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第２回産業福祉常任委員会会議録 

平成２１年２月２５日（水） 

    開 会     午前 １１時０５分 

    閉 会     午後  ２時３０分 
 

 

○会議に付した事件 

１．道外所管事務調査の取りまとめについて 
２．町からの協議・報告事項について 

●町民課 

①平成２０年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の概要について 

②平成２０年度老人保健特別会計補正予算（第３号）の概要について  

③平成２０年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の概要について 

④清里町税条例の一部改正について  

⑤清里町国民健康保険税条例の一部改正について 

⑥平成２１年度地方税改正の概要について  

⑦平成２１年度一般会計当初予算主要施策事業（町民課所管分）について  

⑧平成２１年度国民健康保険事業特別会計予算について  

⑨平成２１年度老人保健特別会計予算について  

⑩平成２１年度後期高齢者医療特別会計予算について  

●産業課  

①平成２１年度一般会計当初予算主要施策事業(産業課所管分)について  

②清里町営牧野条例の一部改正について  

③農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業について 

●建設課 

①平成２０年度一般会計補正予算（建設課所管分）について  

②平成２０年度簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）の概要について 

③平成２０年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）の概要について 

④平成２１年度一般会計当初予算主要施策事業（建設課所管分）について  

⑤平成２１年度簡易水道事業特別会計予算について  

⑥平成２１年度農業集落排水事業特別会計予算について  

⑦清里町営住宅条例の一部を改正する条例について   

⑧清里町地域特別賃貸住宅Ａ型条例の一部を改正する条例について 

⑨清里町特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例について 

⑩清里町地域優良賃貸住宅条例の一部を改正する条例について 

⑪町道路線の認定について  

⑫町営住宅ストック総合活用計画の一部変更について  

●保健福祉課 

①清里町介護保険条例の一部を改正する条例について  
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②平成２０年度介護保険事業特別会計補正予算（第４号）の概要について 

③平成２１年度一般会計当初予算主要施策事業（保健福祉課所管分）について  

④平成２１年度介護保険事業特別会計予算について  

●焼酎醸造事業所 

①焼酎事業中期経営計画について  

②平成２０年度焼酎事業特別会計補正予算（第２号）の概要について  

③平成２１年度焼酎事業特別会計予算について  

３．意見書の検討について  

①雇用対策の充実・強化とセーフティーネットの拡充を求める意見書（案） 

②市町村立病院の経営安定化と療養病床の維持存続を求める意見書（案）  

４．次回委員会の開催について 
５．その他 
 

 

○出席委員（６名） 
    委員長  澤 田 伸 幸        副委員長  勝 又 武 司 

     委 員   加 藤 健 次        委  員   田 中   誠  
       委 員  藤 田 春 男    委  員   細 矢 定 雄 

委 員    中 西 安 次        ※議 長   村 尾 富 造 
 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 
■町民課長      小笠原利一郎    ■町民生活Ｇ主幹      二瓶 正規 

■町民生活Ｇ主査   野呂田成人     ■町民生活Ｇ主査      原田 賢一 

■町民生活Ｇ主事   吉本  淳     ■税務・収納総括主査    溝口 富男 

■産業課長      宇野  充     ■農業Ｇ総括主査      河合 雄司 

■農業Ｇ主査     清田 憲宏     ■商工観光・林政総括主査  進藤 和久 

■商工観光・林政主査 山口 史朗     ■建設課長         坂本 哲夫 

■建設管理Ｇ総括主査 岡崎  亨     ■建設管理Ｇ主査      清水 俊行 

■上下水道・公住Ｇ総括主査 藤代 弘輝  ■上下水道・公住Ｇ主査   大藤  昇 

■上下水道・公住Ｇ主任 荒 一喜     ■保健福祉課長       島沢 栄一    

■福祉介護Ｇ主幹   小貫 信宏     ■保健Ｇ総括主査      薗部  充    

■焼酎事業所長    長屋 将木     ■焼酎事業所主査      松浦  聡 

 

 
○職務のため出席した者の職氏名 

    事 務 局 長    村 上 孝 一 
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      主    査    鈴 木 美穂子 
 

   

 ●開会の宣告 

 
○委員長 

 それでは、第２回産業福祉常任委員会を開催いたします。 
  

 
○委員長 
 １番目は総務文教常任委員会と同様のため省略いたします。 

 ２番目の町からの協議・報告事項について、町民課からご説明願いたいと思いますが、１番か

ら３番までまとめてお願いいたします。 

 
○町民課長 

 町民課からは今回の協議の関係、補正予算が特別会計の３件、条例改正が２件、今後の税制改

正ということで６月以降の関係で出てくると思いますが１件、新年度予算につきましては一般会

計１件と特別会計３件ということで計１０件、ご協議・報告をそれぞれ担当者からいたしますの

でよろしくお願いいたしたいと思います。 

 

○町民生活Ｇ主査    

それでは私のほうから、平成２０年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算についてご説

明いたします。３ページ目をお願いいたします。まず、歳入から補正金額の多い項目をご説明い

たします。１款国民健康保険税につきましては、現年課税分国保税につきまして、国保加入者数

の増による課税額２２０万円を増額いたします。３款国庫支出金につきましては、本町の医療費

が増加したことによる増額分２千５１７万５千円を増額いたします。５款前期高齢者交付金につ

きましては予算編成時に国で暫定数値として諸係数が示されていましたが、国の諸係数の大幅な

変動が生じたために減額となった額２千６９４万１千円を減額するものです。なお、実際に交付

された額と医療費として支払った額の差額については、２年後の平成２２年度に精算されること

となっております。７款共同事業交付金につきましては高額医療費共同事業交付金がレセプト８

万点以上、費用額で言うと８０万円以上、保険財政共同安定化事業交付金がレセプト３万点以上、

費用額でいうと３０万円以上の医療費に係る交付金で、それぞれ、医療費が増加したことによる

増額分として１千９５７万１千円を増額しております。続きまして下の表で歳出についてご説明

いたします。２款の保険給付費ですが、一般被保険者療養給付費につきましては医療費の増額に

よる１千７４８万１千円を増額しております。退職被保険者等療養給付費につきましては、制度

の改正により６５歳以上の退職被保険者等に該当されていた方が前期高齢者として一般国保加入

となりましたので、１７５万２千円を減額いたします。一般被保険者高額療養費につきましては、

高額医療費該当者数の増により４８７万３千円を増額し、その他減額分も含め合計で２千５万２

千円を増額しております。主な補正額の内容は以上で、歳入・歳出ともに１千９２２万２千円を

増額し、歳入・歳出現計予算額は７億６２１万２千円となります。以上で説明を終わります。 
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続きまして平成２０年度老人保健特別会計補正予算についてご説明いたします。４ページ目を

お開き願います。歳入から主な項目についてご説明いたします。老人保健特別会計につきまして

は、ご承知のとおり昨年の４月から後期高齢者医療制度に移管されており、本年度につきまして

は３月診療分の１か月分及び病院からの月遅れ請求や過誤調整による請求に対しまして、６月に

補正予算を計上し事業を運営してまいりました。病院からの月遅れ請求等を処理するため、４款

一般会計からの繰入金を財源に事業を行ってまいりましたが、月遅れ請求が少なかったために一

般会計より繰入していただく額を１６９万１千円を減額いたします。下の表で歳出をご説明いた

します。１款医療諸費につきましては、月遅れ請求等が少なかったために２００万４千円を減額

するものです。主な補正額の内容は以上で、歳入歳出ともに２０２万１千円を減額し、歳入歳出

現計予算額は７千４５９万２千円となります。以上で説明を終わります。 

続きまして平成２０年度後期高齢者医療特別会計補正予算についてご説明いたします。５ペー

ジ目をお開き願います。歳入より主な項目についてご説明いたします。３款一般会計からの繰入

金ですが、保険基盤安定繰入金が、北海道後期高齢者医療広域連合による試算が決定されました

額の差額分４０万１千円と、システム改修等に係る事務費繰入金９６万１千円の合計１３６万２

千円を増額いたします。下の表で、歳出をご説明いたします。１款総務費につきましては、シス

テム改修等に係る費用として、１１７万３千円を増額しております。システム改修に係る主な内

容につきましては、保険料の軽減、均等割りと所得割、社会保険等の被扶養者の保険料負担軽減

の延長、特別徴収の見直し、均等割７割軽減対象者に係る２１年度保険料徴収、併徴要件の見直

し、保険料納付方法選択制実施に係る７項目について改修を行うものです。主な補正額の内容は

以上で、歳入歳出ともに１０３万円を増額し、歳入歳出現計予算は４千６９１万円となります。

以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ただ今の国民健康保険事業、老人保健、後期高齢者医療の各特別会計３件をまとめて質疑を受

けたいと思いますが、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようなので次の４番からお願いしたいと思います。 

 

○税務・収納総括主査 

 清里町税条例の一部を改正する条例についてご説明します。この度の改正は、平成２０年の地

方税法の改正により公益的団体に対する寄附金について、市町村税の寄附金控除の対象となる団

体を市町村が独自に条例で定めることが出来るようになりましたので、この度、団体の要件を条

例で定めるものでございます。６ページから８ページの新旧対照表をご覧ください。第３４条の

７第１項に下線部分、第３号から第１２号までに掲げるものに関しては、その主たる事務所を町

内に有する法人又は団体に対する寄附金又は金銭に限る、を加え、第２号の次に公益的団体等を

規定する第３号から第１２号までを加えるものです。附則において、施行期日の平成２１年４月

１日を定め、また経過措置として平成２０年１月１日以後の寄附金に適用することと、法改正に

係る読み替えを規定いたします。控除対象となる団体は、現時点で、清里町内におきましては清
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里町社会福祉協議会と清里町福祉会の２団体となっておりまして、この２団体は道民税の控除対

象にもなっております。 

 続きまして、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明します。この度

の税率改正は、医療費の増加に対応するため保険税率を見直すものでございまして、２月１９日

に開催された国民健康保険運営協議会において了承された内容となっております。９ページの税

率改正案をご覧ください。左側が改正前で、右側が改正後でございます。医療分につきましては、

農業所得の回復に伴いまして所得割の金額が増加することから、応益・応能割のバランスを保つ

ため、均等割りと平等割、それぞれ２万６千円のところを１千円づつ引き上げ２万７千円といた

します。支援金分につきましては、国保税の確保のため、所得割を１．２％から０．２％引き上

げ、１．４％とするものです。介護分につきましては、介護分の収支がマイナスとなっているこ

とから、この収支を改善するため所得割を０．７％から０．２％引き上げ０．９％、資産割を３

％から２％引き上げ５％、均等割を７千円から１千円引き上げ８千円とし、限度額９万円を国の

改正に合わせ１万円引き上げ１０万円とするもので、これにより介護分の収支バランスが改善さ

れる見込みとなっています。１０ページから１４ページの新旧対照表につきましては、ただ今ご

説明いたしました税率改正に伴う限度額、税率及び軽減額を町に合わせて規定するもので、施行

期日を平成２１年４月１日と定めるものでございます。各条項の説明は省略いたします。 

 続いて、１５ページから１６ページの平成２１年度地方税改正の概要についてご説明申し上げ

ます。 

（以下資料通り説明） 

 この地方税法等の一部改正に係る清里町税条例の改正は、法案成立後、国から改正内容の詳細

が示されてから行う予定となっております。現在の見通しでは３月末ころの改正になるのではな

いかと見込まれているところでございます。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ただ今の３件について、ご質問のある方お願いしたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので、次の７番目からお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 では、次に⑦平成２１年度一般会計当初予算主要施策事業の説明を行います。１７ページをお

開き下さい。総務費、総務管理費、自治振興費、地域活動推進事業でございます。第２期の自立

計画においても重点事業と位置づけられております本事業につきましては、地域それから自治会

等の自主的、主体的な活動を支援するということを目的として行っております。事業費につきま

しては１千万円を計上しております。内訳は記載のとおりでございますが、各団体、３自治会、

自治会連合会等の運営のための交付金、それから花いっぱい等の事業を行うための交付金、それ

ぞれ２つに分けて計上し、内訳はこのようになっております。以上でございます。 

 

○税務・収納総括主査 
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 行政情報システム管理費の基幹税システム改修事業についてご説明します。この事業は平成２

１年１０月から導入される公的年金からの住民税特別徴収開始に対応するため、基幹税システム

の改修を行うものでございまして、平成２０年度に債務負担行為補正をしたものでございます。 

事業費は１千１８万５千円で全額委託料となっております。 

 

○町民生活Ｇ主幹  

 続きまして生活環境関係の主要事業についてご説明いたします。４款衛生費、１項保健衛生費

の２目環境衛生費でございますが、葬斉場整備事業でありますが、これにつきましては施設の機

能を適切に維持するため、老朽化が進んだ設備、機器について整備を行うものでございます。事

業費は１４３万９千円を計上いたしております。内容につきましては記載のとおりでございます。

次に２項清掃費、１目清掃事業費、最終処分場増設事業でございますが、本件は平成２０年度よ

り継続事業で実施をしており本年度が完了年度となっております。平成２１年度の事業費は１億

４千９３６万６千円でありまして、内容といたしましては埋立地増設工事が１億１千１７５万円、

浸出水処理施設の増設工事が３千４８６万１千円、それと施工監理、業務委託ということで２７

５万５千円となっております。財源内訳といたしましては、ここに記載のとおりとなっておりま

す。次に工事の内容につきましてご説明いたしますので１８ページをお開きいただきたいと思い

ます。工事の平面図ということで記載しておりますが、平成２１年度の事業概要につきまして、

まず埋立処分地ですが、２１年度の工事といたしまして遮水シート、これはゴムマットになりま

すが、敷設工事の搬入道路の整備工事を行います。次に浸出水の処理施設でありますが、こちら

につきましては、建物の外構工事と浸出水処理施設の性能試験を行う予定となっております。以

上で図面の説明については終わらさせていただきます。１７ページにお戻りいただきたいと思い

ます。表の一番下段、清掃センター施設整備事業でありますが、本件につきましては環境基準に

適合した清掃業務を円滑に行うため、安全且つ効率的に稼働させるため機器の点検・整備を行う

ものであります。事業費は１千６６４万４千円でありまして、内容につきましては記載のとおり

となっております。以上で説明を終わります。 

 

○町民生活Ｇ主査 

それでは、平成２１年度清里町国民健康保険事業特別会計当初予算についてご説明いたします。 

主要施策についてご説明いたしますので２０ページ目をお開き願います。２款保険給付費につき

ましては、事業費合計５億４千８３９万６千円を、国庫支出金１億３千７２４万８千円、道支出

金２千２００万６千円、その他２億５千６０１万３千円、一般財源１億３千３１２万９千円を財

源に計上しております。３款後期高齢者支援金等につきましては、事業費８千８２３万円を、国

庫支出金３千７４４万円、道支出金７４３万９千円、その他１００万円、一般財源４千２３５万

１千円を財源に計上しております。６款介護納付金につきましては、事業費３千３６０万４千円

を国庫支出金１千１５５万５千円、道支出金１５５万５千円、一般財源２千４９万４千円を財源

に計上しております。７款共同事業拠出金につきましては、高額・保険財政の事業費合計１億４

９５万８千円を、国庫支出金３１７万２千円、道支出金３１７万２千円、その他９千１３４万８

千円、一般財源７２６万６千円を財源に計上しております。８款保健事業費でありますが、事業

費合計４７７万５千円を国庫支出金４９万１千円、道支出金４９万１千円、その他５１万２千円、

一般財源３２８万１千円を財源に計上しております。１ページお戻りいただき１９ページをお開
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き願います。２１年度国保会計当初予算につきましては、歳入歳出とも前年対比９千４６万２千

円を増額し、歳入歳出予算額７億８千４５９万円となります。 

続いて平成２１年度老人保健特別会計当初予算についてご説明いたします。主要施策について

ご説明いたしますので、２２ページ目をお開き願います。老人保健特別会計につきましては先ほ

ど補正予算時にもご説明させていただきましたが、後期高齢者医療保険制度に移行されたため月

遅れ請求等に係る費用を２１年度におきましては計上しております。１款医療諸費につきまして

は、事業費合計７０万１千円をその他７０万円、一般財源１千円を財源に計上しております。１

ページお戻りいただき２１ページをお開き願います。平成２１年度老人会計につきましては先ほ

どの医療諸費に加え、旧遠軽中央病院の不正請求による返納金１２０万円を計上いたしまして、

前年対比４千９９１万３千円を減額し１９０万１千円となります。 

続きまして平成２１年度後期高齢者医療特別会計当初予算についてご説明いたします。主要施

策についてご説明いたしますので２４ページ目をお開き願います。２款後期高齢者医療広域連合

納付金につきましては事業費合計４千９４１万円を、その他１千５４６万３千円、一般財源３千

３９４万７千円を財源に計上しております。１ページお戻りいただき２３ページをお開き願いま

す。平成２１年度後期高齢者医療特別会計の予算につきましては、歳入歳出とも、前年対比１５

８万９千円を減額し、歳入歳出とも５千４４万５千円となります。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ただ今の２１年度の３会計予算について、質疑を受けたいと思いますがありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 町からの協議・報告について、産業課からの説明をいただきたいと思います。 

 

○産業課長 

 平成 21 年度当初予算について、それぞれ担当する総括主査及び主査よりご説明申し上げます

のでよろしくお願い申し上げます。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは私のほうから、平成２１年度当初予算主要施策事業についてご説明申し上げます。２

５ページをご覧下さい。農林水産業費、農業費、農業振興費、農業経営基盤強化資金利子補助に

ついてですが、農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画の認定を受けた農業者が借り入れる

農業経営基盤強化資金、一般的にＬ資金と呼ばれているものでございますが、こちらの利子を補

助することによりまして農業経営改善計画の目標達成と経営基盤の強化を支援するものでござい

ます。事業費は２１１件の対象につきまして４４０万５千円で、財源につきましては農業経営基

盤強化資金利子補給費補助金が２分の１でつきますので、２２０万２千円を見込んでおり、一般

財源は２２０万３千円となります。 

次に資料にはございませんが、例年、農業振興費の主要施策事業といたしまして農業振興事業

費補助が掲載されていたと思いますが、こちらについてご説明を申し上げます。平成２１年度に
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つきましては、この事業を地域経済振興事業として位置づけを行いまして、総務費、地域振興費、

地域振興対策費において計上いたすところでございます。この事業につきましては清里町農業振

興計画に基づき、安定的な農業経営の育成・強化を図るための支援を行うもので、地力増進対策

事業、じゃがいも生産振興対策事業、畜産振興対策事業、農業農村元気づくり事業、生産体制整

備事業の５つの事業を実施いたします。予算については平成２０年度と同額の１千７００万円を

計上しているところでございます。 

 次に資料に戻りまして、畜産業費、町営牧場整備事業についてでございます。草地の維持管理

のために例年実施しております追肥事業が１３６万円となります。２１年度につきましては１牧

区から６牧区までの実施を行いまして、２０年度と比べまして面積は減少いたしますが、肥料高

騰の影響で増額となっているところでございます。施設整備事業が１２０万円となっております。

パドック内の水飲み場周辺が糞により泥ぬまとなっておりまして、怪我や伝染病の原因となるた

めに最小限パドック内の土砂入替え等を実施するものでございます。最後の立木伐採事業の５２

万５千円は、牧場内の木で北側の畑が日陰となっており作物の生育に影響があるため、日陰解消

のため伐採を行うものです。なお、伐採にあたりましては、木の売払い代金として伐採費用の同

額の５２万５千円を見込んでおります。町営牧場整備事業全体では３０８万５千円で、財源は立

木の売払いを５２万５千円を見込んでおり、残りは一般財源となるところでございます。以上で

す。 

 

○農業Ｇ主査 

 農地開発事業費、国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理事業についてご説明いたします。国

営土地改良事業により造成された緑ダムを始めとする畑地かんがい施設を国営畑地かんがい事業

斜網地域維持管理協議会で一体的に管理し、効率的な維持管理体制を図るための経費であります。

事業費といたしましては１千４０５万円を計上しております。財源内訳といたしましては、その

他財源として、畑地かんがい施設維持管理費分担金として受益者より１千２６０万５千円と、雑

入として損害保険料の９万６千円が斜網地域維持管理協議会より助成となり合計１千２７０万１

千円です。 

続きまして道営畑地帯総合整備事業についてご説明いたします。道営畑総事業の事業期間は平

成１９年度から平成２３年度までの５ヶ年間でございます。当事業は、持続的農業・農村づくり

促進特別対策事業、パワーアップ事業の地区認定も併せて受けたことにより、受益者負担が７．

５％となり大きな負担軽減となっておりますが、パワーアップ事業の対策期間は平成２２年度ま

でとなっております。昨年、議会・農協・町が支庁・本庁・北海道知事及び道議会議員へ陳情を

行い要望書の提出をし、農家負担の軽減が図られるパワーアップ事業期間内の事業完了と、予算

確保について強く要請活動を行った結果、本年度はほぼ要求額の３億円の予算配当をいただきま

した。平成２２年度の残事業費が３億円程度となり事業完了が可能な状況となっております。北

海道の財政状況は大変厳しい状況でありますが、２２年度の事業完了に向けて予算の要望、獲得

に努めてまいります。平成２１年度の事業工種は暗渠排水１４ヘクタール、客土７６ヘクタール、

心土破砕２３５ヘクタール、混層耕７ヘクタール、土壌改良１７８ヘクタール、除れき２ヘクタ

ールの施工を計画しております。事業費といたしましては６千６０６万７千円でございます。財

源内訳といたしましては、道支出金として農地・水環境保全向上対策事業費補助金の事業推進事

務経費として３０万円と、道営整備事業監督補助業務委託料として４６万４千円の合計７６万４
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千円でございます。その他財源として受益者負担金として２千２０３万５千円と、雑入として持

続的農業・農村づくり促進特別対策事業推進交付金６．２５％として北海道より１千８７５万円

と、他町の行政負担金の９万円で合計４千８７万５千円です。以上です。 

 

○商工観光・林政主査 

 それでは林業費の関係を説明いたします。清里町森林整備事業補助は清里町森林整備事業補助

金交付要綱に基づいて行っております。これにつきましては、町内民有林地の森林を整備促進す

ることにより環境資源である森林を活性化し加えて森林経営の安定化を図るものでございます。

内容につきましては新植が６件、１１．５２ヘクタール、事業費１４３万７千円、事業費の２６

％が補助対象でございます。下刈につきましては１０件、１９ヘクタールでございまして事業費

の５％２万７千円をみてございます。除間伐につきましては１件、９．４ヘクタール、事業費の

５％４万７千円をみております。財源につきましては道支出金の、２１世紀北の森づくり推進事

業補助金８８万４千円を計上してございます。一般財源は６２万７千円でございます。 

 資料にはございませんが、林業振興費の中にありました林業振興補助事業１千７７６万２千円

は総務費の地域振興費で計上しております。これにつきましては、林業労働者退職金共済制度事

業補助２４６万７千円、森林作業員長期就労促進補助２９万５千円、製材流通経費補助１千５０

０万円でございます。以上でございます。 

 

○商工観光・林政総括主査 

 それでは２６ページをご覧になっていただきたいと思います。商工費につきまして説明させて

いただきます。まず始めに商工振興費ですが、商工会補助につきましては商工会活動が円滑に行

われるための運営費の一部を補助するもので、経営改善普及事業、地域振興事業併せて１千７３

万４千円となります。 

 次にコミュニティセンター維持費補助につきましては建物の公益部分の維持管理経費の助成を

行うもので、主な経費は管理人件費、物件費、委託料で、施設使用料等の収入を差し引き、６９

３万８千円となります。 

 次にコミュニティセンターの建設資金償還金補助ですが、平成１０年度に建設されました施設

について５年据置きで１５年度より借入金の償還を行っており、２１年度償還分について１千７

６万６千円を補助するものです。 

 続きまして商工振興事業につきましては、商工業の振興発展を図るための環境整備事業、地域

活性化事業、特認事業に対する町の事業実施要綱に基づく補助と、商工会及び中央商店街の事業

にまつわる経費を計上しており合計７６１万円となり、この内、５７８万円を総務費の地域振興

対策費に、残り１８３万円を商工費の商工振興費に計上しております。 

 次に観光費ですが、観光イベント促進事業としてみどりのフェスティバル１８０万円、ふるさ

と産業まつり３８０万円、ウインターフェスティバル３０万円を補助するものです。 

 次に観光施設等臨時修繕事業につきましては、各観光施設の利用客が安全・快適に利用できる

よう施設の修繕を行うもので１００万円となります。 

 次に温泉施設費ですが、緑温泉、パパスランド、緑清荘の指定管理業務委託料、その他施設の

修繕料、火災保険料、土地借上料、器具購入費で合計３千９８１万２千円となります。 

 次にオートキャンプ場費については６１０万９千円で、フラワーパークを含む施設の維持管理
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にまつわる経費でございます。財源は使用料と公衆電話料の合計４００万３千円、その他は一般

財源でございます。 

 続きまして農山村景観・自然環境保全施設費ですが、これは斜里岳山小屋の指定管理委託料１

５４万円と火災保険料となっております。 

 最後に江南パークゴルフ場費においては６３２万１千円で、施設の維持管理にまつわる経費で

ございます。財源につきましては使用料、自動販売機の電気料及び売上手数料の合計４０４万８

千円、その他は一般財源でございます。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ただ今の産業課の当初予算主要施策事業の説明について、ご質問があれば受けたいと思います

が。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に行きたいと思います。２番目の町営牧野条例の一部改正ということでお願いいたします。 

 

○産業課長 

 清里町営牧野条例の一部改正についてですが、本件につきましては、既に利用実績の面から江

南・青葉両牧場を一本化するとの結論で考え方も整理されまして、平成２０年度の予算より経費

につきましても江南牧場に集約され、平成２０年度事業は終了しております。ただ、平成２０年

度事業実施を進める中、原油高騰の影響等による飼料の価格高騰が全国的な問題として取りだた

されました。そこで、結論を出した時と事情が大きく変動したのではないか、とのことから、再

度、農協、酪農組合、利用者組合、肉牛生産振興会など関係団体に今一度、再確認の為の数回の

協議をお願いしたところであります。結果といたしましては平成１９年度に結論付けられたもの

と同様、費用対効果と今後も放牧牛の増加も見込めない現況下においては、江南牧場への統合が

望ましいとの事でありました。よって、本年度末にはなりましたけれども、江南牧場に集約する

ための条例改正を提案させていただくものであります。農業グループ河合総括主査よりご説明申

し上げます。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは町営牧野条例の一部改正についてご説明させていただきます。２７ページをご覧下さ

い。今回の牧野条例改正につきましては、青葉牧場の廃止に伴います位置及び面積の整理と使用

料の納付方法に関する改正となっております。第２条では牧場の位置及び面積を定めております

が、青葉牧場に係る部分を廃止に伴い削除するものでございます。第５条では使用料の納付方法

を定めていますが、牧場の使用許可と同時に利用申請の見込み日数によりまして使用料を納付す

ることになっておりますが、今回、牧場の使用の実績に合わせまして使用料を納付するというよ

うに改正するものでございます。６条につきましては使用料の返還について定めておりますが、

５条を改正し使用料を実績に応じ納入することにより返還が生じなくなくため６条を削除いたし

ます。これを削除することにより７条を６条に、８条を７条に繰り上げるものでございます。以

上です。 
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○委員長 

 ただ今の牧野条例の一部改正について質疑を受けたいと思いますが、ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次、３番目の農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業について、ご説明お願い

いたします。 

 

○産業課長 

農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業についてであります。総務費の中の地

域振興総合対策事業の新規事業として位置づけられております本交付金事業について概要をご説

明申し上げます。１．事業の目的でございますが、本町にございます地域資源を活用した新商品

の開発、需要・市場の開拓による新たな事業化、またそれらに伴う雇用の創出等の取り組みをし

ようとする方々に対し、事業に要する経費の一部を支援していこうというものであります。これ

により農商観工等の異業種連携による地域ブランド化を実現し、清里町経済の活性化に寄与した

いというものでございます。２であります。支援の事業期間及び交付金とありますが、（１）本

事業の期間は平成２１年から２３年までの 3 年間としております。但し、次ぺージの７の（４）

に出てきますが、本事業の認定期間は平成２１年から２２年の 2 年間でございます。（２）は予

算の範囲内で定めることとし、（３）事業によっては借損料、リース代です、店舗の賃貸料、人

件費などの月ごとの経費については対象期間を１２ヶ月、1 年といたします。ここで年度をまた

がり対象とすることから、認定を 2 年間、支援期間を 3 年間としたところでございます。３番目

交付金対象者でございますが、（１）、（２）にありますように町内の独立した事業所又は中小

事業者並びに農業者、あるいはこれらの事業者等によって構成された中小企業団体並びに任意団

体及び農業法人とします。（３）では、町民あるいはこちらに移住するのが確実である人で新規

事業を行う個人又は団体で町長が認めるものとしております。４．交付金対象事業でございます

が新製品開発・地域資源販売促進支援の関係。２番目の空き店舗活用の関係。３番目の新規に雇

用を創出する関係。４番目の農家民宿等開設の関係。５番目は、その他前号の複合事業を対象と

いたします。５の交付金対象経費でございますが、ご覧のとおりでございますが、それぞれ（１）

につきましては機械装置または器具備品購入費、リース料、人件費。（２）の空き店舗の活用の

関係につきましては店舗賃貸料。次のページに移りまして（３）新規雇用創出につきましては人

件費。６ヶ月以上雇用する場合、但し、今現在従業員として雇っている者の離職に伴う補充雇用

は除くことにしております。（４）の農家民宿等開設支援につきましては、住宅改造修繕及び建

設費について交付金の対象経費とするものでございます。６番目の交付金率及び基準でございま

す。（１）交付金率については対象経費の３分の２以内とし、国等々の補助金を受けていらっし

ゃる場合は補助残額の３分の２以内とするものでございます。（２）は限度額を定めておりまし

て、認定事業 1 件当たり３００万円とし、下限を２０万円といたします。（３）でございますが、 

交付金対象経費でありますが、特に最後の人件費につきましては 6 ヶ月以上の雇用した場合に限

り対象といたします。限度額の欄に記載のとおり、上限が３００万円でありますので全額を補助

するためには４５０万円以上なければならないことになりますし、下限の２０万円においては、

対象事業費が３０万円以上なければならない、というふうになります。７番でございます。事業
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計画の認定及び申請手続きでございますが、（１）では清里町補助金等交付規則に準ずる旨を記

載しております。（２）では審査会を設け事業の認定を行う事といたしております。（３）は事

業者名と計画を広報等で公表するといたします。（４）ですが、先ほどの認定期間を記載してお

ります。（５）は１認定事業につき 1 回の交付とするものです。（６）交付は交付規則に準ずも

のとしています。８番のその他でありますけれど、記載のとおり農家民宿、レストランなど個人

資産となるものを改造あるいは建設する事例については、認定された事業は少なくとも 3 年は継

続する事を条件にしようとするものです。以上でありますが、本事業の要綱につきましては本義

会の審議資料に添付いたします。本町で新規の事業化をしようとする個人あるいは団体、企業が

あるとするならば、少しでもその事業の実現に支援をしようとする交付金事業でございますので、

ご理解をいただきたいと存じます。 

 地域振興券の件で付け加えさせていただきますが、地域振興券の結果について本日ご報告をす

ると先日の常任委員会でお話をしたところでございますが、先般の臨時議会の町長一般行政報告

で行われましたので、今回、報告は省略させていただきます。以上でございます。 

 

○委員長 

 ただ今の雇用創出交付金についての説明でございましたが、委員の皆さんから質問ございませ

んか。 

 

○加藤委員 

 新しいこの雇用創出の資金の関係、７番目の手続き等の２番目に町は審査委員会を設けるとな

ってますが、こういうものの中には意見を他から聞くとなってますがどういう形で構成されて行

くのか。 

 

○産業課長 

 要綱には審査委員会の構成は、副町長、総務課長、産業課長、その他町長が必要と認める者で

組織し委員長は副町長といたします。ただし、審査に当たりまして町長が必要に応じ外部の有識

者及び申請者の所属する団体等の意見等を徴することが出来るというふうにしています。 

 

○加藤委員 

 原則的には職員、課長だけでやりますという事だけだと思いますが。ここに記載されている内

容について、各種団体の意見等あるいは一般からとは言いませんが、その部分の進め方っていう

のを少し考慮していかないと、あまりにも行政サイドで物事が進んで行く要素がすごく高いと思

うんで、広く皆さんの意見を聞けるような厳正に審査するってことも大事だと思うんですけども。

その辺の考え方について、運用に当たってはしていただきたいなと思います。 

 

○産業課長 

 先ほど申し上げましたように、外部有識者の意見を聞きながら不平等の無いようにして行きた

いと思っております。 

 

○加藤委員 
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 それと町長の一般行政報告で報告があったわけですが、その金額よりも９０何％と記憶してい

ますが、実際にその中における職種別内容っていうのを差し支えのない程度に出来れば報告をし

ていただきたいと思います。 

 

○産業課長 

 地域振興券の関係ですね。地域振興券の関係でございますが、行政報告の中に載っております

とおり交付率は９９．７５％、清算率が９９．６８％ということで終結いたしました。個々のお

店屋さんの売り上げ等々は公表出来ませんけれども、ある程度効果があったと。どういうふうに

数字で表そうかと思っていますけども、なかなか難しい部分でございまして最終的にはやはり、

食品関係、電気製品関係が多かったのではなかろうかと、そういう風に考えております。 

 

○加藤委員 

 個人業者名は必要ないですから、分けれる範囲内の最大限の状態で。例えば商工会、中央商店

街合計で幾らだとか、あるいは業種別だとか。ある程度の部分で、実際問題として、効果はあっ

たことは間違いないんですけども、多少出せる範囲があれば検討をすべきことだと考えます。 

 

○産業課長 

 色々商工会とも検討しますし、上とも協議をしまして発表出来るものであればそうさせていた

だきたいと思いますが、宿題として残していただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 基本的な意味合いは分かりますが、清里町の町の動向、財政を使って行ったわけですが、それ

が全体的にどうなっていったか。そのことによって、本当にこの地域振興券の活用の結果を踏ま

えて、この新しい観光異業種問題、この部分も出て来ていると思うのでその辺を、公表しなくて

もプラスになってくるようなスタンスが非常に大切になって来るんでないかなと思いますので。 

 

○産業課長 

 現課といたしまして工夫しながら、報告出来るものであれば報告する機会を設けて行きたいと

思います。以上です。 

 

○委員長 

 ほかにございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようなので産業課からの協議・報告を終わります。どうもご苦労さまでした。 

それでは町からの協議・報告事項ということで、建設課よりお願いいたします。 

 

○建設課長 

 建設課からの協議・報告でございますが、合わせまして１２件ほどございます。１番から３番
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まで、４番から６番まで、７番から１０番まで、あとは１１番、１２番ということで順番に説明

させていただきます。それでは担当のほうから説明させていただきます。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 それでは私の方から平成２０年度一般会計補正予算の概要についてご説明をさせていただきた

いと思います。お手持ちの資料のページは３０ページから３２ページの形になります。基本的に

平成２０年度年度末を迎えて実績に基づくところ、また実績の見込みによりまして増額並びに減

額の補正をするものであります。歳入については増額の補正という形になります。３０ページで

す。まず、使用料及び手数料の道路橋梁使用料につきましては実績に基づき１７万３千円の増額

の補正をさせていただきたい。住宅使用料につきましても１００万円の増額をしていきたいと。

手数料、総務手数料につきましては７千円、住宅手数料の督促なんですけどもこれについては２

千円それぞれ増額をしていきたいと。国庫支出金の住宅国庫交付金でありますが、これは若干住

宅建設費と火災警報器のところで実績に基づいて増減はありますが総体として４万９千円増額の

補正をしていきたいと。諸収入については町営住宅敷金の定期預金の利息になります。２万９千

円増額をしていきたいということでございます。続いて資料の３１ページ３２ページをご説明を

させていただきたいと思います。まず３１ページの土木費、道路橋梁維持の関係でございますけ

れども、委託料については総額で３５万１千円の減額。工事請負費については１１３万８千円の

減額。公有財産、これは土地の購入費でありますが実績ございませんでしたので全額３０万円の

減額。補償についても実績がありませんでしたので全額１０万円の減額という形で、総額１８８

万９千円の減という形になります。新設改良については３１ページ、３２ページにまたがります。

まず３１ページの委託料でございますが総額で１６７万１千円の減。使用料及び賃借料これにつ

いては土木積算システムの使用料、実績として２万４千円の減でございます。工事の方も全て終

わりまして３０万円の減という形になっています。続いて３２ページです。公有財産購入、土地

の購入でありますが１２万４千円の減。負担金補助及び交付金ですが１万２千円の減。補償補填

については１５１万５千円の減という形になります。新設改良費総体で３６４万６千円の減とい

う形になっています。続いて都市計画費の公園費でありますが、これについては役務費として手

数料２千円の減。緑ヶ丘公園の管理委託料で１千円の減ということで公園費については３千円の

減になります。続いて町営住宅の関係です。 

 

○上下水道・公住Ｇ主査 

 住宅費、住宅管理費の町営住宅管理事業でございます。今回補正となりますのは、１１節の需

用費、修繕料でございますけれども三角の２０万円でございます。主な内容につきましては、火

災警報器設置事業について入札執行残によるものです。１５節工事請負費、公営住宅解体工事請

負費、これが入札執行残２４万５千円の減でございます。１９節負担金補助及び交付金、北海道

住宅建設促進会負担金マイナス４千円。建設促進会団体組織として２０年度で解散いたしました

ので不用額ということで減額をいたします。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

それでは②③の特別会計の補正予算についてご説明させていただきます。３３ページを見ていた

だきます。簡易水道事業特別会計補正（第３号）予算概要でございます。今回の補正概要につき
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ましては、歳入におきまして使用料収入の減額、歳出におきましては工事請負費の請負残の精算

を行うものでございます。歳出から説明させていただきます。まず総務費です。一般管理費にお

きまして人件費の負担金率の確定に伴いまして９万９千円の増となっております。施設費です。

委託料におきまして実施設計における請負残２２万９千円、工事請負費請負残２４５万５千円合

わせまして２６８万４千円の減額となっております。公債費についてはございません。基金積み

立てです。今回の補正に伴いまして積立金３０万３千円増額となっています。合わせまして現計

予算８千３６９万９千円を２２８万２千円減額いたしまして８千１４１万７千円とするものです。

続きまして歳入です。使用料及び手数料におきまして現在までの収入を加えまして１７０万円の

減額補正です。財産収入、繰入金、繰越金についてはございません。諸収入です。道路工事に伴

います移設補償金の確定に伴ないまして５８万２千円減額となってございます。合わせまして現

計予算額８千３６９万９千円を２２８万２千円減額いたしまして８千１４１万７千円とするもの

でございます。 

続けて３４ページです。農業集落排水事業特別会計補正（第３号）予算概要についてです。集

落排水事業につきましても補正概要は歳入におきまして使用料収入の減額、歳出におきましては

工事請負残の清算を行うものです。歳出です。総務費におきましては年度当初の異動に伴います

人件費の補正といたしまして、それと施設管理費の細かな部分の精算をいたしまして１９万６千

円の減額となっております。事業費におきましては請負残の精算と一般経費におけます精算を行

いまして７４万３千円の減額。合わせまして現計予算１億３千５３８万４千円を９３万９千円減

額しまして、１億３千４４４万５千円とするものでございます。続きまして歳入です。分担金は

変更ございません。使用料収入ですが、下水道使用料の減などを見まして１２０万円減額となっ

ています。財産収入、繰入金、繰越金はございません。諸収入は道路工事に伴います移設補償金

でございまして２６万１千円増額となりまして、総額現計予算額１億３千５３８万４千円を９３

万９千円減額いたしまして１億３千４４４万５千円とするものでございます。以上です。 

 

○委員長 

 ただ今の３件について委員から質疑を受けたいと思いますが。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは４番目お願いしたいと思います。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

それでは④、平成２１年度一般会計当初予算における主要施策事業です。資料は３５ページ。３

６ページは道路関係の位置図という形になっております。まず３５ページをご覧下さい。土木費

の道路橋梁費でございますが道路整備事業といたしまして従来同様区画線引き、また町道補修、

これは７号、１５号位置図別紙になっておりますので後ほどご説明をさせていただきます。その

他橋梁点検調査、詳細点検になります２橋、その他町単独事業の測量業務、調査業務、設計業務

また、道路台帳の整備、こういったものを含めまして総体事業費２千１４１万９千円計上するも

のであります。道路橋梁及び指定管理業務の委託料でございますが、平成２１年から２３年まで

の３年間、指定管理業務の委託するものであります。今年度につきましては８千８６６万円の委
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託料でございます。計上させていただきたいと思います。道路新設改良でございますが、これは

補助事業に係るところの道路整備事業であります。これについても、位置図は別紙となりますの

で後ほどご説明をさせていただきます。前年同様引き続き計画的に４線道路の改良舗装、３線道

路の歩道整備、江鳶南道路の改良と舗装、またこれらにまつわる所の調査測量業務委託というこ

とで総体１億７千６９５万６千円となっております。この内、補助金が９千８４万７千円、町債

５千５３０万円、一般財源３千８０万９千円となっております。続きまして公園管理業務ですけ

れども、今年度かなり古くなって来ておりまして故障が相次いでいる緑ヶ丘公園の草刈り機、こ

れを購入して行きたいと。また、公園の遊具、階段手すり、こういった物を補修して行きたいと

いうことで総体、草刈りなどの委託を含めまして４千９７万８千円を計上したいと考えておりま

す。続きまして総務費、新しい目でありますけれども、地域振興対策費の中で耐震改修促進計画

策定事業ということで清里町全体の耐震計画促進計画、これの委託をしていきたいということで

事業費３００万円、その内、国からの補助金２分の１で１５０万円という形になっております。

続いて道路関係の位置図で３６ページをご覧いただきたいと思います。右上の所に表になってお

りますが、表のとおりご説明をさせていただきます。まず番号①－１とありますが、７号道路の

オーバーレイでございます。お手元の資料では①－１、３線道路４線道路間の７号道路というこ

とになっております。延長が３６５メートル。続きまして①－２番、１５号道路でありますが、

これにつきましても３線から４線にかけての３２３メートル、オーバーレイをして行きたいと思

います。②番については江鳶南道路、図面の丁度下側になるでしょうか、②番、改良工事１１０

メートル予定してございます。４線道路につきましては③番ということで、今回今年度４線道路

の１１号から１０号にかけて３００メートル改良舗装をかけて参りたい。３線道路につきまして

はこの大きな位置図の左下にありますけれども、３線道路、踏切から野川道路にかけて１８０メ

ートルの歩道を整備して行きたいと考えています。地方特定道路、江鳶南道路⑤番となっており

ますが、これは昨年実施をいたしました江鳶南道路の舗装という形になります。２００メートル

予定しております。以上、３５ページ３６ページの説明とさせていただきます。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

それでは⑤⑥の特別会計２１年度予算についてということで説明させていただきます。３７ペー

ジをご覧下さい。２１年度簡易水道事業特別会計予算（案）です。歳出から説明させていただき

ます。総務費、２１年度におきましては２名分の人件費１千６４９万３千円、施設管理費を含め

ます一般経費１千４２３万３千円、合わせまして３千７２万６千円となっております。続きまし

て施設費です。施設費につきましては、２１年度移設予定しております道道の委託費２６０万円、

工事請負費といたしましてメーター更新１千１５０万円、３線道路に関わります移設費に２００

万円、合わせまして１千４１０万円。公債費です。元金１千６７７万４千円、利子６５７万５千

円、合わせて３千３３４万９千円です。基金積立金２１万円。合わせて７千８３８万５千円とす

るものです。引き続き歳入です。使用料及び手数料につきましては２０年実績により求めまして、

使用料収入５千１４０万５千円に手数料１２万２千円を含めまして５千１５２万７千円です。財

産収入、簡水基金利息といたしまして２１万円。繰入金です。一般会計からの繰入金１千２２０

万７千円に簡易水道事業基金９０１万７千円、合わせて２千３３０万４千円です。繰越金は２０

０万円。諸収入につきましては町道３線の移設補償費で１３４万４千円。合わせまして７千８３

８万５千円とするものです。３８ページの方に３線の移設の位置を示しております。３線道路の
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踏み切りから道道間８３メートルの移設となってます。 

続きまして３９ページに移ります。平成２１年度農業集落排水事業特別会計予算（案）です。

歳出です。総務費、本年度におきましては１名分の人件費３６０万７千円に一般経費６４万円、

それに施設管理費といたしまして２千２８１万４千円を計上いたしまして、合わせて３千３０６

万１千円を計上するものです。事業費として一般経費１２５万４千円に下水道台帳の修正を含め

ます委託料２５万円。工事請負費といたしまして公共枡新設費９０万円、処理場機器修繕１５０

万円、合わせて４９０万４千円となっております。公債費につきましては元金６千７３７万円、

利息２千２４５万９千円合わせて８千９８２万９千円。総合計１億２千７７９万４千円となって

おります。歳入です。分担金及び負担金、公共枡新設に伴います分担金１０万円です。使用料及

び手数料におきましては２０年度の実績に基づきまして使用料収入３千６９０万３千円、手数料

１万８千円合わせまして３千６９２万３千円です。財産収入、生産物売払収入といたしまして２

万円。繰入金、一般会計からの繰入金８千９７４万１千円。繰越金は１００万円としております。

諸収入といたしまして１万円を計上いたしまして総額１億２千７７９万４千円とさせていただき

ます。以上です。 

 

○委員長 

ただ今の３件の２１年度予算について質疑を受けたいと思いますが。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので次の７番から説明をお願いいたします。 

 

○建設課長  

⑦番目から⑩番目まで一括して説明させていただきたいと思います。この件につきましては町

営住宅条例の改正となっていますが、２月４日の委員会でも口頭で説明させていただきましたが、

内容については公住から暴力団を排除していくというものでございまして、本日、条例改正の内

容について説明させていただきます。平成３年に国民を暴力団員の不法行為や危険から守るため、

暴力団員による不当な行為の防止に関する法律が制定されたところでございます。この法律の制

定によりまして、国及び地方公共団体も市民生活の安全と平穏の確保を図り、国民の生活と権利

を保護することに努めることとされています。国土交通省からは、例年、公営住宅等公の住宅に

暴力団員の入居を制限する規定を設けるよう指示されていますが、近隣市町村ではまだ制限を設

けているところはございません。なお、道営住宅については、平成１２年度に条例の改正を行い、

暴力団員を排除する規定を付け加えております。昨年、斜里警察署から暴力団員の町営住宅使用

について制限を設けるよう要請がありまして、斜里郡３町で協議した結果、３町が３月に足並み

を揃えて使用制限に関する条例を議会に提案しようと言うことになり、３月の議会に提案するこ

ととなった次第であります。町営住宅に関する条例につきましては現在４本ございます。その４

本の条例に別紙４０ページから４１ページに添付しております条例改正の主な内容についてを、

共通事項として加えてまいりたいと考えております。それでは、別紙により改正の内容について

ご説明いたします。なお、条例が改正された後、斜里警察署長と別紙４２ページにございます協

定を締結してまいりたいと考えておりますので併せてご理解いただきたいと思います。 
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それでは４０ページをご覧下さい。暴力団員の町営住宅等使用制限に係る条例改正の主な内容

についてでございます。最初の方に申し上げましたとおり本町には町営住宅条例、地域特別賃貸

住宅 A 型条例、特定公共賃貸住宅条例、そして昨年の１２月に制定いたしました地域優良賃貸住

宅条例、こういった４本がございますけども、４本の条例に次の条項を加えて行きたいというも

のです。まず一つ目としまして、入居者の資格に関してですけども、簡単に申しますと暴力団員

は公営住宅に入れないという事でございます。２番目、入居手続きに関してですけども、入居決

定者全員が暴力団員ではないということ、それと暴力団員になった時は退去してもらうという誓

約書を必ず提出してもらうということを規定するものでございます。３番目、同居の承認に関し

てですけども、親族以外の者を同居させようとする承認があった場合は、その者が暴力団員であ

るときは承認をしないという条項を付け加えるものでございます。４番目は入居の承継について

です。これは、例えば配偶者が亡くなった場合ですとか離婚して出て行ったなどの場合のことで

すけども、入居を承継したいとする者が暴力団員であった時は承認をしないということを付け加

えたいということでございます。５番目は住宅の明渡し請求に関してですけども、暴力団員であ

ることが判明したときは、明渡しを請求することができるとする条項を付け加えるものでござい

ます。６番目は警察署長の意見の聴取に関してでございますが、町営住宅へ入居を許可しようと

する者、または現に町営住宅に入居している者が暴力団員に該当するかどうかについて、警察署

長の意見を聴くことができるとする条項を追加するものでございます。４１ページをご覧下さい。

７番目は町長への意見に関してでございます。斜里警察署長は、町営住宅へ入居を許可しようと

する者又は現に町営住宅に入居している者が暴力団員に該当するかどうかについて町長に対して

意見を述べることができるとする条項の付け加えでございます。８番目、勧告についてでござい

ますけれども、７の意見が述べられた場合であって町営住宅の管理のために必要があると認める

ときは、当該意見に係る入居者に対して、町営住宅等の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を

勧告することができるとする条項を付け加えるものでございます。９番目、附則に関して施行日

は平成２１年４月１日からとすることを規定いたしたいと。以上この９項目を町の住宅条例等に

付け加えて参りたいということでございます。４２ページをご覧下さい。議会で条例の改正が議

決されますと斜里警察署長と清里町長が協定を結んで、先ほどの内容を説明いたしましたけれど

も、今度情報のやり取りをして行くために協定を結んで参ります。まず１番目の趣旨ですけれど

も、この協定は、暴力団員による町営住宅の使用制限を行うにあたり、清里町と斜里警察署が緊

密に連携するために必要な事項について定める。第２条は照会で、町長は暴力団員による町営住

宅の使用制限を行うため、別記１号様式により警察署長に照会する。なおこれは、色々と様式が

あるんですけども、今回は付けておりませんのでご理解いただきたいと思います。２項といたし

まして、警察署長は町長から照会があったときは暴力団員であるか否かを確認し、該当がある場

合は別記様式２号より回答し、該当が無い場合は高等で町長に連絡する。第３条は情報提供であ

りまして、斜里警察署長は町営住宅への入居を許可しようとする者又は現に町営住宅に入居して

いる者（同居するものを含む）が、暴力団員に該当するかどうかについて意見を述べようとする

ときは別記第３号様式によるものとする。第４条清里町の責務であります。町長は警察署長から

提供された個人情報を適正に管理し、その情報は暴力団員による町営住宅の使用制限を行う目的

以外使用しない。第５条は斜里警察署の責務でございます。警察署長は町長から提供された個人

情報を適正に管理し、その情報は暴力団員による町営住宅の使用制限を行う目的以外に使用しな

い。２項として、警察署長は町長が提起する暴力団員に対する町営住宅の明渡請求訴訟において、
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第２条及び第３条により町長に提出した情報について立証責任を負う。第６条斜里警察署による

支援でございます。警察署長は暴力団員による町営住宅の使用の制限を行うにあたり、別記４号

様式により町長から要請があった場合には必要な支援を行う。第７条は協定に定めのない事項に

ついてでございます。これについては双方協議して定めるものとする。あと、附則としてこの協

定は２１年４月１日より施行して参りたいという内容のものでございます。これを出来れば３月

中に協定を結んで行きたいということでございますのでご理解をいただきたいと思います。 

個々の条例の新旧対照表が４３ページから続いていますが、内容は同じになるので、説明が必

要であれば行いますが。 

 

○委員長 

省略してよろしいです。 

 

○建設課長 

それでは省略させていただきます。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

ただ今の説明でご質問ありますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは無いということで、⑪と⑫をお願いします。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 私の方から⑪番、町道路線の認定についてご説明をさせていただきます。資料の５６ページに

なります。今回３月の議会におきまして、昨年１１月から今年の１月３１日にかけましてトレセ

ン通り、トレセン横の通りを整備してございます。そこを町道路線ということで認定をしていた

だきたいというふうに考えてございます。起点と終点につきましては、路線認定の基準というも

のがありまして、東西に走る道路については西側を基点、東側を終点と言う形になってます。ま

た起点終点の番地の取り方でございますが、これは起点から見て左側の土地という形ですから、

起点については今回さくら通りという形になります。終点は緑清荘裏の駐車場に向かって、そち

らが終点になります。そちらの方に向かって左側の方ということになりますと、正しくパークゴ

ルフ場という形になりまして地番は羽衣町３１番地１４ということで、１筆しかございませんの

で起点も終点も同じという形になります。道路の規格でありますが、実延長６７メートルでござ

います。また道路の幅員は４メートル、歩道幅員２，５メートルということで、路線の認定につ

きましては、起点終点、それと実延長６７メートルこういった形の中で議会の方に提案して行き

たいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。以上説明を終わらさせて

いただきます。 

 

○上下水道・公住Ｇ主査 

 続いて⑫の町営住宅ストック総合活用計画の一部変更についてでございます。町営住宅ストッ
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ク総合活用計画、これにつきましては町営住宅を対象とした効率的かつ総合的な活用推進に向け

た計画の策定、それらを目的としたものでございまして、またこの計画については建設される場

合の補助、交付金の採択要件となってございまして、平成１４年度に策定をしております。今回

一部変更ということですが、本年度から営林署跡地のひまわり団地に町営住宅が建設のスタート

をしております。それを中心に建設戸数、建設年度について計画の中に見直しが必要になったと

いうことで、この部分の内容を計画の中に盛り込んで一部変更をしていくものです。５７ページ、

事業年次プログラムでございます。この表の中ほどに太枠で罫線表示、囲んでおりますが、ここ

にひまわり団地として公営住宅の建設計画が２４戸、年次的には平成２１年度に４戸、平成２２

年度に８戸、２４年度に４戸、２５年度に８戸としているものでございます。また同じひまわり

団地、下段ほどには、これも太枠罫線でくくってありますが、ここに地域優良賃貸住宅の建設計

画として戸数全体で２１戸、年次別では本年度はもう完成しておりますが６戸、平成２３年度に

８戸、２４年度に６戸という年次計画でございます。次に資料５８ページでございますが、ここ

に移転再入居計画ということで、建設に当たっては移転とセットで進めていくという計画でなけ

ればなりませんので、今回ひまわり団地に公営住宅が当面の計画として 2４戸という計画がある

ということで、それに対応した移転再入居の計画案ということでまとめています。この計画につ

きましては交付金、建設に当たっては交付金をいただいていますが、会計検査上などから計画の

位置づけ、その他明確さが必要だということもありますので、この際計画の一部変更をして参り

たいというものでございます。以上です。 

 

○委員長 

 ただ今の２件の説明について質疑を受けたいと思います。 

 最後の説明は水元第２の方から移転をするということなのか。 

 

○建設課長 

 最後に言いましたように、建設ばかりではなくて建設にあたっての建て替えということで進め

なさいということで、移転を進めながら建て替えをして行くという計画をしなさいということで。

理論的な計算の計画ということでご理解いただきたいと思います。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

 

○建設課長 

 委員長、報告いいですか。 

 

○委員長 

 はい。 

 

○建設課長 

 口頭で申し訳ないんですが、２月の１８日にですね従来から道道の整備について町の方から要

請していた関係の回答が参っておりますのでご報告をしておきたいと思います。道道の整備につ
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きましては６点ほど要請しておりましたけれども、まず道道摩周湖斜里線の第３期整備区間です

ね。今セブンイレブンから１６号辺りまでやっていますけれども、この続きの関係につきまして

は、あと残りレストハウスの所まで５７５メートルありますけれども、２１年度で終わらせてし

まいたいという計画だということでございます。それから、摩周湖斜里線の神威ですね。神威の

方から清里の方に向かって来ておりますけれども、３月にも補正予算で前倒し発注がされるわけ

ですけども、その続き、今年２１年度としてあと８０メートル。そして、神威から防雪柵からこ

っちのレストハウスまで、実測測量２千６００メートルくらいありますけれども、それの実施測

量設計、それから用地の買収補償、これらを進めて行きたいということでございます。それから

３点目は、止別線ですね。泉井さんの上の所の工事ですけれども、これにつきましても２０年度

は当初予算と補正予算がありまして、３月には１億１千万ほどの前倒しが行われることになって

おりますけども、２１年度につきましては更に土工とウエンベツ川の橋があるんですけれども、

橋の拡工についてもやって行きたいという話でございます。それから４点目は、向陽清里停車場

線第３期分、１５号ですね。かどやさんの辺りから１線交差点までですけども、本年度実施測量

設計をやりまして、２１年度につきましては用地買収補償、それから橋の設計これらを行いたい

という計画があるという話を伺ってございます。５番目、道道江南清里停車場線、斜里岳登山道

につきましては、この間お話しましたように舗装できる所からやって行くということで、３月に、

２０３メートルほどですけども、歩道を３月に発注するということになっております。なお、２

１年度につきましては全体の実測ですとか用地測量、そういった林野との調整がちょっと時間が

かかるのではないかなという様なことで出来る所からやって行きたいということです。それから

６点目は、札弦から国道に出る道路、水上線でございますけども、これについては２１年度につ

きましては決定の見直しをしながら着工については２２年度に着工して行きたいという予定だと

いうことでございました。以上、口頭でございますが報告をさせていただきました。 

 

○委員長 

 今ので何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 以上で終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 町からの協議・報告ということで、保健福祉課よりご説明をお願いしたいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 清里町介護保険条例の一部を改正する条例について、資料の５９ページによりご説明いたしま

す。今回の条例改正は介護保険料の改定になりますが、介護保険料の設定は介護保険法の規定に

より、３年毎の介護保険事業計画に定める高齢者人口、要介護者等数、介護サービス見込み量な

どに基づいて設定する仕組みになっております。この介護保険事業計画の策定につきましては、

昨年８月から保健福祉計画策定委員会においてご審議賜り、１２月の答申では介護保険料は現行

どおり基準額で月額３千９６０円の答申をいただき、その後パブリックコメントを終えておりま

す。その後、介護保険制度の改正で、介護報酬については介護従事者の処遇改善を図るため平成

２１年４月から３％引き上げとなります。本町においてもこの介護報酬改定により下の図のよう
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に１人あたり月額１００円上昇しますが、平成２１年度はその上昇分全額を特例交付金、見込み

額になりますが、１７１万６千円を充当いたします。平成２２年度は２分の１を特例交付金８５

万８千円充当、残り２分 1 は見込み額で８５万８千円を基金繰り入れ行います。平成２３年度に

おいては全額、見込み額で１７１万６千円の基金の繰り入れを行うことにより、平成２１年度か

ら２３年度の介護保険料につきましては、今と同じ保険料、月額３千９６０円とするものであり

ます。次のページをお開き願います。条例改正の新旧対照表です。今回の条例改正では、介護保

険料は今まで通り３千９６０円ということでございますので、第２条の適用する年度を平成１８

年度から平成２０年度を、改正後の条例では平成２１年度から平成２３年度といたすものであり

ます。附則の第１項につきましては施行期日を定めるものであり、第２項は介護保険料の適用年

度区分を定めるものであります。この後、平成２０年度介護保険事業特別会計補正予算について

主幹から説明をいたしますが、国庫支出金の内示額の調整等によりまして補正予算の金額が多少

変わることも予想されますのでご了承願いたいと思います。 

 

○福祉介護Ｇ主幹         

 それでは平成２０年度介護保険事業特別会計補正予算（第４号）についてご説明いたします。

６１ページをお願いいたします。今回の補正につきましては、先ほど課長の説明がありました２

１年度介護報酬改正に伴うシステム改修と実行予算における予算の調整によるものです。歳入に

つきましては、介護保険収入といたしまして第１号被保険者介護保険料をマイナス５０万円、滞

納繰越分１４万５千円の増、また国庫負担金として介護給付費負担金１３５万５千円、国庫補助

金として介護保険システム改修事業補助金５９万円、財産収入として積立金利子を計上し、その

残額分として１０３万８千円を一般会計より繰り入れし合計２６４万８千円とするものになって

おります。次に歳出ですが、介護報酬改正に伴うシステム改修費１６２万８千円、保険給付費の

居宅介護サービス給付費４０万円、福祉用具購入費２０万円、介護住宅改修費４０万円、保険給

付費１００万円、基金積立金２万円、合計で２６４万８千円とするものになっております。 

 

○委員長 

 まず課長の説明と小貫主幹の説明に質疑を受けたいと思います。ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは次の３番目、２１年度一般会計当初予算主要施策事業についてお願いします。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは６２ページをお願いたします。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でありますが１

点目、社会福祉協議会補助金として８５０万１千円を一般財源で計上しております。内容につき

ましては、清里町社会福祉法人補助金交付要綱に基づき、福祉活動専門員１名の給与を全額、事

務局書記１名の給料額４分の３を補助してます。次に難病者等通院交通費扶助であります。障害

者及び特定疾患者の通院、通所に対し交通費の助成として２６６万円を一般財源で計上しており

ます。内容につきましては、清里町難病者等通院交通費助成要綱により最も経済的な方法で最寄

の駅から往復の交通費を助成するものでございます。ただし、所得の状況により助成率は変わっ
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てきます。次に障害者自立支援事業でございます。障害者の自立を支援、促進するための費用と

して国庫支出金３千８９９万円、道支出金１千９４９万４千円、一般財源２千１４６万円合計７

千９９４万４千円を計上しております。施策内容につきましては、居宅介護給付他記載のとおり

となっております。６３ページをお願いいたします。福祉サービス事業であります。高齢者及び

障害者、難病者に対し各種在宅生活支援を行う費用として個人負担分８８万８千円、一般財源４

４９万７千円合計５３８万５千円を計上してございます。施策内容につきましてはホームヘルプ

サービス事業他記載の事業となってございます。次に介護老人保健施設きよさと運営委託でござ

います。清里町社会福祉協議会を指定管理者として施設の運営を行うための費用、２億６千８８

０万円を計上しております。財源につきましては全て介護報酬収入となっております。次に子育

て支援保育料補助であります。少子化対策として第３子以降の保育料の補助に係る経費１７７万

４千円を一般財源で計上しています。なお、清里、札弦保育所については保育料を免除してござ

いますので計上している金額につきましては新栄季節保育所及びやまと幼稚園に通園している方

に対しての対象経費を補助する経費になっております。６４ページからは保健グループの総括主

査からご説明申し上げます。 

 

○保健Ｇ総括主査       

 ６４ページをご覧頂たいと思います。一つ目は各種検診事業です。高血圧や脂質異常症、糖尿

病などの生活習慣病を未然に予防するための特定健康診査、ガンの早期発見、早期治療を図るた

めの各種ガン検診、また肝炎ウイルス検査等の各検診を実施いたします。この検診事業に係る所

要額として７９２万６千円を計上してございます。２つ目は予防接種事業です。予防接種法に基

づく予防接種を保健センターでの実施と医療機関への委託の方法で行っておりますが、この予防

接種に係る所要額として５４７万４千円を計上してございます。予防接種の種類は、二種混合、

三種混合、ポリオ、ＢＣＧ予防接種、あるいは麻疹と風疹の混合予防接種。それから、６５歳以

上を対象といたしました高齢者インフルエンザ予防接種でございます。３つ目は母子保健事業で

す。母子保健の推進のため妊婦検診、乳児検診、保健指導の実施、母親学級等を開催してござい

ますが、特に妊婦検診につきましては標準とされる１４回の健診全てを公費負担いたします。こ

の事業に係る所要額として４１１万８千円を計上してございます。最後に保健福祉総合センター

費でございますが、保健福祉総合センターの床暖房や老健きよさとのお風呂に温泉を利用してご

ざいますが、その関連機器は平成１２年供用開始以来９年も経過し機能維持のための点検整備の

時期を迎えております。その点検整備の所要額として３３８万円を計上してございます。 

 ６５ページでございますけども、清里町健康づくり推進協議会の説明についてご説明申し上げ

ます。今、平均寿命が生活環境の改善や医療技術の進歩により急速に延び、長寿社会となってい

ます。急速な高齢化とともに食生活、運動習慣等を原因とする生活習慣病が増え、その結果痴呆

や寝たきりなどの要介護状態になってしまう人も増加しています。少子高齢化社会では疾病の治

療やそれを支える人々の負担の増大が予想されております。また、近年では４０代５０代の働き

盛りの生計中心者が被癌し、長期の入院療養を余儀なくされるというケースも目立ちます。そこ

で、全ての町民の方々が健やかで心豊かに生活できるように活力あるまちづくりをするために、

従来にも増して健康を増進し、発病を予防する一時予防に重点を置く対策を推進していく事業が

大切になります。本年度より特定健康診査により生活習慣病のリスクの高い、いわゆるメタボリ

ックシンドローム該当者やその予備軍を発見し生活習慣病の改善支援を行うという特定保健指導
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を行っております。しかし、健康づくりは個人が自らの健康観に基づき自主的に取り組むという

ことが基本です。こうした健康づくりに取り組もうとする個人を行政のみならず地域の中で連携

を取りながら効果的に支援して行くことが重要になります。そこで各自治会の自治部長あるいは、

自治会長に健康づくり推進委員になっていただき、清里町健康づくり推進協議会を組織します。

協議会は、健康づくりに関する普及啓発活動の協議、委員相互の意見交換、町からの情報提供の

場として、推進委員は地域の健康づくりのリーダーとして町民一人一人の自主的な健康づくりを

支援していただきます。また、自治会の自主性に任せられるべきことですが、現在の自治会の福

祉部に健康づくりの機能を追加して保健福祉部のような組織を作っていただき自主的な保健推進

活動を担っていただきたいと考えております。以上でございます。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは６６ページをご覧下さい。平成２１年度清里町介護保険事業特別会計予算の歳入につ

いて。介護保険料６千８０２万円を始め諸収入まで合わせまして３億７千７８３万２千円。歳出

につきましては総務費４８９万７千円を始め公債費まで合計で３億７千７８３万２千円となって

おります。歳入歳出とも前年対比で２千２１２万７千円の増額となっております。各種給付支援

事業等を行って参ります。以上です。 

 

○委員長 

 ２１年度一般会計当初予算主要施策事業、健康づくり推進協議会、平成２１年度介護保険事業

特別会計予算で質問がございましたらお願いします。 

 協議会は、これはもうやって行くということで、特別議会で承認するとかという問題ではない

ですね。 

 

○保健福祉課長 

 健康づくり推進協議会については、今日常任委員会で説明した後、例えば自治会連合会とある

いは網走保健所、関係機関と調整を取りながら出来るだけ早い時期に設立して参りたいと考えて

おります。 

 

○委員長 

 ほかにございませんか。 

 

○保健福祉課長 

最後に口頭で１件ございます。緑保育所の運営についてご報告いたします。緑保育所について

は保護者会が季節保育所で運営を行ってきていましたが、平成２１年度は確実に入所が見込まれ

る方は１名しかいないということで、平成２１年度については保育所は休所いたします。また、

平成２２年度以降に再開できるかどうかということは、今後入所する子どもの推移を見ながら検

討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

○委員長 

 よろしいですか。それでは終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 
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 町からの協議・報告ということで焼酎醸造事業所の説明をお願いしたいと思います。 

 

○焼酎事業所長 

 それでは焼酎事業中期経営計画についてご説明いたします。この計画は平成２１年度から２５

年度までの５ヶ年間の計画について策定いたしております。１枚めくっていただいて目次をお開

きください。大きな１は計画策定の趣旨について。大きな２は計画策定の基本について。大きな

３は計画策定の背景ということで、平成１６年度から１９年度までの決算関係と平成２０年度の

決算見込みや資料について。大きな４は計画の展開ではということで、２１年度から２５年度ま

での５ヶ年間の基本計画についてそれぞれ記載しております。１ページから２ページの計画策定

の趣旨では、昭和５１年の試験醸造開始から現在までの流れと今後５ヶ年間の計画の基本的な考

え方について記載しております。３ページをお開き下さい。３ページは計画策定の基本であり、

計画の性格・名称・期間・進め方について記載いたしております。４ページは計画の体系を、計

画の基本・背景・展開の順に項目別に記載しております。５ページから１２ページまでは計画策

定の背景であり、６ページの下の表では平成１６年度から平成２０年度までの製造数量および販

売数量をキロリットル単位で現わしております。７ページは製品別の販売数および販売額の表で

ございます。８ページには平成１６年度から平成１９年度の決算額と平成２０年度の実行予算額

について現わしております。経営改善計画では、平成２０年度の販売数量は１５０キロリットル

でスタートいたしましたが、平成１７年７月に知床が世界遺産に登録されました後の１８年より

販売不振が続き、毎年度、一般会計繰入金に頼る運営となっております。また、平成２０年度の

当初予算では製品販売本数１０万１千本、販売数量８２キロリットル、販売金額１千４００万円

で計画いたしましたが、２月４日にご報告いたしましたとおり、１月末現在の販売額はで８千８

４万３千円であります。２月、３月の２ヶ月間の販売見込みをあわせました今年度の見込みは、

７ページに記載いたしております。販売表の下から７行目、焼酎の合計欄のところですが、製品

数で８万８千８００本、販売金額は８千９３３万円、販売数量６７．６キロリットルと見込んで

おります。このため、歳出面の調整後不足いたします分３８８万９千円を一般会計繰入金として

増額処置させていただき、平成２０年度の歳入歳出全体予算額を１億１千１３９万９千円といた

しました。後ほど、平成２０年度補正予算の詳細につきましては、松浦主査より補正予算総括表

でご説明いたします。９ページをお開き下さい。９ページにつきましては事業の効果について記

載しております。参考資料としてお配りいたしましたが、２００７年３月に東京農業大学大学院

博士後期課程において、焼酎事業のオホーツク地域への経済波及効果について研究され、参考資

料最後の１２ページ、小括としまして清里町の地域活性化には重要な位置を占めているとの報告

がなされておりますので、後ほどご参照いただきたいと思います。１３ページをお開きください。

計画展開の１でございます。製造販売計画につきましては、じゃがいも・むぎ・かぼちゃ焼酎の

製造数量を併せまして、５年間とも８８キロリットルで計画いたしております。また、販売数量

は８１キロリットルから８４キロリットルで計画をいたしました。販売金額１億円を目標にして

事業の展開を図って参りますので、ご理解をお願いいたしたいと思います。１４ページは５年間

の収支予算額についてそれぞれ現わしております。不足いたします分を、一般会計繰入金より各

年度１千万円から１千４００万円ほど処置させていただき、各年度の歳入歳出予算額を１億１千

４００万円前後で計画をいたしております。なお、平成２１年度の歳入歳出予算につきましては、

後ほど松浦主査よりご説明いたします。３．施設整備計画につきましては、木樽の焼き直し試験
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を現在行っておりまして、その結果によりまして、毎年２０本ほどの木樽の焼き直しを計画し、

再利用により経費の節減を図ってまいります。備品購入および修繕的工事につきましては平成２

１年度のみ計画をいたしております。ボイラの更新事業につきましては、蒸気ボイラ１基、給湯

暖房ボイラ１基の更新について実施してまいります。また、蒸留廃液貯留槽および汚水処理槽の

改修についても実施してまいります。事業費は概算見積金額であり、一般会計繰入金処置により

実施させていただきたいと思います。以降につきましては前回と同様ですので説明は省略させて

いただきます。以上で、簡単ですが中期計画の説明を終わらさせていただきます。 

 

○委員長 

 ２番目の説明をお願いします。平成２０年度焼酎事業特別会計補正予算（第２号）の概要につ

いて。 

 

○焼酎事業所主査 

 ６７ページの２０年度実行に伴います補正予算の内訳についてご説明申し上げます。歳入歳出

ともに１千７６万８千円減額させていただきます。歳入の財産収入は１千４６６万７千円の減額

で最終予算額８千９３３万３千円であります。製品の販売本数は全体で約８万８千８００本、販

売数量はアルコール２５度換算で約６８キロリットルを見込んでおります。一般会計繰入金は３

８８万９千円の増額をさせていただきます。諸収入は１万円の増額であります。歳出をご説明い

たします。総務費は５８万８千円を減額いたします。内訳は期末勤勉手当、社会保険料、賃金は

不要額を、委託料は入札執行残及び不用額を減額いたします。共済組合負担金９万３千円の増額

につきましては負担率の改正によるものです。最終予算額を３千７０２万４千円とするものです。

製造費は１千１５万円を減額し最終予算額を７千４３５万５千円とするものです。社会保険料、

賃金、消耗品費の４１８万円、燃料費の２２４万円、印刷製本費、光熱水費、原材料費、酒税の

２２０万円、それぞれ不用額を減額いたします。公債費は不要額３万円を減額いたします。歳入

歳出予算とも１千７６万８千円を減額させていただき、総体の最終予算額を１億１千１３９万９

千円とさせていただきます。以上で説明を終わらさせていただきます。 

 

○委員長 

平成２１年度焼酎事業特別会計予算についてお願いします。 

 

○焼酎事業所主査 

 それでは６８ページから７０ページの２１年度予算について説明いたします。最初に７０ペー

ジの製造販売計画から説明いたします。２１年度の製造数量は１の製造計画どおり特産品焼酎も

含めて５０回仕込みの８８キロリットルで計画いたします。販売数量は２の販売計画のとおり製

品販売本数は焼酎製品で９万５１６０本、焼酎販売数量は８１キロリットルで計上しており販売

金額は１億円であります。６８ページにお戻り下さい。続きまして、予算の総括について歳入か

らご説明いたします。１款財産収入は前年度より４００万円減額の１億円であります。２款繰入

金は前年度より９４万円増額の１千３６３万円であります。総務費に充当させていただきます。

３款繰越金は前年度と同額の５０万円であります。４款諸収入は前年度と同額の３万円です。歳

入合計の予算額は前年度より３０６万円減額の１億１千４１６万円であります。歳出についてご



 

- 27 -

説明申し上げます。総務費は３千９１９万６千円の予算額であり前年度予算より２千１２万４千

円の増額であります。人件費の増、報償費の増、工事請負費の増などが主なものであります。製

造費は前年度より５１８万４千円減額の７千４９１万４千円であります。製造経費と瓶詰めなど

に要する経費であります。公債費は前年度と同額の５万円であります。歳出合計は１億１千４１

６万円です。６９ページの款別、性質別、節別の分類表をご覧下さい。人件費は共済組合負担金、

退職手当組合負担金の負担率の改定による増などによるもので、前年度より６６万７千円増であ

ります。物件費は前年度と比較して３２７万７千円の減であり、製造経費及び瓶詰め経費が主で

あります。報償金は小売店グループＰＢ製品の販売に係る謝金であります。使用料及び賃借料の

減は瓶洗い機の借り上げ終了によるものです。工事請負費の増は高圧受電設備区分開閉器の取替

え工事です。原材料費の減は製造計画数量の減によるものです。備品購入費の増は、ラベル糊付

け機１台購入によるものです。以上で説明を終わらさせていただきます。 

 

○委員長 

 焼酎事業中期計画も含めて、２０年度補正予算、２１年度予算をまとめて質疑を受けたいと思

います。前回の委員会でも論議をしていますが何かご質問ございませんか。 

 

○加藤委員 

 １点だけ。２１年度の製造経費の中で焼酎ベースにして８１キロですか。２０年度の実績が６

８キロリットルだったということで増額見込みをされているんだけども。これらの販売状態って

いうのは。イコール販売ではないということなのか。 

 

○焼酎事業所長 

 上限の内訳でありますし、この他に販売関係などの部分は除外してありますので。ご指摘のと

おり今年度の予算見込みが非常に落ち込みまして、今年度の予算の関係で２月、３月の実績は昨

年実績を下回っておりまして。ただ、先ほど説明しましたＰＢ商品の関係で、スタートしたばか

りの関係で今回は出ておりませんので、こちらの方には期待をしております。昨年は４合瓶２種

類と１升瓶１種類販売しておりまして、新年度よりは１升瓶ももう１種類増やして展開をして行

こうと話を進めておりますので、そちらの方も期待をしているのと。あと、北酒連と国分という

所がございまして、来月正式に合併してスタートしますので、そちらの体制がこれから強化をさ

れるのではないかと思います。そちらの２点で期待をしているところでございます。 

 

○加藤委員 

 意味は分かるんですが、もう一つの方は収支の問題だと思うんです。期待してて２１年度の予

算案が提示されているところなんですが、実際に２０年度の繰入額から見ますと２１年度につい

ては１千３００万円位で済むという計画を提示している。２１年度の年度末にまた補正を組むな

んていうことではなくて、現状が厳しいとするならば前もって一般会計からの繰入金は最悪この

状態になるかもしれませんと言うぐらいの数字を出しておかないと。また同じ補正を、最後に駄

目でしたとやるのか。このやり方の、計画のたて方っていう考え方、同時に販売との問題もある

けども、実際の運営に当たって十分に気をつけて最大の注意を払ってやって欲しいと思います。 
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○委員長 

 今、加藤委員が言われたとおりだと思うので、頑張ってもらいたいと思います。 

 

○村尾議長 

 確認だけしておきたいんですが、平成２１年の繰越金、当初予算５０万円ですが実質繰越金は

いくらあるのか。３月末でまだ決定してないんですが、いつも見えてない繰越金がある訳ですね。

実質繰越金はいくら持っているのか。それと老婆心ながらもう一点聞きたいのが、もし仮に今年

製造が８８キロですか、そして売り上げが去年が９千万円位しか売れてない訳ですね。予算が１

億ですから。もし仮に、去年並みにしか売れない場合に１千万円違う訳です。そろそろタンクと

蔵がいっぱいになると思うんだけど、在庫的にはまだまだ入るのかどうか。在庫スペースはどれ

くらいあるのか。タンクの容量ですよ。それと倉庫の容量。これはどうですか。 

 

○焼酎事業所長 

 繰越金の関係につきましては、一応酒税の方で若干余裕がございますので５０万円プラス５０

万から８０万というふうに考えてございます。売り上げが減った分経費が掛からなくなりますの

で。そういう試算でございます。それとタンクの在庫関係でございますけども、もちろん２１年

度の販売が思わしくない場合には２２年度には更に減産をして行かなければならないと言うふう

に考えてございます。いずれにしても、１１月までには製造が終わりますので２１年度につきま

しては問題ないですけども、２２年度につきましては減産を考えてございます。タンクにつきま

しては、全く余裕がないという訳ではございませんが、在庫数がどんどんありますので大きくな

ってございますので。いずれにしてもそれも含めて、今後はそういう考え方で製造していきたい

と思います。 

 

○村尾議長 

 まだまだ入るってことだね。 

 

○焼酎事業所長 

 １０キロリットルのタンクで空も置いておかなければなりませんので、一応、原酒で３０キロ

リットル。２５度で換算すると５０キロリットル、最大限ですが。ただし、かぼちゃ、麦など色

んな種類がございますので、最低でも空タンクは４本から５本必要になります。いずれにしても

タンクに残ることになれば生産調整に入って行くことになります。 

 

○細矢委員 

 一つだけいいですか。中期経営計画の１３ページ。素人考えですから、２１年の製造数量が８

８キロで販売数量が８１キロリットル。２２年は８８キロで８４キロリットル。こういうことで

いくと製造数量の差と言うんですか、これは贈答品とかに使うんですか。この差はなんですか。 

 

○焼酎事業所長 

 決定をした数字でございますので、８８キロリットルって言うのは。後で濾過とか何回も行い

ますのでどうしても欠損分が出ます。最低でも５％。細矢委員の言いますように、贈答と言った
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らおかしいですがサンプルとか色々見本がいりますので、そういうのを含めまして４キロリット

ルは蒸発など欠損分で計上させていただいております。 

 

○田中委員 

 昨年も言ったと思うんですが、計画に無理があるような気がするんですよね。目標としては良

いですけど、実際売れるのかっていったら今までの実績から見るとなかなか売れるのは難しい。

それで今、こういう計画を出して売れる要因とかそういうのがあるのか。 

 

○焼酎事業所長 

 先ほどもお話しましたけども、小売グループの方で新たに東京の方の小売グループで拡張とい

うお話がありましたので、そちらの方の整備が最終的には今年の８月くらいまでに整備されます

けども。１升瓶の製品の伸びを期待しています。道内の中小の卸売りに電話をしてもあまりいい

話がありませんで、そちらの方に期待をかけております。ただ中には、新千歳空港の免税店、海

外に行かれる所の酒税を払わない製品、そういうところから契約を取り交しております。全く暗

い話しばかりでございませんので、なんとか頑張って参りたいと思います。現場としましては全

額繰入金をお願いしたいと思っておりますが、目標を持って頑張って参りたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○委員長 

以上で終わりたいと思います。どうもご苦労さまでした。 
 ３番目の意見書の検討について。 

 

 

○事務局 

意見書は記載のとおり２件提出されております。まず１件目、７８ページに意見案がございま

すが、雇用対策の充実強化とセーフティーネットの拡充を求める意見書でございます。国民の雇

用と生活の安定、安心・安全な社会の構築のため、小さな項目で８項目が具体的に要請されてお

ります。２番目の病院経営の安定経営等に関する意見書は、２つの団体から提出されております。 

まず１つ目の団体といたしまして北海道町村議会議長会からは７４ページから７５ページ、斜里

地区連合会清里支部からは７６ページに添付しております。内容が類似しているために２本の意

見書は１本の意見書として整理させていただきました。本件の具体的な意見書案につきましては

８０ページにあります。住民にとって無くてはならない地域医療の確保、存続を要請した内容と

なっております。これは北海道町村議会議長会からの意見書案をそのまま調整し、最後の記書き

の４番目に、医師・看護師などの医療従事者の確保に向けた施策の充実を図ること、これを連合

からきた意見書から引用しております。以上でございます。内容の協議及び議会提出者名を委員

長名でよろしいかの協議をお願いいたします。 

 

○委員長 

 そのように議会提出ということでよろしいですか。 

（「はい」との声あり） 
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○委員長 

 それではその方向で進めます。 

 次回委員会の開催について。 
 
○事務局長 
 ４番と５番その他併せまして。次回の委員会は今のところ予定はございません。その他として

報告ですが、後期高齢者広域連合の選挙の関係は無投票ということになりましたので、選挙は必

要が無くなりましたのでお知らせいたします。定例会の会期の関係でございますが、８時３０分

から議運を開催いたしまして、３月１０日から１３日、火曜日から金曜日という予定で行ってま

いります。それから本日、３時からコミット、商工会ですが、そちらの方で清里町商工会、観光

協会の役員と懇談会を行いますので３時にコミットの方にお願いしたいと思います。以上です。 
 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

以上で第２回産業福祉常任委員会を終わらさせていただきます。どうもご苦労さまでした。 

（閉会 午後２時３０分） 

 

 

 

 


