジタル教科書も活用がいよ

いよ始まってまいりますし、様々やはりそういうふうな教育環境が変わってくる中で子どもたちも使える。そ

して、何よりも先生たちがそれらを使って授業を組み立てそして力をつけていく。さらに、併せて社会、保護

者等に始め、社会の皆様、地域の方も含めて、そういう方々にもしっかりとそういうふうな教育が行われてい

くことを周知しながら、このＧＩＧＡスクール構想を進めていきたいと考えております。方針等につきまして

は前倒しになっておりますが、計画等につきましてはそのまま改訂教科書の仕様が令和６年度ということにな

っておりますので、そういうふうなところを見据えながら、子どもたちの学習内容をしっかりと計画を立てて

いくことと併せて、先生方がしっかり遠隔オンライン教育を含めて活用できるように、教員養成研修や指導体

制の充実、何よりも専門的人材の確保、外部人材の参画促進を進めてまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） はい、これ以上具体的には出てこないと思いますので、ぜひ新年度に向けて具体的なスケ

ジュールを示していただくようによろしくお願いをいたします。次の質問に移ります。同じ４ページの、その

上ですね、７款商工費、１項商工費、３目観光費の部分です。この部分は、先日の産業建設常任委員会でもご

説明がありました。私も傍聴で聞いていて、疑問にちょっと思ったところを何点かお聞きしたいと思います。

まず１点目なんですが、この表で言いますと、積算根拠の１番下のほうなんですが、市内観光施設利用3,000円

かける４万人の計画の部分です。この間の説明ですと、対象を東北と新潟県まで広げて４万人、10月からとい

うことで、まず１点目ちょっとお聞きしたいのは、今回第２弾となるわけですけど、第１弾も盛況だったと思

うんですが、実際にやってみて、聞いてると利用施設が偏ったりとか、自治体によっては受付けを１カ所でや

ってる自治体もあるし、宮古市は各施設に宿泊の受付けをやらせたわけですけど、そういった面でいろいろ課

題も私は見えてきた、あったんじゃないかなと思うんですが、そういった課題を含めて、今回改善した部分が

あるのかないのかまずお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい、お答えいたします。前回の第１弾、６月５日から７月31日まで実施いたしま

した。８月26日、きのうの時点で、執行率が99.4％となってございます。６月、前年対比で主な宿泊施設でご

ざいますけども、前年対比で53.2％の利用者がございました。７月については前年対比で84％の利用率で、利

用者がございました。宮古宿泊割の効果が７月については、大きかったなというふうに考えてございます。実

施時期のスピード感であったり、5,000円の割引、そしてプラス市内で使えるクーポン券ということで、インパ

クトは十分にあったと思いますし、宿泊施設へのアンケート結果でも、非常に効果があったという評価をいた

だいているところでございます。先ほどいただいた苦情については、特に私たちには大きくにはお話は聞いて

ないところでございますが、これから精査をして第２弾についてはその辺を改善して実施していきたいと思っ

ております。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） 今の把握だと、問題は今のところはないということで、私の聞くところによるとかなり施
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設によって利用の偏りもあってという話もあったので、そこら辺は現場皆さんと聞いてみてせっかくのお金な

ので、隅々まで潤うようにお願いをしたいと思います。そして２点目なんですが、今回、導入の中で、この間

の産業建設常任委員会の中で、国のＧｏＴｏキャンペーンも含めた表でこのくらい第１弾より有利なんだよと

いうような表のご説明ございました。ＧｏＴｏと宮古割を利用するとこれだけだという話もあったんですが、

この間ちょっとテレビで見ていて思ったのがＧｏＴｏキャンペーンに入ってない施設も結構あるんだなという

のも、ちなみにここは聞くんですけど、ＧｏＴｏキャンペーンに加盟していない宮古市内のそういう宿泊施設

っていうのは把握なさってますか、してないですか。そこをちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい、ＧｏＴｏに登録している施設が市内７施設ございます。他の施設については

まだ登録をしていないという実態でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） ７店が加入してる。そうしますと、今回、今度は周知の方のお話をちょっと聞きたいと思

うんですが、今回、東北から新潟まで枠を広げて４万人を目指すということで、この間の説明ですとホームペ

ージとかチラシとか新聞折込をして周知をしたいというお話でした。私も何回かこのＧｏＴｏキャンペーンと

か地元割りで泊まってみて感じるのは、施設が直接そのＧｏＴｏキャンペーンの手続きをやるというよりは、

やっぱり旅行会社を通して、そういうのをやる施設が私は多いなという感想を持ってまして、そういった意味

では、ただ単に今回この事業を導入するわけですけども、そういったさっきの表で先日の表でいうと、かなり

割安感を持って、もちろんこれを利用するとすごくお得だと思うんですけど、そこら辺がうまくこの利用でき

るのかなという素朴な疑問を持ってました。そこで聞きたいのはこの観光協会なり、そのＧｏＴｏをやる実際

の施設なりとの打ち合わせ、整合性がきちっとできて円満にこれだと10月１日から導入に向けてやれていく状

況にあるのかちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） ＰＲについては本当に重要な部分だというふうに思ってございます。前回同様、新

聞広告、チラシ配布、ホームページ、広報等で周知をしていきたいというふうに考えてございます。また旅行

会社、宿泊施設、そして利用者がわかりやすいように、利用しやすい内容でＰＲをしていくというのが大事だ

と思ってますんで、前回の反省点を踏まえて考えていきたいというふうに思いますし、今回はエリアが東北６

県プラス新潟県ということで、東北観光推進機構という組織があります。この組織をうまく使って連携を図っ

て東北全体にＰＲをしていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） すみません、もう少し質問あるので、ちょっとスピードをはしょってやりたいと思います。

次の質問に移ります。次は、積算根拠の団体旅行の部分の項目についてお聞きしたいと思います。こちらは3,000

円掛ける2,800人を積算しております。説明では、旅行会社による主催する団体をまず目的としてやるというこ

とで、しかし、その助成金は、市内の宿泊施設にお支払いするんだという建付けになってるんですが、私はこ

れを説明を聞いたときに、結局はどうやって商品開発を旅行会社を通して、宮古市の宿泊施設を利用してもら

うのかなというこの仕組みづくりが大変難しいんではないかなというふうに思いました。利用者からすれば、

料金は安ければ安いほど、魅力があって利用すると思うんですけれども、この間の常任委員会の説明ですと、

バス料金の表で説明をなさって、何でバス料金とこの関係が根拠は何なのかなとちょっと私はバス料金を補助
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するような表の説明であっていながら、助成金は宿泊施設に助成するんだというような中身でしたので、これ

本当に導入し成果を出すに当たって、これだと観光文化協会、それから宿泊施設、もう一つ大事なのは旅行会

社だと思うんですけれども、そういった打ち合わせ等はある程度もうできての今回ご提案だと思うんですけれ

ども、そこら辺の見通しというか、課題はないのかちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい、助成金については、旅行会社、例えばバス会社等に助成するという考え方も

ございましたが、今回は市内の宿泊施設に直接お金が入るというような仕組みを考えてございます。観光協会、

旅行会社、バス会社についてはこれからの協議ということになります。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員 

○委員（畠山茂君） あと５分なので次の質問に移ります。次が、ちょっと全体的な産業振興のお話です。今回、

産業振興の観光に当たってのコロナ対策、総事業費で１億3,600万ほどのご提案がありました。前回、今までも

コロナ対策でかなりこの観光協会には、給付金等も私は出しているんではないかなというふうに思ってます。

コロナの関係でほかの事業所が、業種ですか、公共交通だったり飲食だったりあるいは第１次産業でも、農業、

漁業、林業、やはりこの間も新聞等で取り上げられた北海道でサンマが、水揚げが１％しか、昨年度の１％し

か揚がらないということで、コロナとさまざまな複合的な売上低迷というのはやっぱりいろんな産業の中で私

はあるんじゃないかなというふうに思っています。それから雇用の面でも、産業がコロナの関係で失業だった

り、収入が減ったりという方ももちろんあると思いますし、そういった面で今回、観光に絞った形で出てます

けど、ほかの検討業種は今もしているのか、してないのかちょっとそこの点疑問に思いましたので、もし計画

があればお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤産業振興部長。 

○産業振興部長（伊藤重行君） はい、お答えいたします。今回の臨時議会ではこの観光の部分ということだけ

ですけれども、当然我々は第一次産業も含め第二産業、第三次産業、現在さまざまな既に終わった事業、現在

やっている事業、それぞれ事業評価をしてます。現状をまた把握して、特にも商工会議所さんとの連携を深め、

あとは金融機関も含めた連絡会議等も開催をして、観光の第２弾と打ちましたけれども、今我々が考えてると

ころの飲食の部分につきましてもやはり厳しい状態がまだ続いてるなというところがございますので、その部

分について現在、施策の検討しているということで、早ければ９月定例会というふうな状況で今進んでいると

ころでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） よろしくお願いいたします。最後の質問になります。最後の質問は財源、歳入になるかと

は思うんですが、今回のコロナ対策は、この教育関係も今回の観光関係も、この間の説明ですと、地方創生臨

時交付金を活用するというご説明を最終的にはその交付金を活用するという説明でありました。国の申請も期

限は過ぎて、きっと当局のほうではこういう項目で国のほうに事業をやるのでということで申請をなさって、

今回、ある程度の財源が確保できるんで臨時交付金を財源としてこういうご提案なさってると思うんですが、

その中で私はちょっと感じるのは、そういう当局から国に上げた事業計画予定というものを、ある程度議会の

ほうにも、こういう形でやっていくんだというご提示とかってできないものかというふうにちょっと疑問に思

ったので、そういったことができるのかできないのか。どの担当なのかわかりませんが、どのようなものか、

全体像が把握できないんですよね。細切れに今回こうやって出てくるので、全体的に市としてどういうふうに
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方向に向かってどういうフォローしていくのかっていうのがちょっと私的には見えなかったので、もし国のほ

うにそういうこういった形でやっていくんだという要請書がもし開示とか示せるのであればというふうに思い

ますので、その点をちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい、ご指摘のとおり新型コロナウイルス感染症対応の地方創生

臨時交付金というものが財源に充てられているものでございます。これは一般的な国庫補助金とは異なりまし

て、市町村が所要額を国に申請をして採択を受けてお金をちょうだいするというふうな仕組みにはなってござ

いません。感染症の患者さんの数であるとか、財政力であるとか、そういうものを勘案して国から内示を受け

るというものでございます。既に一次配分分につきましては２億5,000万ほどでございまして、これは過日の議

会において歳入として計上し、充当をお示ししたところでございます。現在二次交付分が国から金額が示され

ているところでございまして、それの計画分につきましては、９月の末の届出ということになります。ですか

ら、９月の末までの間に事業を積み上げてまた変更の計画を国に届け出るというものでございます。ですから、

本日ご提案のさせていただきましたこの歳出についても基本的には交付金対応のものというふうにお考えいた

だいてよろしいかと思います。ただし、補助率とかそういうものが示されているものではないので、とりあえ

ずは対象事業を積み上げて国のほうに申請をする。内示いただいた額は全部使うようなつもりで現在計画を積

み上げているところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 次は熊坂委員です。その次は橋本委員です。熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） よろしくお願いいたします。私からは１点だけ。お尋ねいたします。主要事業一覧表の

最後の６ページ目の自動検温器のことをお尋ねしたいと思います。児童検温器を公共施設に設置しているとい

うのはいいなと思って、全く反対ではございませんで、ただ１台50万というすごい高級な検温器だなと思って

見てたんですが、どういった検温器が50万もするのか教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） 各公共施設にまたがって全般的な話ですので、私のほうからお答えしたいと思います。

わかりやすい説明でいきますと、イーストピアみやこの入り口、あとはクロスデッキからの入り口あそこにＡ

Ｉの自動検温器ございます。あれと同等のものを考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） ちょっとそれ確認できてないんですけど、私のイメージだとタブレット型のあれに顔を

近づけると自動的に体温が出てという感じのですかね。ですよね。ですと、私あれとても便利でいいなあと思

っておりました。それで今、私たち県外へ出ないようにというふうなこともありますので、休日を利用して県

内をいろいろこう探検じゃないですけど、今まで行ったことないような市町村にも行ってみて、そこで公民館

だったり、郷土資料館だったりとかいろんなところ行ってみると、やはりそういうのを置いてあるところもあ

りまして、ちょっと私的なことを言って申しわけないんですが、うちの診療所にはピストル型のしかなかった

ので、ああいうのいいなあと思って、ある内陸のある自治体さんで、郷土資料館に行ったときに、とてもいい

のがあったので、これは幾らぐらいするんですかという話をしたんですね。そしたらその方は市から設置され

たもので、そこの会館にいる人はちょっとわかりませんという話だったので、そこの話はそれで終わったつも

りで見学をしてたら帰りに市から聞いてみましたということでご親切に教えてくださったんですが、購入した

会社さんも教えてくださったんですけれども、このお値段はピンからキリまでありまして、高いものは35万、
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安いものですと８万前後でお買い求めできるそうですよって教えてもらったんですね。そうなんだと思って８

万でこういうのが買えるのだったらうちの病院でぜひと思って購入しました。うちは小規模零細なもんですか

ら、１番安い方を購入したんですけれど、それでもとっても性能がよくて、今までピストル形でこうやって大

変だったんですけれども、とてもいい具合で８万でも十分なんだなと思って見てたんですけれども、高いのに

なるとマスクしないで入館しようとされるとマスクつけてくださいねって言ったり、いろんな機能がつきます

よということだったんで、そうかって、うちの病院の場合はそれまでは求めなかったので安いのだったんです

が、35万程度でもそういう機能はあるということだったので、今50万っていうのを見て、いやそれ以外にどん

な機能があるのかなと思ってお聞きしたんです。どんな機能がプラスされるんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） 今委員おっしゃったとおり、マスクをしてる、してないとか、あとものによっては、

ちょっとここにあるものっていうわけじゃないですけれど、ものによっては、例えば熱がある場合はそもそも

そこの施錠解除しないとか、そういった機能を有しているようなシステムもあると聞いています。ご覧になっ

た機械がどういったものかっていうのは正直わからないので何とも言いようがないのですが、その35万とか８

万というのも恐らくその定価に対しての、例えば見積もり、入札なり何なりして落札したときの落札率が何割

とかっていうことでかなり下がったとかあるかと思います。我々のこの50万についても、業者からの見積もり

等いただいて、あくまでこれ予算ですので、実際購入するときは、当然、さらに値が下がるものと考えており

ます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 入札等されて、もっと下がるだろうというような今ご説明だったと思います。ぜひそう

で、よりね、できればいいものを安く買っていただいて、そしてここにいろいろ設置する公共施設書いてあり

ますけど、これ以外にも、例えば崎山貝塚のミュージアムですとかね、安ければね、学校だとか、公民館だと

か、地区センターだとか、安ければいろんなところにつけてほしいなっていうふうに思うので、同じ予算でも

ね。思ったりしてるのでぜひこれはこれからこれは予算だから変わるというふうにおっしゃったので、ぜひい

ろいろ検討してほしいなと思います。これはとてもいいものでこれからの生活には不可欠なものだと思います

ので、ぜひ上手にお買い物して広く利用していただきたいと、意見でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） 今回このような施設、不特定多数の方が利用されるということで、この施設を上げた

んですけれども、この積算根拠の１番上に庁舎及び貸出用計13台ということで、一応その施設の利用状況を見

ながら、例えば１台見たところで、実は２台必要になるとか、あとは、今回見てなかった施設でやはり今おっ

しゃったように別の施設で必要じゃないかとか、そういったところに柔軟に対応できるように、こういった貸

し出し用も若干購入したいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） お願いいたします。終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は橋本委員。その次は坂本委員です。橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 私は主要事業一覧表でお願いします。４ページ７款商工費、１項商工費、３目観光費の

中の先ほども畠山委員からいろいろ出ておりましたが、その中の教育旅行等利用促進事業補助金についてをお

伺いします。このことについては先日の産業建設常任委員会でも説明があり、大方説明を受けて大体把握はい
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たしております。そこで、私がちょっとお聞きしたいのは、この教育旅行の中に資料の中にもあったんですけ

ども、まず確認ですが、スポーツ合宿に対する誘致の助成金もあるよということだったんですが、スポーツ合

宿助成金。すいません、これ確認ですが、大分前からいつからいつまでの助成金としてこう宮古市は見てるよ

うな状況、これ初めてのやつですか。その辺のこのスポーツ合宿の助成金の関係。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤産業振興部長。 

○産業振興部長（伊藤重行君） はい、スポーツ合宿誘致助成金っていうのは、私が前いた教育委員会の生涯学

習で構築した部分でございまして、１名1,000円そして200以上というような要件をつけて、昨年ですか。私が

いたときからあった事業でございます。今回のコロナでできたような事業ではございません。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 了解しました。そこで、この間の説明では、この教育旅行にも併用できますよっていう

ことでの説明があったんで非常にいいことだなと思ってるんですが、要するに今回の教育旅行の中には東北６

県プラス新潟県を入れて2,000人を目標にしてますよね。この2,000人の中に例えばそのスポーツ合宿の誘致し

たときの人数も含まれるのか。それとも、それはまた別個なのか、その辺の解釈をお願いします。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） この合宿助成金も含めての2,000円ということになってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 2,000人の中にもスポーツ合宿が含まれるということは、助成が１名3,000円、そしてス

ポーツ合宿今部長がおっしゃったとおり、１名1,000円ということで併用すれば、スポーツ合宿をやる方は4,000

円で宮古のほうでこういうことができるという。プラス国のＧｏＴｏキャンペーンも含めれば、３つが活用で

きるという理解でよろしいでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい、そのような理解でよろしいと思いますけれども、先ほど部長が説明したとお

り、スポーツ合宿の方は２泊以上ということが要件になっております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 何て２泊なのかなって改めてね、１泊でもどうなんだろうなっていうことで、ちょっと

そこはお聞きしたかったわけですが、この学ぶ防災教育旅行の方は学ぶ防災を利用して市内に１泊プラス学ぶ

防災っていうことで１泊で限定されてますよね。ですので、昨年作ったね、スポーツ合宿の助成金だというこ

とでそういうふうに２泊っていう前提で考えたときに、やはりこれも何か１泊でもこのＧｏＴｏキャンペーン

じゃなく、教育旅行の来年の３月31日までね、どうせ抱き合わせが可能だっていうんであれば、この期間だけ

でも、１泊っていうのは可能にはならないのかなっていうことだったんですが、いかがでしょう。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） スポーツ合宿の補助ということですので、私のほうからお答えしたいと思い

ます。スポーツ合宿の補助金に関しましては、当初合宿ですので、３泊４日からというのから始めまして今２

泊のほうに条件を緩和してございます。こちらについて私どものほうでスポーツコミッション連絡会議という

観光事業者や交通事業者とともに、官民連携でやってるんですが、その民間の方々と一緒に市としては補助金

を出して民間の方は民間の方でまた宿泊のメリットを打ち出していただいて進めてまいりましたが、今年度か

らいろいろな声を聞いて１泊を緩和したところでございますので、１泊２日っていうの合宿ということになる
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のかどうかという部分もございます。それからとはいえ現状のような経済の状況もございます。まず連絡会議

については、定期的に開催してございますので、民間事業者の方のご意見も聞きながら、制度のほうは運営し

ていきたいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい、制度については理解いたしました。１泊２日が合宿かどうかということは１泊２

日はありうる話で、私が今質問したのはそういう状況が今後あるために、そういう制度を利用して、宮古市に

もっとね、人をね、泊めることができないかということでの質問でございましたんで、いずれ２泊以上が前提

だっていうんであれば、いずれこの3,000円、すいません、１泊で宮古に来ます。合宿やります。この方たちは、

２泊以上が対象なんで１人1,000円は対象になりません。しかし、3,000円、教育旅行の3,000円の助成を使うと、

これは学ぶ防災入れないと使えないということですか。スポーツ合宿１泊２日でやる。だけども3,000円の助成

は、学ぶ防災をセットにしないとできないということですか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 条件として学ぶ防災を利用するということになってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 了解しました。するとなかなかスポーツ合宿難しいですね、やっぱり２泊以上じゃない

となかなかメリットがないということですね。はい、それはそれで理解をいたしました。今後ね、そういう団

体がちょっと望まれるんでいろいろ説明してね、宮古に来ていただこうかとは思っておりましたが、このこと

は了解いたしました。はい。それで、もう１点だけお願いいたします。１ページ目の３款民生費、２項児童福

祉費、１目の児童福祉総務費中のこの項目になりますが、教育民生常任委員会でも児童のオンライン教育に関

するさまざまな整備に関する説明を受けております。この項目を見ますと、それにリモートに関するようなさ

まざまな予算をうまく見込んでいる。これは、そのハードの面でオンラインでの相談をしていく上での必要な

経費を各課にこれは整備するというふうに理解で受けとめております。最初はこども課内、それから地域子育

て支援拠点に４カ所、ということでさまざまな機材を整備していくっていうことなんですけども、ちょっと抱

き合わせて予算のやつで見たいんですが、Ｗｅｂカメラ、ヘッドセット、モバイルルーター一式５万円があれ

ば、一式13万、それから一式４万というのがあるんですが、これはあれですか、そのパソコンの台数とか何て

いうんですか、単純に個数によっての金額の一式っていうことでよろしいんでしょうか。そこをお願いいたし

ます。 

○委員長（工藤小百合君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はい、お答えします。今おっしゃられたとおり、単純に台数と考えていただければ

いいです。まず一つ目なんですけれども、主要事業の一覧表の方見ていただければわかります。１番初めの項

目で児童等相談環境整備事業、これは虐待とかＤＶの関係の相談をしようというものでこちらでは、Webカメラ、

ヘッドセット、モバイルルーター、パソコン１台用意するということです。その下の地域子育て支援拠点の部

分に関しては、小山田にあります子育て支援センター、あと集いの広場として３カ所の計４カ所分を揃えると

いうことで、それぞれを揃えてこの金額になっております。１番下のこども発達支援の部分は、発達相談の部

分で１台ということになってますけども、金額が違うのはモバイルルーターは虐待相談のほうで購入したのも

活用できるのかなということで、それはこれには盛らないでおきました。そういった形で微妙に予算の金額が

違っているというのが、そういう理由でございます。 
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○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 了解いたしました。それで２番目の地域子育て支援センターにはタブレットが入ります。

ほかはパソコンの整備だけになるんですが、ここだけにタブレットが入るのはこれは何か理由があるでしょう

か。 

○委員長（工藤小百合君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はい、子育て支援センターに関しては、拠点として小山田に子育て支援センターが

あるんですけども、出前という形でよそに行く場合もあるんです。そのときに持ち出し用として、タブレット

端末があればいいかなということでタブレット端末１台用意してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい、了解いたしました。こういう環境を整備しながら、さまざまな相談に対応してい

くってことがその目的であろうかと思うんですが、実際まだもちろん整備されてないんだけどオンラインとい

うのは当然初めてですよね。何かあるんですか、試験的なもの。 

○委員長（工藤小百合君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はい、現在ある古い機種なんですけれども、それらを活用したり各課から持ってる

ところから借りたりして活動したケースがございます。まずオンラインの会議ということで、盛岡の病院と結

んで、３者間で支援会議をしたケースもございますし、あとは、同じくこども病院の医師の方々からアレルギ

ー対策についての研修会をオンラインでやったという実績もございますので、最新の機器にそろえて、そうい

った環境をさらに整備したいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） あわせて、そういった研修も含めて、相談者とのコミュニケーションっていうんですか、

相談者とやったのはまだないですよね。実績として。いかがですか。 

○委員長（工藤小百合君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） 相談者の一対一というのは、正直まだございませんが、支援会議をやった際には、

我々の側と病院の側と保護者の側という形で三者でやったというケースがございます。今後はこういった相談

ができるよということで相談者の方にはお知らせして相談者に希望に沿った相談方法とれればいいのかなとい

うふうに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい、了解しました。相談者の希望に沿った形でね、全てがオンラインっていうわけで

もないわけですね。ただ心配したのは、全てがオンラインになったときに相手にその環境なければね、ＩＴ環

境とかそういったところがないとどうしていくんだろうなあと思ったんで、そのハイブリットじゃないんです

が、さまざまな形での相談はやっぱり受けて、これはいろんな研修なりに使っていくものの整備という理解で

よろしいでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） もちろん相談は対面でやるというのが相手側にとっても一番安心する環境だとはご

ざいますけれども、中にはやっぱり心配だという相談者いるのかなと思いましたので、今後のために、やっぱ

りそういう関係は必要だろうと思っております。また、例えばオンラインソフトに関しても１種類だけでなく

て数種類やっぱり用意しなきゃないので最新の機種にしたいなというのはそういう理由でございます。 
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○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 了解いたしました。いずれそういう環境を整えながらも、相談者に対してもね、やりや

すい相談の中で問題解決を進めていってほしいし、また機材を導入することによってより効果的なね、行政事

務が執行されていくように、願っているところでございます。以上で質問を終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は坂本委員。その次は竹花委員です。坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 私のほうからは確認です。１点だけ確認をさせていただきたいと思います。議案書の１

の５歳入になりますけれども、22節放課後児童クラブ等感染症対策継続支援事業市補助金に関連をして、ちょ

っと確認をさせていただきたいと思います。ご存じのとおり放課後児童クラブは、三密の塊で指導員もこの三

密を避けることはできないとお手上げだというふうに言っております。そこで空き教室あるわけですし、体育

館も今は使おうと思えば使えるわけですが、その辺を使用していいんだか、悪いんだか、曖昧な状況にあるよ

うですので、その辺をね、はっきり明確にすべきだというふうに思いますが、その辺はどういうふうになって

いるんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はい、以前の議会でもご説明しましたが、学校との間では教室等が空いている場合、

３密を避けるために使っていいということは教育委員会との間で話し合いはついておりますので、あとは現場

の方が学校と話し合って必要な場合は使わせていただくという形を今とっております。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 私は盆前に、その学童の指導員に会ったときに、聞いたらばですね。使っていいんだか、

悪いんだか分からないのでというようなお話でしたので、そうすると館長のほうには連絡はいってんだけども、

指導員の方には徹底されていないのかなというふうに思います。もう一度、その辺を徹底してほしいというふ

うに思いますが、それはよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はい、指定管理者を通じて徹底するようにいたします。 

○委員長（工藤小百合君） 次は竹花委員です。その次は松本委員です。竹花委員。すいません。竹花委員の次

は、落合委員です。 

○委員（竹花邦彦君） はい、竹花です。よろしくお願いを申し上げます。基本的には、今日提案をされた補正

予算については、了解をしたいというふうに思っておりますが、内容を理解をする意味で幾つかちょっと細い

点もあるかもしれませんが、お聞きをしたいというふうに思っております。最初に、予算書の１の４、１の５

歳入財政調整基金繰入金、こことですね、地方創生臨時交付金の絡みについてです。まずお聞きをしたいとい

うふうに思います。先ほど当初、中嶋部長のほうからも若干触れられたというふうに思っていますが、いわば

今回の補正提案をされている事業は、地方創生臨時交付金の活用を前提にした事業だと。しかし、地方創生臨

時交付金については第１次分については既に交付決定をされていると思いますが、第２次交付決定分について

は、９月末が一応実施計画、事業計画等の提出月日になっている。まだ確定がしていない。いうことで、臨時

交付金を活用前提にしているんだけども財源的には今回は財政調整基金繰入ということでの対応になっている。

これが確定をした場合は、交付金に財源振替をするんだと。こういうふうに私は理解をし、同時に、２億6,800

万円が臨時交付金に該当する金額だと。こういう理解でよろしいでしょうか。やっぱりその点お聞きをしたい

というふうに思います。 
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○委員長（工藤小百合君） 箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） はい。部長の提案のときの説明にありましたとおり、今回の各事業基本的には、コロ

ナの臨時交付金の対象事業ということで、今後９月末の実施計画の提出後に交付決定されましたら、予算で財

源補正をしたいと考えております。ただ、一部今回提案しましたGIGAスクール関係とか、こういった国庫補助

事業については、国庫補助事業の裏分、地方負担分ここについては別枠の臨時交付金の対象となりますので、

既に１次分、２次分ということで、限度額が示されたものについてはあくまでも、地域の実情に応じた地方単

独事業に活用する交付金ということなので、補助事業の地方負担の部分についてはまた３次のほうでそれは別

枠で交付されるという予定となっておりますので、それはまた改めて財源補正という形になると思います。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 財政課長の答弁にその教育委員会、小・中学校のGIGA関係については、従来我々が考え

た地方創生臨時交付金、つまり第１次分で第２次分合わせて10億8,000万だったでしょうか。これとは別枠のも

のだと。こういうふうに考えていいということの理解でいいわけでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） １次分全国で１兆円ということで、全国に約7,000億ほど今回１次分ということで１兆

円のうちの7,000億が交付されております。２次分というのが２兆円で、そのうちの１兆9,500億が交付されて

いると。その残ってる部分の約3,000億の部分。こちらがその補助事業の地方負担部分、ここに対する臨時交付

金ということですので、それはまた既に一次、二次で限度額が示されているものとは別枠でくるものと認識し

ております。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） その点については理解をいたしました。そこで、先ほど冒頭、畠山議員のほうからも、

いわば臨時創生交付金の実態とすれば市はどういった事業計画を予定をしているのだ。その計画を議会に示す

べきではないか。私もそう思っております。なぜかというと、いろいろ事業そのものについては理解するわけ

ですが、本当に臨時交付金の財源として活用すべきなのかどうなのかというチェック等が我々議会はできない

わけですよね。今回臨時議会で提案をされている事業、その裏づけは当然臨時交付金、既にそういった意味で

は決まっていってしまって、後で考えて、本来これ臨時交付金として活用していいのかどうなのかっていうね。

さまざまそういった議論もあるだろう。私はそう思います。そういう意味で、我々が事業財源として臨時交付

金として、妥当なのか適正なのかという判断をするためにもその事業計画をやっぱり私も示すべきだというふ

うに思う。そこで、そういう前提で聞くわけですが、９月の末の第２次補正分は提出期限になってますが、市

をまだここは提出してないという理解でよろしいですか、それとも既に提出をしている理解でよろしいですか、

どうでしょう。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） ご指摘あったことについてはまだ提出をしてございません。現在

庁内で対象事業としてどういうものがあるかの精査を行っているというところでございます。一部については

今回、今後９月の定例会に提案になろうかと思いますけれども、全体像についてはまだまとめ切れてないとい

うような状況でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） その点については理解をいたしました。ぜひ私は改めて今多田課長からもお話があった
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ように、多分９月でもその臨時交付金対応事業等々が市から提案をされてくるだろう。議会のほうからもこう

いう事業がやっぱり必要ではないか、コロナ対応として、そういう提案も含めていろんな議論が交わされてく

る。あるいはそういった状況が私は必要だというふうに思う。その財源をどうするんだと。こういう議論との

絡みもありますので、私はぜひ実施計画等が取りまとめて提出をした際には、まだまとまっていないという状

況でありますから、ぜひそういった資料は議会にもお示しをいただきたいというふうに思ってるんですが、い

かがでしょうか。改めてお伺いいたします。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい、ご説明の方法、手法かなというふうに捉えてございます。

本日もこれまでのコロナ関係の取り組みの概要がお配りになったというふうに聞いてございますけども、どう

いうような形で提供したらいいのか議会事務局も含めてご相談してまいりたいと思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。そこで具体的な補正予算提案されている

部分について、触れていきたいというふうに思います。私は主要事業一覧表を使ってお伺いをしたいというふ

うに思います。まず４ページ、７款商工費、１項商工費の観光費等であります。これについては、私は産業建

設常任委員会の事前の事業概要説明がありました。私も傍聴しておりますので、事業内容等々については、承

知をしているつもりでございます。そこで、お聞きをしたいわけですが、この内容については、１泊3,000円の

割引助成実施を市内の宿泊施設、それから団体旅行誘致あるいは教育旅行等に一律3,000円のいわば宿泊助成を

するものだと、こういう認識です。これを観光文化交流協会に補助金として支出をして実施をしてもらう。こ

ういう説明であったわけです。そこで、実際にこの多くの予算は１泊3,000円部分のですから、実際、ここは宿

泊施設等のほうに助成がされていくということでありますので、事業実施をする補助金を支出する観光文化交

流協会の事務費がこれは観光文化交流協会のほうへ入っていくということになるんだというふうに理解します。

相対で事務費は160万になっております。若干の事業によっては、金額の違いはあるわけでありますけども、そ

こで、この160万の３つの事業の事務費、当然人件費等々さまざまなものを積算されているというふうに思いま

すが、この事業費の積算内訳どういった形のものが積算をされているのかお伺いをしたいというふうに思いま

す。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい、お答えいたします。この事務費でございますけども、人件費については見て

ございません。ＰＲ用の新聞、広告、チラシ等の費用にこの事務費を見てございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） そうすると実際に、観光文化交流協会に補助金が入ってそこで実施がされている。観光

文化交流協会として、何といいますかね。その事業を実施するに当たって、今、課長の説明ではＰＲ用のチラ

シだとこう言ってますが、実際の事務を担っていく部分での必要経費というのは、あまり生じないのだとこう

いうふうにも受けとめたんですが、そういう理解でよろしいわけですか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 観光文化交流協会のほうには、これ以外に補助金といいますか、行ってますんで、

その中でできないイベントもございます。その中でやってもらっているという実態でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 
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○委員（竹花邦彦君） はい。そういうことであれば理解をいたしました。多くの事務費は宣伝用チラシ等々に

使われる内容のものだと、そういう理解をいたしました。次の質問であります。この３事業については、実施

期間が９月１日からのものもあれば、９月、あるいは10月１日からということで三つの事業それぞれ実施期間

が異なっております。そういう説明であります。特にも市内宿泊利用促進につながる観光施設の利用促進事業、

これ10月１日からスタートするというふうに説明があったところでございます。私は宿泊事業者の状況が大変

今厳しい状況にある。そしてキャンセル等も多かった。こういう状況でありますから、可能であればね。でき

ればその９月当初から、スタートした方が宿泊施設事業者にとってもメリットが生じてくるというふうに思っ

て、ただ準備さまざまな関係があるんだというふうに思いますが、そこで、可能な限りそういった意味で私も

事業実施すべきではないか、求められているんじゃないかというふうに思いますが、この宿泊利用促進10月１

日からとしたね。そこでなきゃできないよというところの理由はどういう点にあるんでしょうか。お伺いした

いというふうに思います。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい、この第２弾の宿泊割でございますけれども、秋冬期の宿泊施設の利用促進と

いうのがまず一つありますし、10月１日からの実施の理由については、岩手県の2,000円分のクーポン券、これ

９月30日が期限になっております。この終了に伴って、それからスタートという考えで10月１日としたところ

でございます。また団体旅行そして教育旅行等については、修学旅行が９月から始まるという情報を得ていま

すんで、９月１日からスタートという根拠にしてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 今の課長の説明を聞く限りは特に９月からやれる状況はあるんだけれども、県のね。い

わば2,000円の割引クーポン等が９月末までだと。それが終わってから実施したほうがいいのだと。こういうこ

とだったというふうに思います。私はね、それはそれとしてやっぱり確かにその秋冬、ここの宿泊施設の冬季、

冬場の観光客誘致が大きな課題となってきましたから、特に今回コロナ感染もあって非常にそういった意味で

は、秋以降の状況が厳しいだろう。そこに対応して第２弾と。理解をするし私は評価をしたいというふうに思

う。ただ願わくば、そういった準備等の関係がそれほど必要がないというんであれば、早目に実施をして、利

用促進につなげていく。こういった方法がベターではないのかとそういうふうに考えたわけではありますが、

この点は改めてどうでしょう。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤産業振興部長。 

○産業振興部長（伊藤重行君） はい。確かに割引がいっぱいある方が利用者にとってはいいかというふうに思

いますけども、我々基本的には、既に支援がある部分についてはそっちを利用してくださいと。それが切れて

そのすき間というか、薄くなった部分という考え方、基本的にやはり県の県民割が終了する９月30日以降とい

うことで、各事業者にも10月１日ということで、利用希望等の数も聞きながら、積算をして今回このような提

案をしているというふうなことでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） これ以上は議論するつもりはありませんが、いずれにしてもできるだけ可能な限り私は

ね、やっぱり早くスタートして今大変な状況にある宿泊施設事業者、そしてあるいは、対象県を拡大をしよう

としているわけですから、多くの方々が早くから来て、この厳しい状況を少しでも多い方向に向けていくと。

そのためには、１日も早くスタートすべきではないかと。そういう意見だけは申し上げておきたいというふう
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に思います。小中学校のＩＣＴ活用事業もありますが、ちょっと時間の関係で２巡目に回したいというふうに

思っておりますので、先に別の課題に移りたいと思います。主要事業一覧表の３ページ、診療所費でございま

す。４款衛生費、１項保健衛生費、３目診療所費でございます。これは事業内容に書いてありますように今設

置をしている地域外来検査センターの運営を９月以降も来年３月まで延長する。その費用だということについ

ては理解をいたしました。そこで、まず最初にお伺いをしたいのは、宮古地域外来検査センターのこれまでの

受診実績といいますか、そういったものについては把握ができていれば教えていただきたい。何人の方がＰＣ

Ｒ検査を受けていらっしゃるのか、その実績がわかればご報告をいただきたいと思いますがどうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい、８月までは開設日は43回になってございますが、そのうち受診者がいなかっ

た日もございます。ただ、トータルの受診者数につきましては、県からの指導のもとで公表はしないことにな

ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） なぜ公表できないのかちょっと私もよくわかりませんが、公表しないことになっている。

そうですか。なるほど。それはわかりました。そこできょう予算提案をされている内容は、これまでと同様に

週３回月、水、金、そして午後の受診、１日に大体６人という状況を今後も継続をしようと。つまり従来の体

制を継続しようとしている予算だという、そういう理解でよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 宮古医師会とともに、秋以降の検査センターのあり方ということで検討進めてまい

りました。インフルエンザ等の前も予想されますが、現時点では、週３回っていうのはそのままでいきたいと

思っておりましてこの予算計上になってございます。ただ人数につきましては、現在６人を上限としてやって

ございますが、６人が埋まったこともありますけれども、ほぼ６人までは達していない状況ですので、先生方

とお話をしてこの上限の人数を９人ぐらいまで上げられるのではないかということで、とりあえず今の時間体

で、上限人数を増やしながら対応していくということを検討してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 体制的には受診の人数等は現在６人から９人程度まで、それは多分検査センターの先生

方自身も検査に慣れてきた、そういうこともあるんだと。スピードアップ、迅速化ができてきているという意

味合いもあるんだろう。そこで今、早野課長のほうからもお話がありましたが、医師会等さまざま秋以降の対

応について当然インフルエンザ等が流行する時期どうするんだと。こういう対応等が状況によっては当然宮古

市の地域外来検査センターについてもそういった対応が求められてくるかもしれない。そうしたときに今まで

の週３回の体制でいいのか。あるいは午後だけの対応でいいのか、もちろんこれは医師体制の問題があります

ので、そのときにはまた別途予算については…。午後２回目にお聞きいたします。 

○委員長（工藤小百合君） 次は落合委員です。その次は松本委員です。落合委員。 

○委員（落合久三君） 主要事業一覧表の４ページ、10款教育費、２項小学校費の３目教育振興費の教育用ＰＣ

整備事業について最初にいくつかお聞きします。このGIGAスクール構想は、私たちの理解では賛否両論あると

いうふうに受けとめております。うちらの党は画一的に何か問題があり過ぎるとかそういう態度はとっており

ません。必要なものが必要だという見地に当然立っていますが、次のような点を当局ではどういうふうな議論

になったのかを冒頭に聞きたいんですが、コロナが発生をしてこういうふうなことになって、初期の段階で事
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実上一斉臨時休業みたいに学校をやったことから、さまざまな現場で混乱等が起きたっていうのも本当だと思

います。そして日本の学級編成は40人学級が原則ですから、ある専門家に言わせると、40の机、イスを並べる

と小学校の場合だと隣の生徒と隣の生徒の間が20数センチしかない。そこを通るためには横になって通らない

とダメな場合もある、というふうなことを指摘してコロナに対応したゆとりのある教育っていう意味でね、今、

中央教育審議会の中間答申も今こそ少人数学級に切りかえるべきだ。これが大勢になっていると聞いておりま

す。そこで質問ですが、そういう中で、５月に初中教育局長の通達が来てると思うんですが、こういうふうに

初中教育局長の通知は書いてあります。学校教育はコロナ踏まえてですよ。教師から児童生徒同士の関わりを

通じて行われるべきである。学びの方向性についてというタイトルで、これは文部科学大臣あてに学校に通知

をしています。もう一度言いますが、学校教育は教師から児童生徒同士の関わりを通じて行われるというのが

原則だということと、今回のＧＩＧＡスクールの全ての生徒に端末等をやる、そのことを否定しているのでは

ないですが、そういうことなんかは議論されたもんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。議員がお話しなされたとおり、やっぱり学校の指導と

いうふうな部分については、40人学級というふうな先ほどお話がありましたけども、宮古市そして県内におき

ましては既に１年生から６年生まで35人以下の学級ということで35人学級ということで進めております。次２

点目です。子ども達への指導等についてはやはり教師、そして児童生徒がしっかりと関わりを持ちながら今求

められている主体的、対話的で深い学びの授業を通しながら、求められる資質能力を育むという前提で、やは

り学校教育を進めるべきであろうと。その際にやはり現在の子どもたちの課題として、やはりこう情報活用能

力をどう育んでいくのか、というところがやはり大きな課題となっており、それをその資質能力を身につける

ために今回学習指導要領が改訂になっていると。その考え方を踏まえてＧＩＧＡスクール構想を５年間で進め

ていくという考えでございます。ただし、この備品購入に関わりましては、今回の国との動向により圧縮し、

今年度準備をさせていただき、そして着実に子ども達の力をつけていくというところで検討しております。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） そこで、この学校関係者の共通した意見のそれが全てではないんですが、共通した意見

の一つは、タブレットに向かい合って問題を解いていくっていうやり方について二つの点ですね。全部正解な

ら学びはおしまいっていうふうになりやすい。もう一つ、子どもがどこでつまずいているかもタブレットに聞

くことになりかねない。そこで質問ですが、これを利用したパソコン等端末の機械を使って教育をこれからや

っていく。ということに関して、これは全ての教師にこれは事実上強要するものになるんでしょうか。それと

も学校によっては、教師の判断、そういうものは受任されるものでしょうか。その基本的なことだけ聞いてお

きます。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。やはり大事にしたいのは、これまでの教育の実践、そ

の蓄積にいかにこのＩＣＴ教育というものを重ね合わせて学習活動の一層の充実を図るかというところがポイ

ントになってくるかと思います。全てが全て１人１台端末を使って全ての授業をするということではなく、や

はり先生が説明をして子どもたちに興味関心を持たせるという部分も必要でしょうし、やはり子どもたちが一

斉に同時に同じ内容が学習していくという学習もあると思います。ただし、やはり学びの進化、そしてこれか

らの社会というふうなことを踏まえた学びの展開という点では、やはり子どもたち１人１人がやはり個々の活
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動の中で、このＩＣＴを活用し例えば情報サイトを各自調べるとか、あとパソコン等をタブレット等用いなが

らテーマに応じた文章をパソコンでつくるとか、そういうふうな新しい求められる力もやはり一緒に育んでい

くことを大切にしていきたいというふうに考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員 

○委員（落合久三君） そこで、４ページの主要事業の説明の４ページに私も端末をどう扱うかとか余り得意じ

ゃないもんですから、ここの積算根拠、４ページの右の方に事業の説明が書いてありますが、積算根拠の中に

タブレットは1,969台、これ小学校ね。下にスクリーンモバイルルーター等一式1,614万とあるんですが、昨日

の教育民生常任委員会の説明資料の中には、Ｗｉ－Ｆｉ環境が整っていない未整備の家庭へのルーターの貸し

付け、680台を想定するっていうふうに説明が書いてあります。680台にＷｉ－Ｆｉの未整備の家庭にルーター

を貸し出す。680台の根拠っていうか数字の根拠は何でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。こちらの家庭学習のための通信機器、機器整備という

ことでＷｉ－Ｆｉの未整備家庭のルートの貸し出しですが、こちらにつきましては、就学援助をいただいてい

る児童生徒数、こちらを対象としております。また状況を宮古市の状況等を確認し、Ｗｉ－Ｆｉルーター等の

そういうふうな設備が整っていないご家庭の分も少し上に増させて、680台というふうに計上しております。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 基本的にこの680台の貸し出しは、就学援助を受けているご家庭への貸し出しであると。

それ以外のところはどういうことになりますか。就学援助対象外のＷｉ－Ｆｉの環境が整ってないところは個

人でやれっていうことですか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。基本的にはご家庭のご協力をいただきながら環境が整

っているところにつきましては各家庭で使用しているものを使っていただくことを前提としております。また

Ｗｉ－Ｆｉルーター等の貸し出しをすることによって、使用可能になるご家庭につきましては、通信料等につ

きましては自己負担等をお願いいたしますが、ルーター等につきまして貸出しをしたいというふうに考えてお

ります。就学援助家庭につきましては、Ｗｉ－Ｆｉルーター若しくはポケットＷｉ－Ｆｉ等の機材とあわせて、

オンライン通信費等につきましては就学援助で給付するという形で考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） ちょっと微妙だと思いますね、私は。教育機会均等という大原則の見地から見たときに、

こういうふうに書いてありますが、小学校の情報通信ネットワーク環境等整備し、臨時休業等においても児童

の学びを保障できる体制を構築すると。いわば新コロナ対応という新しい状況を踏まえて、いろいろ賛否はあ

るって言いましたが、そういう状況を踏まえてこれからこういうものをツールにして一人一人の生徒の成長と

学びを保障していくんだっていうことで導入するのに環境の整ってない世帯で就学援助世帯は公の力で整備す

るがそれ以外のところは各家庭へ協力もしてもらいたいと。今課長のほうからもうちょっと細かいのをやった

んですが、私はここはちょっと検討すべきではないかと思うんですが、どうでしょう。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。こちらのＧＩＧＡスクール構想につきましては、１人

１台端末をまずは教室でしっかりと活用するということが大前提ですので子どもたち一人一人にしっかりとそ
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のＩＣＴ教育、ＩＣＴ機器を使って学習保障をしていくことを大前提としております。今回のコロナの関係に

関わりましては、やはりそういうふうな家庭での学習というふうな部分でも活用をやっぱり検討していかなけ

ればいけないというふうなことから、それらについての環境を整えていくというふうな部分で、今、国から示

されている基準に従って整備を進めているところでございます。今後さまざま使用に当たって日数だったり、

さまざま実際問題としてどの程度家庭内でのそのオンライン学習ができるのか。またはそれらをどういうふう

な形で活用しながらオンラインと対面とこうハイブリットで重ね合わせていくのかっていうことを踏まえつつ、

こちらの子どもたちへの家庭負担ですが、そこをどう軽減して、その点も踏まえながら今後検討させていただ

きたいというふうに考えおります。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 課長、分かりました。あってほしくないんですが、私磯鶏に住んでるんで、例えば磯鶏

小学校で児童生徒に感染者がうまれたと。あってほしくないですよ。そんならないように一生懸命頑張ってる

し、やるんですが、万が一そういう事態になると、よそのように学校に登校して先生から授業を受けるんじゃ

なくて、家庭でやっていくことがこれそうなるかもかもしれない。ないのがもちろんいいに決まってる。そう

なるかもしれない。そういう現実味を帯びた状況の中で提起されているものだというふうに私は受けとめるん

です。そのときに、就学援助世帯には公的な力でこうやるがそうでないところはこうっていうのはやっぱりぜ

ひ検討してほしいなと。これ以上の質問は省略しますが、ぜひ検討していただきたい。最後にこの４ページの

ところに小学校の場合も中学校の場合も同じ科目があります。それは今言ったモバイルルーター等の下にＧＩ

ＧＡスクールサポーター派遣業務委託料。私の理解では教育民生常任委員会でここも議論になったんだとは思

うんですが、ちょっと私は分からないので、やっぱり先生方もこれをこなすっていう点ではね、いろいろ戸惑

いも当然出てくるんだと思うんです。ここで言っているＧＩＧＡスクールサポーターとは何ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） お答えいたします。基本的にこちらのタブレット等が全ての学校に一気に行った

場合、すぐ使える状況になってるわけではありませんので、やはりその環境に合わせた形で使用できるように

していく必要があります。そこでＩＣＴ環境の整備の設計、あとは工事や納品対応等についてのご協力、あと

は仕様マニュアル等、ルール等の作成やその使用方法等について教職員への周知とか説明等、やはり準備に関

わるところでお力をお借りする人材として委託事業を使いながら、配置を進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） これらを使いこなせるように教師がそういうことをサポートする。平たく言えばこれは

多分そういう機器に精通した企業の方が来て、教えるんだと思うんですが、平たく言えば人件費が中心なのか

なと思うんですが、そこで一巡目は最後にしますが、ここで説明書の中には小学校26校中15校、中学校の場合

は26校中11校て書いてあるんですが、スクールサポーターを派遣するのが、小学校の場合は約６割ちょっと、

中学校の場合は半分にも満たないっていう数字を上げているのは、現教師の中に既にこういうことに十分精通

してる人がいるところは除外をした、というふうに単純に受けとめるんですがそういう意味でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） 誤解を招く数字の書き方になってたのかもしれませんが、こちら26校っていうの

は宮古市内小・中学校の総数26校。そして小学校が15校ということになりますので、15校の小学校全てに入り
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ます。同様に中学校のほうも、26校中11校というのは11校の中学校ということで、11校ですので全ての26校の

小中学校に配置するということでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員、いいですか。 

○委員（落合久三君） うん、小中合わせて26校ね、要するに全然学校を対象にサポーター派遣すると。わかり

ました。そういうふうに書いてもらえば質問これなくてもいかった。で前の商工費のところで１カ所だけ。昨

日、産業建設常任委員会で説明を受けていながら、昨日ちょっと気がつかなかったもんですから、GoToの国の

GoToトラベルの登録の宿泊施設の登録が７と説明ありましたが、それ以外の宿泊施設を抱えている皆さんは、

未登録のところに、例えば福島県から泊まりに来たという場合には当然GoToの35％の割引はないわけですから、

未登録の施設に泊まった場合には、宮古市の3,000円の割引のみが適用になるということで受けとめてるんです

が、それはそうですよね。はい。そこで次の、先ほど教育旅行の…２巡目にします。 

○委員長（工藤小百合君） 昼食のため暫時休憩いたします。 

 

午前11時52分 休憩 

午後０時53分 再開 

 

○委員長（工藤小百合君） 定刻前でございますが、皆様おそろいですので、早速始めたいと思います。松本委

員、その次は田中委員です。 

○委員（松本尚美君） 定刻前ということですが、しっかりと定刻から始めるべきだと思いますが、指名ですの

で始めます。まず主要事業一覧表に基づいて、ちょっとお尋ねしたいと思います。３款民生費、２款児童福祉

費、１目の児童福祉費総務費この相談業務、それをオンラインでやる、これはこれでいいと思うんですけれど

も、まず市の行政の中で行政の中でこの相談事業もしくはプラスアルファなんですが市民からの要望とかです

ね。対面で庁舎に来てそして担当課に行って面談といいますか、しながらやりとりをするという部分で今回オ

ンラインでこの三つの業務が対応するということなんですが、これほかの部分はそういったオンラインに限り

なく対応できているので今回はこの三つの事務事業対応かなというふうに思うんですがそこは今回これを優先

する、ということであれば、どういった理由なのか、検討状況、全庁的にそこをちょっとお知らせください。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（伊藤貢君） はい、全庁的なことということですので、私のほうからお答えさせていただきま

す。今回ご承知のとおりコロナウイルスの関係で保育所等もそれから小学校、中学校のお子さんをお持ちの親

御さんも不安に感じられていることがあるんだけれども、なかなかこちらのほうに出向いてまで相談できない

というふうな需要が子育ての部分で多かったということから、リモートを通しての相談をすることで感染症回

避というんですか、そこの部分を目的に、今回こちらのほうを先に補正ということでお願いしているところで

ございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 全庁的っていうことなんですが、今部分的な話をしてるんですが、この相談業務で三つ

の事業に関わることが多かったと。感染症に関わって不安が多かったということなんですが、これ保健福祉部

長ですから、保健福祉の部分では以前より多くなったということはあるのかもしれないんですけども、感染に

関わって不安だっていうのはこれは他の部署でも同じだというふうに思うので、それで全庁的にどうなんです
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か。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい、庁内の情報化を担当してございます企画課のほうからお答

えをさせていただきたいと思います。我々職員が業務を通じてオンライン会議とかをする環境の整備につきま

しては、追って９月の議会において、補正予算をご提示しながら内容について説明をしたいというふうに考え

てございます。その件に関してはあくまでもその職員が業務に関してオンラインを実現しようという環境でご

ざいます。議員ご質問をされているのは、一般の住民がいつでもどこでもどこの部署にでもっていうような、

オンラインを想定されているようであれば、それは現在のちょっとシステム上、なかなか構築は難しいかなと

いうふうに考えてございます。LINEですとか、フェイスタイムとか、そういうようなソフトもあるところでご

ざいますが、お互いに認証する関係がなければ、今会話が成り立たないというシステムになってございますの

で、いつでもどこでもという環境にはいましばらく時間とか、システム構築の時間を要するものというふうに

考えてます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 理由はシステムの構築に時間がかかるということで、今回は、ここの今、児童福祉総務

費に関わる部分について、優先的といいますか、段階的に導入するということで理解ですね、今後は、他の部

分についてもいうことで、先ほど課長が言った職員間の部分ではなくて私はやっぱり市民との部分、これをど

う感染にかかわって不安を取り除いて、行政とやりとりできるかっていう環境づくりっていうのは必要だとい

うふうに思いますから、今後どういうスケジュールで取り組まれるのかっていう部分が今あれば教えてくださ

い。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい、ご質問の趣旨はよく理解をしました。ただ現在のシステム

とかそのセキュリティーの面で言えば、いつでも誰でもどなたからもこう役所にアクセスをして、テレビ電話

のような、関係が構築できるような仕組みにはなってございませんので、当面は電話対応でのやりとりになろ

うかなと思います。その上でお互いに顔を見てとか、あとはご家族皆さんの状況を見ながらご説明なり対面を

する必要があるんであれば、別途そのさっき申し上げたようにズームであるとかチームであるとか、いろんな

オンラインのシステムがございますので、その時間を合わせてとか、お互いの環境を合わせた中で、オンライ

ンでご相談ができる環境を整えていけばよろしいかなというふうに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 全体のスケジュールの期限的なものが今話にならなかったんですが、お答えないんです

が、私はちょっとプラスアルファなのかもしれませんけれども、災害時の情報収集という部分でこれも以前に

指摘をしてオンラインといいますか、こういったＩＣＴツールを活用してどう情報集めるか、もしくは発信す

るかという部分にも当然関連する部分もあるというふうに思いますから、その点も念頭に置いていただいて、

構築していただいて、電子市役所というのはいろんなポイントがあるのかもしれませんけれども、私は行政と

して住民というの医療関係者もちろんですけれども、このオンラインでね、遠隔診療を含めてなんですけれど

も、あとは学習というのは、今後教育委員会のほうで取り組むようですけれども、やっぱりそういったオンラ

インでもってやりとりができるという環境が私はやっぱり究極的には電子市役所の構築に目指すものだという

ふうに思いますので、きょうはそれ以上深掘りはしませんけれども、ぜひ念頭に置いていただきたいというふ
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うに思います。それから次に、これ全体に波及する部門のかな。３款民生費、２ページ、２項児童福祉費の３

目の児童福祉施設費の中にもありますけれども、ほかの款項目にあるんですけれども、この空気清浄機の導入

を図ると。悪いことではないなと。コロナに関わってこれ私はちょっと勉強不足なのかもしれませんが、この

空気清浄機の能力ですね。要するにコロナウイルスに有効かどうかっていう、そこはどう確認をされてるんで

すか。科学的に。 

○委員長（工藤小百合君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はい、空気清浄機につきましてですが、医療機器ではないためコロナウイルスを完

全に死滅するとかということは言えないということになっているようです。ただ、メーカーの例えば試験など

で不活性化を確認したというような機種もあるようですので、その辺を見極めながら選定していきたいと思っ

ておりました。あとは例えば空気清浄機の清浄の仕方の方法であるとか、あるいは設置場所の大きさであると

かによっても機種をいろいろ考えていかなきゃないのかなというふうに今考えているところです。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい、科学的な根拠は認められない、医療機器ではないということだけですけれども、

これは一般的にもう今既に空気清浄機を一般家庭でも一般の事業の事務所とかそういった会社関係の事務所と

かで導入しているところがこのコロナに関わらずこれはあるんですね。これはもうたばこの問題もあるかもし

れないし、花粉症の問題もあるかもしれないし、そういった対策のために導入している。今回の空気清浄機は

導入するということになれば、やはりコロナウイルスですね、今後はインフルエンザウイルスもあるかもしれ

ません。そういった性能を科学的にやはりしっかりと確認して導入すべきだと思うんですね。能力も含めて、

要はこういった空間ですね。市民文化会館は、正確にどこに設置するのかわかりませんけれども、大きな空間

ですね。これをじゃ何時間で空気清浄機でもってやるのか。あとは空調施設もありますね。そういったものと

どう干渉するのか。やはりこれは限りなくもう専門家の私は知見がないと、ただあるから、売ってる製品のも

のがあるからね、これを設置すればいいっていうことではちょっといかがかな。やはり有効なものをしっかり

とチェックしてそして導入すべき。安い高いの問題もあるかもしれませんけれども、そこはどうなんでしょう

か。課長にだけにね。問うわけにはいかないと思うんですが全体的にどうですか。 

○委員長（工藤小百合君） 中嶋総務部長。 

○総務部長（中嶋巧君） 松本議員がおっしゃったように医療の検証というのは、今回医療機器ではないもので

ございます。ただこれからも９月定例会のほうでも我々予定しておりますが、感染症予防の対策としては今回

のような機械とか、あとエアコンとかという設置のことも今検討してございます。新聞によれば、こういった

機械は基本的な３密を防ぐという部分で換気を行いながら稼働させるという事においては、飛沫の感染を予防

するには少しは効果あるというのは前の読売新聞のほうで出ておりました。確かにそういった部分も検証して

いかなきゃならないし、設置するにしてもやっぱりその性能っていうのも我々も本当に効果があるのかどうか

ということもちゃんとこれから検討していかなければならないと思っております。これからの設置につきまし

て、こういった機械の設置につきましても、きちっと検証した上で議会のほうにも、もし設置するのであれば、

補正予算で設置するのであれば説明していきたいなとは思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい、ぜひそこをチェックしていただいてそして場合によっては、私はやっぱり大容量

の空間であると、能力の問題、飛沫感染をどう防ぐか、換気の問題に部長触れましたけれども、そうだとすれ
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ばサーキュレーターでもいいわけですし、そのエアコンかけながら、今、外を開けるとか、空気の対流をどう

するかとか、そういった例えば学校施設であると教室ごとに環境が違うんですね。だからそこらをやっぱりし

っかりと専門家なりやらないと。ただ置いたからいいでしょうっていうわけにはいかない。せっかくお金をか

けて設置するということであれば、有効なもし空気清浄機で能力が足りないとなれば、別な方式を検討すると

か、そういったことも必要になってくるのではないかなというふうに思っております。どうでしょう。 

○委員長（工藤小百合君） 中嶋総務部長。 

○総務部長（中嶋巧君） 松本議員おっしゃるとおりでございます。やはり感染予防にはそういった機械がいろ

いろありますけども補助的なものであって、基本的なことはやっぱり手洗いうがい、あと３密を避けるといっ

た基本的なことがまず必要になると思いますので、施設の中でその感染予防するっていう感染予防するには、

今松本議員おっしゃったように広いような施設のとこでそれがどのような効果があるかというのはそれはその

とおりだと思いますが、基本的に狭い空間の中で集会を持ったり、意見交換会またいろいろあると思うんです

が、そういった３密防ぐことに対して今言ったような機械を補助的に入れて、少しでも飛沫感染を防ぐという

ことも大事なのかなと思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい、この場所、場所っていうか、その空間によって対応を私は考えるべきだというふ

うに思いますので、ご検討いただきと思います。それから次にこれは６ページですか。６ページの教育費にか

かわるんでしょうか。独立してますので、自動検温機ですね。いわゆる体温を図る。これはざっくり言って目

的はなんですか。設置する、導入する目的。体温測るっていうことじゃないですよ。これを導入して体温を測

ることによって何をどうする。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（伊藤貢君） 私のほうも総合福祉センターということで計上してございますので、ご説明いた

します。こちらの方につきましては、まず議員ご紹介のとおり、体温を測って熱が37.5度以上というある程度

の熱がある方には、今回はご来場は控えていただきたいというふうな注意喚起ということで考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい、注意喚起すると。37.5を基準としてという話ですが、私の経験則、うんと少ない

経験則なんですけども、ある施設で検温器あるんですね。そこで行ってランプがつく。要するに37度５分以上。

でも、その検温器で測った結果、じゃ誰がどういう形で来場者にもしくは検温された方に指示して、そして今、

部長がおっしゃったように来場拒否すると。場合によっては別な部屋にルートを決めてそこに行ってもらうと。

避難してもらう。避難というか隔離っていうかね。これらができてないケースがあるんですね。この施設全体

に今回配置する、また拡大するのかもしれませんけども、予備があって貸し出します。これはやはりしっかり

とそういった対応も考えないと、ただあるだけ。結構ありますよ。30数人ぐらいかなあったんです。来たんで

すけども40人弱、3、4人ランプつくんです。でも誰もそれに対して、入ってはいけません、帰ってください、

もしくはここで待機してください。そういった指示する人がいない。だから、こういったことをどうするか、

そうでないとこの目的を達成できないということになる。そこはどのように考えてますか。 

○委員長（工藤小百合君） 中嶋総務部長。 

○総務部長（中嶋巧君） 松本議員おっしゃるとおりです。ただ各施設に今言ったような検温器を置いてその近

くに職員がいて、そういった対応するとなかなか難しいです。我々とすれば検温器を置いた横にはそういった
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表示、例えば37.5度以上あった方についてはちょっとご遠慮いただきたいとかそういった表示をしまして、周

知を図りたいなと今の時点で考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） だとすれば、私はやっぱりね、限りなく感染予防といいますか、拡大予防につながらな

い。結果としてつながらない可能性っていうのは非常にリスクが大きいと思うんですね。ですから、検温器を

置いてどう対応するか。100％できないのかもしれませんけれども、どうするかっていうのをこれ考えないと。

例えば前後にこう来てたまたまランプついた。周りに見ている人もいないと。注意喚起があってもそのままス

ルーするっていうことがありうるんです。私が経験則で言った部分でもそうなんですけども、誰も言えないん

です。職員もいません。担当者もいない。３人、４人にもうランプつくんです。でもどうしようか、一緒に入

っちゃだめかなっていう感じなんです。万が一そこにウイルスなりが存在するとすれば、限りなく徹底しない

と意味がないとは言いませんけれども、感染につながるリスクがあるということです。これどうですか、もう

ちょっと真面目に考えないと、せっかく入れてもですよ。防止につながらないケースがある。どうでしょう。 

○委員長（工藤小百合君） 中嶋総務部長。 

○総務部長（中嶋巧君） まず公共施設等に入られる方の市民の方の実践にまずは任せたいと思いますが、松本

議員のおっしゃってる部分わかります。ちょっとその辺も少し検討していかなきゃならない課題だとはとらえ

ております。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） ケースバイケース、場所によってね、徹底できるかどうかっていうのもあるかもしれま

せんし、今事業所の中では、例えば県外の営業マンが来るとか、メーカーさんが来るとかというと、どこから

来たのか、これをね。住所とか連絡先を書いてもらったりそういった後でかけるっていうこと。全然前段でチ

ェックするっていう一つの最初のポイントですから、これは非常に大事だと思います。２巡目あります。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 私は確認も含めて、１点だけ伺いたいと思ってました。議案の１の６から１の７ページ、

４款衛生費、１項保健衛生費の中の13節使用料及び委託料、ここには、建物等賃借料1,100万という予算が計上

されておりますが、具体的な中身についてお尋ねしたいと思うんですが、一つは1,100万の概算、積算根拠です

ね。これはどう理解したらいいのかっていうことについて伺います。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい、地域外検査センターの建物についてでございますが、現在テント型のドライ

ブスルー方式でセンターを運営してございます。ただ今後冬場に備え、テント型であれば、積雪に耐えられな

いということもありますし、あと先生方の検査前後の暖をとる場所もない状況でございます。そういうことで、

このテント型のセンターをプレハブ式に変更したいと考えてございます。それでプレハブを２棟おきまして、

そこに屋根をかける形でドライブスルー方式は変わりません。それで、その中のプレハブ一式、片側のプレハ

ブは今後の検査の方法を検討していく上でもあとは歩行者というか、車で来場できない方の検査のためにも陰

圧の装置をつけたプレハブを一棟備えたいと思っておりました。それら含めて今150万円、月で７カ月分という

ことで、現在のそれで1,000万ということで計上させていただいております。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 今、早野課長のお答えの中に１カ月150万円っていうお話でした。それは今お答えの中にあ
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りましたプレハブ１棟、２棟合わせて１カ月150万という理解になるわけですね、確認です。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） プレハブ２棟にプラスしてトイレ、あとは受け付けと会計のところがあるんですけ

れども、今は何もないところで雨の中もスタッフが立ってやっているところに小さいプレハブをそこにも設置

しますが、合わせるとプレハブは４棟プラストイレという形になります。申し訳ございません。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） この費用が妥当かどうかっていう点でちょっとね、判断しかねておりますので、ざらっと

考えて多分検査センターのいわば今お話の回答になってるのが、冬場を控えて変えていくということだと思う

んですが、問題はこの費用が妥当かどうかっていう点でね。ちょっと私も判断しかねているんですが、普通聞

いたらばどうでしょうかね、１か月150万の建物賃借料というのは、どういう形態であれ私の理解は、決して安

くない。なおかつ先ほどの竹花議員の質問にも関連するんですが、何となくコロナに対するその検査センター

に関しては、場所も結果も公表しないでくれということですね。これは多分私なりに考えると風評被害を抑え

るっていうふうな意味もあるのかなと思うんですが、正確にそこは何でそういうふうなチコちゃんではないで

すけどもね、何でそうなるっていう部分で、そこはもうちょっと納得のいく、なぜ公表してはいけないのか。

県は公表してますよ。外来センターの能力もそれから検査結果も本家本元の県は発表してね。宮古市の発表、

公表しないようにするというのはちょっと私は理解ができかねるんですが、そこは正確に県のほうの要請の意

図がどこにあって宮古市もそれをもっともだということで、県の指示に従っているというふうに理解するのか。

県はあくまでも私要請だと思うんですよね。今はもう自治の時代ですから、極端なこと言いますとね、やっぱ

り地方から国に物申す時代だと思っております。結果、国のほうもやっぱり現場に即したやっぱりそのさまざ

まなその行政のあり方というものが今ある意味、経験が生まれてる。そういうふうに私理解してますので、そ

ういったことから考えるとね、なぜ公表してはいけないのか。なぜ私がそういうこと聞くかといいますと、休

日急患センターがあるわけですよね。あそこは土日に限定しているわけですよ。あそこを使ったら立派に感染

センターの対応ができるんじゃないの。既存に使える施設があるのに、わざわざリースで1,100万もお金を払う。

これは多分国のほうも地方自治体の負担は生じませんよということで全部国が面倒見ますよというのは大体気

を付けないとないですよ。私に言わせれば。それはさておいて余計な話だけども、どういうふうに理解したら

いいのか改めて伺います。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（伊藤貢君） お答えいたします。田中議員さんのお話の中にもございましたけれども、このな

ぜ数とか、それから場所を公表しないのかっていう部分は風評被害の部分がやはり１番大きいです。場所につ

きましても、その地域の方々の心情の部分もございますし、それから数につきましても県が公表しているのは、

宮古とか宮古だけじゃなくて、県内の部分を合わせての数字ということですので、個々の部分でありますと例

えば宮古の部分が突出して大きいとなれば、何かあるんじゃないかというふうな要らぬ心配をかけてしまうと

いうのもあって、そういうふうな風評被害の部分からうちのほうも確認はしました。県のほう確認したところ、

やはり公表はしないでほしいということでしたので今回も公表しない状況となってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 今県内では13人の方がＰＣＲ検査結果、感染者が確認されている。あれほど全国的に岩手

は何で感染者が出ないの。ゼロ更新をずっと続けてきてですよ。もう７月29日ですかね。そのときに発表され



－26－ 

たのは、盛岡１名、宮古１名と報道されたんですよ。発表してるんですよ。しかも、最近は非常に具体的にで

すよ。久慈市ではその一つの家族の中で３人の方が感染したと。なおかつその方と接触した方については、検

査結果陰性だった。ここまで公表してるのか、勝手にマスコミが発表しているのかね。全然私は納得いかない

ですよ。あれはＮＨＫなりマスコミ関係が独自の取材で報道してるわけ。県が公表してるからああいうことを

発表しているんでしょう。全然私納得いかない。現実問題として、そのためにも風評被害に起きているんです。

宮古から来たというだけで白い目で見られる。そういう話も聞いております。噂ですよ、噂ですから私は真実

のことはわかりませんが、いわば子どもが小学校の生徒がいていじめに遭ったと。いじめに遭ったために転校

していたと。いうところまで噂がストーリーとして広がってるんですよ。聞いたことありますか。そういうお

話。あまり地域は私も特定しませんですけれどもね。市長が呼びかけてますから、そういう行政が発表する以

外のこと以外は、聞いた話を広げないでください。これは私はやっぱり市長として適切な対応をとってるんだ

と思っておりました。だけどね、やっぱり世間は口には戸板建てられないんですよ。集まればさえその話持ち

切りになっちゃってね。いろんな話まで飛躍してます。私が聞いてる範囲では。そういうもとで行政が発表す

るっていうことを言っておきながらね。行政は公表できない。これっておかしくないですか。だって現実に久

慈で３人、宮古で１人、盛岡で何人だと、あれはどこで発表しているんですか。県でしょ。記者会見で岩手県、

記者のあそこは記者会見する席で、県の保健担当者がずらっと並んでですよ。言ってんじゃないですか。公表

してるんじゃないですか。違いますか。あれは公表じゃない、つぶやきだ。そういうことですか。ちょっとね、

あまり県のことは我々共産党も達増県政の与党ですのでね。何だりちょっと言いにくい部分もありますけれど

も、だけど与党だからこそね。やっぱりだめなのちゃんと責任持って、正さなきゃないっていう思い私はして

ますので、市のほうが県の要請でもっともだと思って従っているけれども、しかし風評被害がどんどん拡大し

ているもとではね、意味がないんじゃないのっていう意味で私は聞いてます。部長さんに聞くのもちょっと酷

かなと思うんですがね。ですから、これは私の指摘と意見にとどめて終わります。終わり。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（伊藤貢君） 議員さんから意見ということでしたけど、ちょっとあの１点だけ確認ということ

で、発言させていただきます。県が公表してるのは陽性者の部分でございます。陽性者の部分につきましては、

その方の行動によって、もしかしたらは知らないうちに接触者になってるかもしれないということを促すため

で陽性者の部分は、当然発表するものというふうに理解してございます。ただＰＣＲを受けた方の中には、陰

性になられる方がほとんどということでございますのでその方々までこの方がＰＣＲ検査を受けたよっていう

ふうな公表することは、やはり風評被害とかその方の立場の部分で変に勘ぐられる部分もあるということで、

そういうふうなＰＣＲを受けた方に関しては、公表してないということで考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 今の部長の答弁を聞いてね、私はもうそのまま引き下がろうとしたんですが、答弁聞いた

らいよいよ分かりにくくなったんですが、つまりね。ＰＣＲ検査をやって結果、陰性者だった。陰性だったと

いうことも公表してますよ。陽性した数だけだとか、陽性者だけ公表しているわけでないんですよ。県は。久

慈の例もそうです。宮古の場合もそうだと思います。お１人の方が出て、その方と濃厚接触者の方を検査した

けれども陰性だったというふうに発表しましたよ。だからね、ちょっとここは私が議場でここで聞くのではな

くて、達増知事に聞きなさいというふうに言われているような気もしますのでね、終わります。 

○委員長（工藤小百合君） ２巡目の竹花委員。 
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○委員（竹花邦彦君） ２巡目質問、できるだけ短時間で終わりたいというふうに思っておりますが、１巡目の

最後に、今、田中議員のほうからもお話ありましたが、外来ＰＣＲセンターの議論が途中で終わりましたので、

そこから始めたいと思います。なぜ私が実績がどのぐらいあるんですか、っていう質問をしたかというのは、

当然今後言われておりますように、インフルエンザの流行期を迎える時期が来る。当然そうすると、インフル

エンザと新型コロナウイルスの症状が似通っていますから、病院、医療機関との仮にコロナの感染を防ぐため

のＰＣＲ検査をセンター受けなさいっていうそういった指導も含めてですよ。検査を受ける可能性の人たちが

どんどん増えて来るだろう。こういったときに、今の実施体制で十分なのかどうなのかという議論も当然検証

した上で、その拡充はどうしていけばいいのかっていうそういう議論もしなければならなくなる。そういう意

味で私の質問しようとしたのは、そういう検討も当然してるんだというふうに思うので、その検討状況は大体

いつごろまでにっていうね、含めて聞こうとしてはわけですからね、私は言ってる意味はね、わからないわけ

じゃないけれども、少なくても数はね、やっぱり今までどのぐらいの方が受けてますよって公表しても差支え

がないと私は思ってるわけです。それが実績は我々は分からないとすれば、今のＰＣＲ検査センターの体制が

ね、十分なのかどうなのか。そこだって我々わからないわけでしょ。そういう議論をする上でもね、ぜひ私は

そういった意味でも実績も聞きたかったわけですが、公表できないということなので、そこについては今、田

中議員とやりとりがあったので、それ以上私も言いません。ただいずれにしても市なり我々が地域外来ＰＣＲ

検査センターの運営の行方を含めて、体制の拡充を含めて、当然これ大きな議論になってきますので、そうい

った意味でもね。そういった今までどの程度の方々が受けて本当に体制が増えていた場合に、今の週３日の体

制で大丈夫なのか。あるいは今までの６人が９人という上限になりそうですけれども、それで十分なのかどう

なのかをね、検証するためには、どの程度の方々が受けられる状況にあって、現実に今までどの程度今までは

間に合ってきたという評価だというふうに思います。そういった点もやるためにもね、私はある意味では、そ

ういう実績も聞きたかったなという思いがいたしているわけです。そこで本題になりますが、先ほど申し上げ

たようにこれからインフル、秋冬に向かってインフルの流行時期を迎えます。当然市のほうでも、医師会等々

含めて、ここの体制に向けてどうしていくんだという検討をしているというふうに思いますが、その点はいか

がでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 秋以降の地域外来検査センターの運営につきましては、先ほど申し申し上げました

とおり、宮古医師会の先生方、あとは検討委員の中には宮古病院の院長先生、宮古保健所等々入りまして、そ

の中で検討を重ねている状況でございます。そこで、現時点で予測でしかインフルエンザの流行というのは、

インフルエンザが発生する時期になってくると同じような症状を訴える方がいるので、検査の受診者がふえる

のではないかという予測のもと、先生方と検討を重ねているところでございます。そこで、今、週に３回医師

会の先生方にご協力をいただいております。今すぐにこの状況を日数を増やすというそれを判断できる状況で

はない、先ほど言いましたように検査センターの上限の６人になっているのがこれまで１度しかございません。

全く受診者がない日も６月７月はございました。そういう中ではもう少し今の状況を見ていこうと。ただ、い

つ増えてもいいようにまずは９人にしようというのがまず１段階目でございます。そのあとで今すぐ日数を増

やすのは難しいので検査の時間帯を長くしようという話も医師会の先生方からいただいております。その上で

ここは予測でございますけれども、例えば今、感染症予防対策が市民の方々のご協力を得て徹底されている状

況でございます。そういう中では、他の感染症が減ってきているという現実もございます。そこで、インフル
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エンザが例年のような流行を迎えるのか。そのあたりも見極めながら、また体制はその時々で検討してまいり

ますし、またその日数を増やすということになりましたらば、また補正予算という形でご審議いただくことに

なるかと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） おおむね了解をいたしました。確かにインフルエンザがどの程度流行するから今の段階

でわからない。ただ一言だけ申し上げておくと、６月議会と私の市長とのやりとりの中では、今の診療３日体

制は、これは拡充ができるんではないかというふうに市長おっしゃってるんですね。ですから今、早野課長が

おっしゃったように、そこは非常に難しいようなお話をして、１日６人のところを９人に増やす。それから二

つ目として検査時間を長くする。この二つを中心に検討しているというお話です。市長がおっしゃっているの

は、仮に増えた場合について、３日の週伸ばすとすれば、市の診療所のドクターがいるので、そこを活用して

という意味だというふうに思います。そういう意味で市長は私の質問の中には、３日は増やせる可能性がある

というふうにお答えをしておりますので、そこはぜひ私はある意味一つの方法だろうというふうに受けとめを

いたしておりますので、今後の中でね、そうならないことを願いますけれども、どうしてもやっぱりやむを得

ない場合については、医師会の皆さん、あるいは市立診療所の先生方に相談をして、診療日数を増やすという

ことも一つの選択肢として出てくる。ぜひそこのところは頭に置いていただきたいということは申し上げて、

この点については終わらせていただきたいと思います。そこで、小中学校のＩＣＴ活用事業の関係に移りたい

というふうに思います。いろいろ午前中でもやりとりがありましたが、私は25日の教育民生常任委員会傍聴を

しておりまして、いろいろ委員の皆さんと教育委員会の事務局とやりとりも聞かせていただきました。一つや

っぱり私は懸念をしているのは、今回、一定程度のＩＣＴ事業費が投入をされていく。今回はそういった意味

で国庫補助事業やあるいは地方創生臨時交付金を活用してそれなりの整備がされるけれども、今後このタブレ

ットの更新時期を迎えたときに更新費用の問題、あるいは年間の維持費用、これどう図っていくとか。ここの

財源について、聞かれたときに国庫補助等が予定されているんですかというふうに学校教育課長のほうからは、

いやこれはまだ今後、国のほうでそういうことも含めて検討されているという答弁で現段階では極めて不透明

な状況なってるわけですね。そうしたことも含めて、結構な財源が投入されてまいりますけれども、今後の更

新時期を迎えた場合の費用の財源の問題をどうしていくのか。いうことが一つの大きな課題になっていく。同

時に今度の確かにコロナ感染あるいは今後宮古市も災害が起きた場合の学校休業時におけるリモート教育。大

変やっぱり大きなここは効果が出てくるんだろうというふうに思います。あるいは不登校児童への学習環境に

もつながっていくというメリットもある。そういったメリットも私も理解はいたします。そうした上で、ただ、

このぐらいの莫大な、確かに国庫補助の事業を受けて、整備をしていくわけですけれども、さっきの更新費用

の問題等々も含めてですよ。今後のやっぱり財源をどう確保するのかが大きな課題になっていくとすれば、非

常時の場合のリモート教育というものについては大きな効果があることは間違いないんだけれども、通常時に

どれだけこのタブレット等含めてですよ。子どもたちの学習環境につなげていくのかということがやっぱり一

つの大きなテーマになっていくわけです。それがないと、普段通常時の子どもたちの学校教育においてもこれ

がね、ＩＣＴが本当に活用されていくようという方向性が我々自身も理解がされないとそこに対しての費用対

効果という問題も含めてですよ。やっぱり理解が得られないというふうに思う。午前中に落合議員とのやりと

りの中で、通常時においてはこういった使われ方をしていきますと話がありましたけれども、もう少し私は、

課長の方から具体的に通常事業等においてこのＩＣＴをどういった活用して、事業が行われていくのだと、あ
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るいは子どもたちの教育環境に役立っていくのか。という点をもう少し詳しくご説明をいただきたいと思うん

ですがいかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、ありがとうございます。午前中にもお話しいたしましたが、やっぱりこの

情報活用能力をどう育んでいくのかというのはやっぱり国全体で子どもたちの状況を見たときに非常に大きな

課題であるというふうなことを踏まえて、今回ＧＩＧＡスクール構想が立ち上げられております。現在のとこ

ろ、宮古市内の各学校におきましては、パソコン教室で大体１学級分40台前後でしょうか。それらを活用しな

がら情報教育、情報活用をした教科学習等進めているというふうな状況でございます。やはり通常時どのよう

な形で使っていくのかというふうなところが非常に大事になってまいりますので特に１人１台端末いうことで

１人が１台持って教室で活用できるというところが非常にやっぱり大きなメリットになってくるのかなと思っ

ております。また、学習指導要領が改訂になりまして実際今教科書が新しく今年度から小学校、来年度から中

学校が使用してますが、実はその教科書の中に情報活用能力を育むためにさまざまな工夫がなされていて、例

えばＱＲコードが教科書の中に書かれています。そのＱＲコードにパソコンをあてると関係する動画だったり、

あとは図形等でわかりづらい図形がボタンを押すとこう回ってくれたり、形になってくれたりというふうな形

で、資質能力を育むためのＩＣＴ活用という観点でかなり工夫されて行われておりますので、そういうものを

活用しながらやっぱり調べる。もしくは表現、製作する、これらの活動を毎日の学習活動の中で組み入れてい

くということをまず大事にしたいと思いますし、一人一人の学習がやはり算数についても答えは一緒なんだけ

ども、とき方が違う。もしくはつまずき方が違うという個々の間違い、個々の反応を踏まえたきめ細やかな指

導という点でも活用可能になってくるかと思いますので、やはり１人１台手元において自分の学びに即した活

用の仕方をとにかく徹底して使っていきたいと思っております。ただ、大きな課題はやはりリモート授業とい

うふうなところになってくるのかと思います。普段教室で使う部分についてはとにかく徹底して使っていける。

ただし課題はやっぱりその遠隔でどういうふうにするかというところが、やはりまだ私どももやっぱり研究を

進めていかなければいけないところだと思いますので、実際どの教材、どの使える教材があるのか、もしくは

子どもたちの学習環境、家庭も含めたＩＣＴ活用の関係はどうなってるのか。そして、家庭もしくは地域の方

の協力、ここをどこまでお願いできるのか。どう周知をしていくのか。そのような課題に対応しながら、やは

り活用進めてまいりたいと考えておりますし、そのためにも関係諸機関、関係機関との協力とか、あと先進事

例等々から学ぶということも大事にしたいと思っておりますので、そういう観点でやはり教職員も一緒に学ん

でいくことを大切にしていきたいなと思っております。予算につきましてはやはり不透明な部分があり、先日

もお答えに詰まる部分等ありましたが、例えば、今回ＧＩＧＡに関わりましてのサポートをしてくださる方で

すね、そういうふうな方につきましては、ＧＩＧＡスクールサポーターですか、そちらにつきましてはスクー

ルサポーターはとにかく準備をする計画を立てる、大枠を作るところで活用した後にＩＣＴ支援員として、地

方財政措置等しながら国は支援するというところも少しずつ示されてきておりますので、そういうふうな部分

も、私どもは一緒に考えながら、有効に活用してまいりたいと思いますし、あと現在活用しているコンピュー

ターの切りかえ、リースの部分との切りかえも含めながら、財政のほうも検討してまいりたいというふうに考

えております。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） いろいろ課題があるというふうに思います。いずれにしても、かなりの財源を使って整



－30－ 

備、もちろん１人１台ですね。これから端末等は当然費用が安くなっていく時代を迎えるんだろうというふう

に思いますが、いずれ更新の時期を迎えるそれなりの財源も必要になっていくという点も含めて、やっぱりこ

こはそういった意味でも市民の多くの方々の理解をいただく必要があるというふうに思いますので、引き続き、

努力をお願いをしたいというふうに思います。時間の関係がありますので、次の課題については意見だけ申し

上げさせていただきたいというふうに思ってました。学校の感染症対策、４ページに学習保障等の支援事業と

して、2,650万円小中学校含めての予算化がされているわけです。これは各学校でこの予防対策として、消耗品

とかさまざまな備品等の購入費用を学校に配布をするという中身のものでございますけれども、各学校で校長

の判断で迅速かつ柔軟に対応することができるようにしたいと、こういう事業説明がございました。私もそう

すべきだろうというふうに思います。そういう意味では、各学校このお金についての使途制限は余り設けずに、

しかも、一括で学校に配分をするように、使い勝手がいいように各学校で使い勝手がいいように、ぜひここは

そういう形で教育委員会と各学校で調整をお願いをしたいとこの点だけ申し上げてこれについては終わりたい

と思います。最後になりますが、特別定額給付金の期限内未申請者の特別給付の問題、きょうはこれ予算が組

み替えなっておりますので、予算上表に出ておりません。過日の教育民生常任委員会で８月の17日に期限を迎

えた特別定額給付金、未申請者が69人があるということで、今後こういった未申請者に対する定額給付金を支

給するということで、700万の予算を趣旨変更でやりたいというお話がありました。私はそこまで本当にやる必

要があるのかという思いもありますが、ただ市長の政策判断でもあり、その思いは受けとめたいというふうに

思いますけれども、ただ現実の中には69人中には、私は辞退をしますよという方々もいるはずなんですよね。

ですから、69人の未申請者の方々が何らかの事情で申請を受けてないということではない。中には当然私はも

らわない、辞退をするという方々も含まれている。そこで私はこれが臨時交付金を前提にした財源にしてやる

という話になってるわけですよね。仮にこれ臨時交付金であった場合に、69人事務費含め700万ですが、全員の

予算化をしてるわけですよね。これが予算の残が余った場合については、これ臨時交付金の扱いをどうなるん

ですか。つまり国に返還することに私なるんではないかと思いますがそういうことは問題は生じません。どう

でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） 臨時交付金のほうは今現在１次分、２次分で10億8,000万ほど限度額として示されてお

ります。今現在、先ほども企画課長のほうからも説明いたしましたが、その実施計画事業のほうを積み上げて

いる中で、当然、事業については100％執行率というのはありませんので、予算から８割とか７割とか、どうし

ても執行率下がってきます。その下がる分も一応見越した上で事業費の方は積み上げを現在しているところで

す。そうした中で、例えば個別の事業で予定していた金額に下回った場合、っていうのは当然その下回った分

の交付金を充当するので、その個別の事業で余ったからって返還が生じるということはございません。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 私が心配をしたのはですよ。700万の臨時交付金を使うと。しかし現実に辞退者もありま

すから、この700万丸々使われるとは思っていません。したがって臨時交付金をなぜ使うのか。これは普通の一

般財源だって構わないんではないか。私はそう思うわけですよね。仮に臨時交付金が余った場合に国が返還を

するとすれば、当然それは普通の市の一般財源でそれは充当して無理くり臨時交付金の財源充当してやるよう

な事業だろうか。もう私は非常にそういった意味を疑問も思うわけであります。ぜひここは、庁内でも十分に

検討していただいて、私は逆に言うとね、臨時交付金の別事業がないんだろうかと、こういうふうに思わざる
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をえない点も指摘をして終わりたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 次は落合委員です。その次は松本委員です。 

○委員（落合久三君） １点だけ。主な事業の説明書の４ページの７款商工費、１項商工費の３目観光費の中の

きのう産業建設常任委員会に説明あった、当然あった点ですが、教育旅行費利用促進事業補助金のことです。

きのうの産業建設常任委員会への別の資料で、詳細書いてありますが、これは４ページのところには3,000円掛

ける2,000人プラス50万かっこ事務費。こういう数字上のことではなく、常任委員会に示された資料の中ではこ

ういうふうに事業の目的を簡潔に触れています。学ぶ防災を活用した教育旅行等の誘致を実施し、宮古市内に

１泊プラス学ぶ防災利用を条件として宿泊施設への助成を行うというふうに明記しています。そこで質問はこ

こで言っている市内に１泊する、これはいいんですが学ぶ防災利用を条件としてっと書いてある学ぶ防災の想

定している対象を具体的にどういうことでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい、お答えします。田老地区の震災遺構たろう観光ホテルになります。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） そうだと思って聞いたわけですが、震災から９年たってことしはコロナのことがあるん

で余り例はないんですが、去年までは私の知り合いでオレンジの会だとかいろいろな団体が盛岡にあって、去

年だけで私がちょっと１時間ぐらいでしたが対応した団体がありました。ひまわりじゃなくオレンジの会だっ

たかな。盛岡のお母さんたちが30人近くだったんですが、来年は震災９年だと。風化しないようにというんで

改めて被災地を尋ねたいということで事前に連絡が来てこの人たちがどこに行きたいって言ったら、学ぶ防災

の田老の観光、旧ホテルこれは前にも２回来ているので、海岸端の被災と復興の状況を知りたいというんで中

の浜を案内しました。それからその中の何人かのお母さんたちが言ったのは、被災者が今どうなってんの、と

いうんで、災害公営住宅を案内しました。というふうに、そういうのが去年だけで私が直接かかわったのは２

件であります。ここで学ぶ防災、旧たろう観光ホテルにだけ限定しない方がかえっていいんじゃないかなとい

うふうに私は思っていたったんですが、やっぱり震災から１年、１年どんどん経過する中で、結構田老の旧た

ろう観光を見ている人たちもいることも含め、もうちょっとここは変に狭くしないで、災害公営住宅っていう

名前自体もどんなどこさ建ってんだとかね、それから結構あったのは、ホテルはもう２回見たから、田老の人

たちが高台移転したというけどどこと、遠くからはわかってるんですよ。いろんなやっぱり年月の経過ととも

に、被災の状況と復興の状況への関心っていうのは、多様化しているんではないかというふうに思います。そ

ういうところを選択した場合も、対象にするようにやっぱりむしろしたほうが事業効果も上がるんではないか

っていうふうに思うんですが、どうでしょう。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 落合委員おっしゃるとおりだというふうに思いますんで、柔軟に対応していきたい

と思います。再検討させていただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 次は松本委員です。 

○委員（松本尚美君） はい、診療所にかかわる部分ですが、午前中からもやり取りはあるんですが、３ページ

の４款衛生費ですか。衛生費、１項保健衛生費、５目の診療所費についてです。今回1,800万の補正予算です。

県から来るお金が1700万円。宮古市からの持ち出し予算財源、手当が100万ということになる。ちょっと確認な

んですけれども、当初宮古市は、県国のお金をあてにしないで休日急患診療センターですか。そこを活用して
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レントゲンも設置して対応しようということだったと思うんですが、それが県国、今のドライブスルー方式で

すか、そういった部分に変化してきてるわけですが、ほぼこの100万というのがどの費目にあたるのかなと思う

と、建物の賃借料じゃ当然ないし、どっかで積み上げてる50万50万の100万が自主的な宮古市の持ち出し分とい

うふうに思われるんですが、ほぼ県の事業のように見えるんですね。そうすると宮古市がコロナウイルスの感

染拡大に対応するっていう部分のオリジナルっていうんですか、モデルといいますか。そこは何なのかな。も

うこれはもう県事業として認識していいのかどうか、そこをまず確認したいです。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 当初、この春のときには確かに休日急患診療にレントゲン設備をつけて、そして発

熱外来という機能を持たせたいというお話をしました。ただそのあとで、やはり１番の問題が先生方の問題の

中では、ＰＣＲ検査を先生方の判断ですぐに受けさせることができない。コロナの患者さんが１名でも出たら

ばその間、発熱者を集めていた休日急患がクラスターのもとにもなるので、そういう方法でないほうがいいと

いうことで変わってきた経緯がございます。地域外来検査センターというのは、議員おっしゃるとおり、県の

委託で持って、岩手県が行わなければならない事業を市町村または医師会の方の協力のもとにやっていってく

ださいということで、県の委託料ということで、ほぼほぼそこからお金が出てやっていく事業ということにな

ります。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 実質県事業ですよということはわかりましたけれども、そうすると県の保健所と宮古市

そして医師会、そして、実際運営するのは宮古市が委託を受けてる形で事業を進めていくっていうのは理解す

るんですが、この保健所の判断イコール、検査センターのＰＣＲ検査ですか、それがイコールすぐにつながっ

ていく。市が介在するというか、こうだよ、ああだよっていうのはないということになりますか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） まずは検査を受けるかどうかというのは保健所の判断ではございません。これは医

師会の先生方にそこに来ていただいて、そこの先生が検査をするかどうかを判断して検査をしているというこ

とになります。ただ、県からの委託を受けている事業ですので、診療情報提供書でもって紹介を受けて、地域

外来で検査の必要性を判断して検査を受ける。その人数については県のほうに宮古市として報告を上げるとい

う流れでございます。宮古市の独自性があるかと言われますと、方法として、休日急患診療所という診療所の

施設を持っておりましたので、そこの診療として宮古市の場合は、地域外来検査センターを実施しているとい

う形になりますし、そのスタッフは先生と会計以外は、市の職員が全て従事してやっているところでございま

す。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） なかなかまだ理解もできないところもあるんですが、要するにかかりつけ医なのか宮古

市内の診療所、お医者さんたちの判断でＰＣＲ検査が受けられるよ。保健所は介在しないんだよ、いうことで

すね。そうすると、保健所に相談が行って保健所の判断として熱がある、そういった症状がある、どちらかの

病院に行ってください。そこで、そこの病院の医師の判断を仰いでください、ということで、この検査につな

がっていくという理解ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。保健所というか、帰国者接触者相談センターとしての保健所の機能の中、も
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しくはコールセンターにおいて、そういう症状がある方が相談された場合には、帰国者接触者相談センターと

しては、必要性を判断した上で、重症度等も話を聞きながら判断した上で、帰国者接触者外来と言われる、県

がやっているその検査センターの方に回すケースなのか、かかりつけ医を紹介しもしくは直接地域外来検査セ

ンター、今宮古市がやっているそこに紹介するかという形になってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） ですから、スムーズにいくのがですね、選択肢があるような雰囲気ですけども、やはり

もっとスムーズに、今後さらに岩手県もそうですし全国的にそれぞれの自治体が東京なんかもそうですけれど

も、ＰＣＲ検査を限りなく増やして対応しようというところもあるわけですね。ですから、予算が絡むことで

も当然ありますから、今後の展開によっては私は宮古市が判断してＰＣＲ検査の件数を増やせるものなのかど

うか。それはもう県が判断するんですよ。保健所が判断するんですよ。かかりつけ医なり病院の医師が判断す

るんですよ。何かこう非常に紛らわしいですよね。だから宮古市が県の委託を受けて今の検査センターを運営

してますけれども、じゃ、誰が最終的な判断者なんですが、責任者なんですか。ＰＣＲ検査にかかわって、そ

こをちょっと理解できるように、説明願いたい。 

○委員長（工藤小百合君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（伊藤貢君） はい、今、早野課長からの説明もあったとおり、簡単にわかりやすく言えば、帰

国者接触センターのほうは外国から帰ってこられたり、あとは感染する可能性の多い方は行政検査のほうに回

されます。それから、この方発熱が二、三日なんで、どちらかなあという方はかかりつけ医にかかって、そし

て私たちの方の地域外来の方の検査センターのほうに回ってくるような格好になるんですけども、その中でそ

の責任者はっていうことなんですけども、私たちは、宮古市それから保健所、それから医師会の先生方、それ

から宮古病院の院長先生、それから薬剤師会の先生方と協議しながら進めておりますので、その中で、宮古市

の主体性がないというふうな話をされるのはちょっと違うのかなというふうな気がします。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい、宮古市の主体性もさることながら、やはりそういったコロナウイルスに関連して、

かかわって感染拡大もしくは感染者が発生すれば、どう拡大をクラスター含めて防ぐかという判断をそれぞれ

問題が出た場合には、INGじゃないですけれども、今部長がおっしゃった方々が集まって、国でもやってるかも

しれませんが、そういう方々が集まって皆さんに相談して決めないと進まない、判断できない。そういうこと

になるんですか。やはり今この場で今時点で判断しなきゃなんないということも出てくるんじゃないんですか。

だからそれを県なんですか、宮古市なんですか、お医者さんなんですか、誰なんですかって聞いてるんです。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） それに関しては、宮古市が実施主体となって委託は受けておりますけれども、実施

主体の宮古市としてこの検査センターは運営しておりますので、宮古市が責任を持ってやっております。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 最初からそうお答えいただければいいんですよ。今宮古市が主体、要するに宮古市が責

任を持って事業を進めるということのようですから、ここでちょっと確認なんですけれども、この休日急患診

療所運営協議会委員報酬50万円が新規で計上されてます。先ほど部長言ったんですが、これは全体の運営に関

わる分をそれぞれの団体さんからの意見を聞いて、今後、中長期的にはどうするかとか、そういったことを対

応するんだろうというふうに思うんですけれども、この方々が、今、国でやっている専門家会議のような位置
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づけなんですか。この方々の意見でしかＰＣＲにかかわって、検査にかかわっての運営、これはここの方々で

しか決めれないということなんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 国の専門家会議と同じ位置づけかと言われると、そこに関してはちょっと難しく、

何て答えていいのかわからないんですけれども、休日急患診療所の運営協議会に関しては、インフルエンザの

蔓延時期とか、あとこれまでもその診療体制を変えるに当たって、コロナが発生する昨年以前の段階でも毎年

度開かさせていただいて、いろいろな方向性であるとか、ご審議いただいております。そこに関しては、休日

急患診療所は宮古医師会の先生方のご協力なくては、薬剤師会の先生方もそうですけれども、そこに詰めてい

ただける先生方のご協力がなくては運営していくことができません。それでその先生方と意見交換をしながら、

方向性をしっかりと共有するという形でございます。今、我々がコロナの地域外来検査センターに関して先生

方のご意見をいただいているのも、その先生方に決定権を委ねているのではなく、宮古市の意見として考えを

お示しした上で、どのような体制であればやっていただけるのかというあたりをお互いに協議しながら進めて

いる現状でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） たまたまなのかもしれませんけれども、ここの今回予算計上されているのが診療場費、

そして診療所運営という款項目の中で、休日急患診療所（２）下には新型コロナという、要するにコロナ対応

というふうに私は理解してるんです。それで今伺ったんです。通常の休日急患センターの運営にかかわる部分

ではなくて、今回ここで出てきてるのは、基本的にはもうコロナに限りなく私は特化しているんじゃないかっ

ていう理解ですね。そこでさっきの質問したわけですね。ですから私はここには当然市民の方々の意見も、今

後万が一ですよ。限りなく感染が発生して、そしてこれを何とかしなきゃなんない。じゃあＰＣＲ検査をどう

拡充するかとか、そういった部分も含めて今のメンバー正確にちょっと頭に入ってませんけれども、やはり広

く意見をやっぱり聞く機会があるべきだと思うんですね。必要だと思うんです。もっと市民が安心して生活が

できる検査体制はどうするかとか、そういった部分私は必要だと思うんです。だからそういった部分で運営協

議会がどういう性格のものかというのも確認したかったんです。改めてお聞きします。 

○委員長（工藤小百合君） 早野保健課長。 

○健康課長（早野貴子君） 申し訳ございません。確かに現在やっておりますのは、このコロナの地域外来検査

センターを休日急患診療所としてどう運営していくかということをご協議いただいております。ただ、今松本

委員さんおっしゃいましたような蔓延したときに市民の声をどう聞いて反映させるかということになりますと、

もしかしたらば、今の地域外来検査センターというのはある一定の制約のもと先ほど言いましたように、かか

りつけ宮古医師会の先生方の診療情報提供書をもってそこで紹介をした方を診るという、そういう機能がきち

んと決められてございます。幅広くということになってきますと、また違った機能の地域外来検査センターと

いう枠でないものとして、またそこは検討せざるを得ないのかもしれません。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） ぜひこの課題については、今日明日収束するということが当然見えてませんし、来年の

じゃあいつだとか、あと２年とか３年とか、いろんな見方がございますね。ですからこの短期的に収束するわ

けではなくて、またこのインフルエンザの発症時期といいますかね、これと重なってきてもうちょっと大変、

医療関係も大変だというのも想定されてますね。ですから、そういった部分をどうより安全に、安心して暮ら



－35－ 

せる環境をどう構築していくかっていうのは、今、課長もお認めになったように宮古市も主体的にどう確実に

対応していくかということを、今後、年度内でもやっぱりそういった組織体制といいますか、意見募集を、そ

して公費を入れて、公金を入れてどう対応するかっていうのを市は構築すべきだという意見を申し上げたい。

それから、観光費にかかわってですけれども、今回経済再生なのか、支援なのか、応急的に今までいろいろや

ってこられました。それで国にも遅きに失した部分ありますけれども、今Gotoというトラブルじゃなくてトラ

ベルですよ。そういった部分をやってきて、イートも始まるとかっていう話です。宮古市の経済をまず支える

と。応急緊急的に支えるっていうんで、持続化給付金からスタートしてやってきてますよね。私はここの検証

もどうなのかなというのも聞きたいんですが、時間がないので伺う余地もないんですけども、時間がないんで

すけれども、まずこれは３月まで今回ね、延長してやるということです。それはそれで異論はないです。その

あとどの時期にどう判断して来年の４月以降どうするか、ということですね。そうすると観光だけなのか。も

っと広く支えなければならない環境になるのか。そうすると今現状どうなのか。ということですね、今の宮古

の経済が。そこをやはりしっかり把握しないとだめなんじゃないかなと。これ商工会議所の幹部の方にもちょ

っとお願いしてましたけど、やはり現状が今、宮古の経済がどういう状況にあるのか。これは早くアンケート

でも、どういう手法は示しませんでしたけれども、把握して、そして、例えば９月、10月ですね。早く説明し

て10月こういった施策打って、どうプラスになってるか。12月、１月、２月どうなって、またどういう対策が

必要か、いう部分を切れ目なくやっていく必要があるんだろうというふうに思うんです。部長いかがでしょう。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤産業振興部長。 

○産業振興部長（伊藤重行君） はい、全くそのとおりだというふうに我々も考えております。やはり庁内だけ

でやってると、全然本当の情報が少ないと。やはり関係機関であったり、実際の事業者であったり、そういう

ふうな聞き取りであったり、アンケートという手法がいいのか、それとも各部会からの意見としても求めるの

か。いろいろそういう手法を今やっています。やっぱし時期を逸することのないようにっていう部分を念頭に

現在活動しておりますので、今後見ててくださいっていうのもあれですが、注意してやっていきたいというふ

うに思います。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） ぜひお願いしたいと思います。まずちょっと細かいとこで確認なんですが、私は経済対

策、観光中心かもしれませんけれども宿泊割からそういった部分、その際に意見申し上げたんですが、やはり

そういった支援が必要だっていうことで支援をするわけですが、その支援の投入したお金がさらに波及効果を

もたらすためのやはり地元は地元でこだわってください。例えば食材等々について仕入れに関してそこはどの

ように今把握されてますか。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤産業振興部長。 

○産業振興部長（伊藤重行君） 細いところの部分、食材というふうな部分については、把握はしていないとこ

ろでございますが、まず我々例えば事業収益確保事業の場合は地元の企業を利用しないとだめだとか、今回の

プレミアム商品券についても、地元の企業中心というふうな部分で、やはりせっかく使ったお金がちゃんと地

元に落ちるような施策をやっていく必要があるというふうに考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 私はしっかり現状どうなのかっていうのを把握っていうか、ある程度押さえないとだめ

なんじゃないですか。第２弾やっても第３弾やっても、地域内循環型経済っていうのはね、今求めてるわけで
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すしね。市民の皆さんにもこだわってくださいとやってるんです。それが見えないとだめですよ。やっぱりし

っかり今現状ですね、観光事業者の方々含めて把握してください。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤産業振興部長。 

○産業振興部長（伊藤重行君） その部分も含めましてちゃんと評価をし皆さんにお示しをしたいというふうに

思います。 

○委員長（工藤小百合君） 以上で議案第１号令和２年度宮古市一般会計補正予算第８号の審査を終了します。

説明員は退席願います。これより議案第１号令和２年度宮古市一般会計補正予算第８号に対する討論を行いま

す。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（工藤小百合君） 討論なしと認めます。これより議案第１号を採決します。この採決は簡易表決で行

います。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（工藤小百合君） 異議なしと認めます。よって、議案第１号は原案可決すべきものと決定しました。

以上で本委員会に付託されました案件は全て審査を終了しました。皆さんにお諮りします。ただいま本委員会

に付託されました全ての議案について、全会一致で可決すべきものと決定されました。よって委員長からの提

案ですが、８月27日の本会議における委員長報告に対する採決については、討論を省略し、全て一括で採決す

るよう議長に申し入れたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（工藤小百合君） 異議なしと認めます。よって、本委員会の委員長報告に対する採決については、討

論を省略し、一括で採決するよう、私から議長に申し入れたいと思います。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

散  会 

○委員長（工藤小百合君） これをもちまして、予算特別委員会を散会します。大変ご苦労さまでした。 

午後２時１７分 閉会 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

                           宮古市議会予算特別委員会委員長 工 藤 小百合 


