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第５回産業福祉常任委員会会議録 

平成２１年６月１６日（火） 

    開 会     午前 １０時５５分 

    閉 会     午前 １２時２５分 

 

 
○会議に付した事件 

１．道内所管事務調査について  

２．町からの協議・報告事項について 

 ●町民課 

①清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正について  

②清里町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正について  

③平成２１年度一般会計補正予算（町民課所管分）について  

④平成２１年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

⑤平成２１年度老人保健特別会計補正予算（第１号）について  

⑥平成２１年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

●建設課  

①耐震改修促進計画の策定について  

②平成２１年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について  

③平成２１年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について  

④水道使用料改定の検討について  

⑤下水道使用料改定の検討について  

⑥営林署通り（仮称）改良舗装工事計画について  

⑦道道の整備計画について  

⑧国経済危機対策事業について  

●産業課 

①平成２１年度一般会計補正予算（産業課所管分）について  

②各温泉施設・山小屋の利用実績について  

③「清里町担い手育成総合支援協議会」について  

●保健福祉課 

①平成２０年度「介護老人保健施設きよさと」の運営状況について  

 ●焼酎醸造事業所 

 ①平成２０年度販売結果及び決算について  

 ②平成２１年度の販売状況について  

３．意見書の検討について ・ 

 ①北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書（案） 

 ②勤労貧困層の解消に向けた社会的セーフティネットの再構築に関する意見書（案） 

 ③全国健康保険協会管掌健康保険の財源調整機能の拡充等を求める意見書(案) 

４．次回委員会の開催について 
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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 

■税務収納Ｇ総括主査  溝口 富男    ■町民生活Ｇ主査       原田 賢一 

■産業課長       宇野  充    ■商工観光・林政Ｇ総括主査  進藤 和久 

■農業Ｇ総括主査    河合 雄司    ■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   ■保健福祉課長        島澤 栄一     

■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 

      主    査    鈴 木 美穂子 

 

   

 ●開会の宣告 

 

○委員長 

 それでは、第５回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

  

 

○委員長 

 １番については総務文教常任委員会と同様の内容のため、２番、町からの協議・報告事項につ

いて町民課より説明をお願いいたします。６項目ありますので１番からお願いいたします。 

 

○町民課長 

 町民課の関係につきましては条例改正、一般会計と特別会計の補正予算と言うことでございま
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して、それぞれ順次ご説明申し上げます。なお、地域振興対策費につきましては総務課のほうで

一括説明がなされたと思いますので、町民課関係３事業ございますが説明については省略させて

いただきます。宜しくお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主幹 

 条例改正ということで、関連がありますので２件一括して説明させていただきます。３ページ

をお開き願います。清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部

改正について、北海道医療給付事業においては、児童福祉法第２７条第１項第３号に規定する措

置により里親に委託または児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者については助成対

象外となっておりましたが、児童福祉法の一部を改正する法律、平成２０年法律第８５号が公布

され、平成２１年４月１日から児童福祉法第２７条第１項第３号に小規模住居型児童養育事業を

行う者が加えられたことに伴う追加であります。具体的な改正内容につきましては４ページの新

旧対照表をお開き下さい。表の右側、改正後の条例の第３条第１項の医療費の助成対象から除か

れる者として、（２）のアンダーラインの小規模住居型児童養育事業を行う者が、児童福祉法の

措置として医療費が公費負担となるため、町の医療費助成の対象外として追加するものでありま

す。この条例は公布の日から施行し、平成２１年４月１日から適用されます。 

 続きまして６ページをお開き下さい。清里町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正につ

いて、改正理由は先ほどと同じでありまして、児童福祉法の改正に伴います条項が追加という事

でありまして、改正の具体的内容は７ページの新旧対照表をご覧下さい。右側、改正後の条例で

第３条第１項の受給資格者から除かれる者として、（２）のアンダーラインの小規模住居型児童

養育事業を行う者が、児童福祉法の措置として医療費が公費負担となるため、町の医療費助成の

対象外として追加するものであります。この条例は公布の日から施行し、平成２１年４月１日か

ら適用されます。用語の説明といたしまして小規模住居型児童養育事業とは、保護者のいない児

童または保護者に監護されることが不適当であると認められる児童、虐待等を受けている児童で

すが、これらの者を養育者の住居において複数名を養育する事業ということでファミリーホーム

というようなものを指します。実態といたしましては、清里町には該当する施設は現在のところ

ございません。以上で条例の改正についての説明を終わります。 

  

○委員長 

 ただ今条例改正２件についてご説明いただきましたが、委員の皆さんから何かございましたら

受けたいと思いますが。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは、３番の２１年度一般会計補正予算についてご説明をお願いします。  

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは、③平成２１年度一般会計補正予算（町民課所管分）についてご説明いたします。８

ページをお開き下さい。総務費、総務管理費、自治振興費の街路灯撤去新設及び移設事業でござ

います。道道摩周湖斜里線の拡幅に伴いまして、その工事区間に設置されております街路灯、ま
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ず２基を移設、また、老朽化しております６基を撤去した上で新たに３基を電柱に共架という形

で新設を行います。設置の位置につきましては９ページの図面をご覧下さい。対象となる区間に

つきましては、町道３線の交差点を過ぎた地点から札弦方面に向かいましてレスハウスの駐車場

の手前までとなっております。事業費につきましては１２９万２千円となっております。財源に

つきましては一般財源７９万２千円、北海道より移転補償費といたしまして５０万円を見込んで

おります。以上でございます。  

  

○委員長 

ただ今の平成２１年度補正予算のご説明でございましたが、意見があれば受けたいと思います

が。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ４番目、平成２１年度国民健康保険事業特別会計補正予算についてからご説明を願います。 

 

○町民生活Ｇ主幹 

平成２１年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。１０

ページをお開き下さい。３款後期高齢者支援金につきましては額の確定によります増額分１４万

７千円。５款老人保健拠出金につきましては、平成１９年度の拠出金が確定いたしましたので額

の確定に伴う増額分、医療費拠出金６３８万２千円と事務費拠出金９千円。６款介護納付金につ

きましては介護保険の３％アップ分、納付金の増額分５１万９千円をそれぞれ計上し、総額を７

０５万７千円を増額補正いたします。財源といたしまして、国庫支出金として介護従事者処遇改

善臨時特例交付金５１万９千円、その他財源として基金繰入金５５０万円、一般財源として前年

度繰越金１０３万８千円を補正計上いたします。 

 続きまして、平成２１年度老人保健特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。

１１ページをお開き下さい。２款諸支出金の支払基金返納金につきましては、平成２０年度交付

金の清算に伴う返還金の増額分３１１万５千円を増額補正といたします。表の合計欄４８７万６

千円となっておりますが、３１１万５千円に訂正をお願いいたします。財源の内訳といたしまし

て、道支出金として道負担金８千円、一般財源として前年度繰越金３１０万７千円を補正計上い

たします。 

続きまして、平成２１年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたし

ます。１２ページをお開き下さい。１款総務費の一般管理費、印刷製本費として４万２千円、通

信運搬費として２７万３千円をそれぞれ計上し、総額３１万５千円を増額補正いたします。財源

内訳として、その他財源として一般会計繰入金３１万１千円、一般財源として前年度繰越金４千

円を歳入予算計上いたします。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ただ今、３特別会計のご説明いただきましたが質問があれば受けたいと思いますが。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 全体を含めてございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○町民課長 

 追加で口頭で２件ばかりご報告をいたします。まず１点目につきましては、今回は歳入につい

ては記載しておりませんが、固定資産税の補正ということで、今回、償却資産が大幅に伸びたと

いうことで、２０年の所得ですね、２千２００万円の補正計上をさせていただきます。補正後に

つきましては１億７千５２０万円ということになります。１点目につきましては固定資産税の増

額補正ということでご理解を賜りたいと思います。２点目につきましては後期高齢者医療の繰越

明許の関係でございますけれども、５月２５日の第３回臨時会において繰越の議決を頂きました

が、これにつきましては後期高齢者医療システム改修事業１１６万６千円でございまして、これ

をそのまま繰越計算書として、報告第３号で議案として報告いたしますのでご理解を賜りたいと

存じます。以上でございます。 

 

○委員長 

 それでは以上で終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 ご苦労さまです。それでは建設課より協議・報告事項について、８件ありますので順次お願い

したいと思います。 

１番目の耐震改修促進計画の策定についてお願いします。  

 

○建設課長 

 建設課の提出議題は８件ございまして、上下水道料金改正の件と営林署通りの整備計画など、

この度初めてご協議を願う案件が含まれておりますので、どうか宜しくご審議を賜りたいと思い

ます。それでは、順次担当の方から説明申し上げますので宜しくお願いを申し上げたいと思いま

す。 

 

○建設管理Ｇ総括主査  

 それでは、清里町耐震改修促進計画の策定についてご説明をさせていただきます。資料の１３

ページ、１４ページになります。まず１３ページ、策定の要領でありますけれども、これにつき

ましては平成２１年度当初予算の中においても説明をさせて頂いておりますが、新しい科目、地

域振興対策費の中で予算計上させて頂いております。目的につきましては、ここに掲載の通り平

成１８年１月に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正されまして、この法律に基づいて国

では建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針が策定されています。また、北

海道におきましても、この法律に基づいて耐震改修促進計画が策定されている。市町村におきま

しては努力義務という形にはなっておりますが、国、北海道の指導によりまして、それぞれの市

町村も独自の耐震改修促進計画を策定しなければならないと言う形の中で、今年度国から５０％

以内、２分の１以内の補助金を頂きながら本町の促進計画を策定すると言うものでございます。 



 

- 6 -

なお、町内の建物が対象になりますが、対象の建物というのは住宅、多数の者が利用できる施設

というものが対象となっておりまして、年度でいきますと昭和５６年５月３１日以前の建物とい

う形になります。と言いますのは、昭和５６年６月に建築基準法が改正されまして構造計算の関

係が新しくなっています。新耐震基準と言うふうになっておりますが、今回耐震改修が必要な、

促進が必要な建物と言いますのはそれ以前に建てられた建物ですから、昭和５６年５月３１日以

前に建てられたものという形でご理解を願いたい、と言うふうに思います。それで耐震改修の計

画の概要についてご説明を申し上げます。（１）といたしましては現況の整理というものが必要

になってきます。①として想定される地震の整理という事で本町の地域防災計画、また、北海道

から提供される揺れやすさのデーターに基づきまして過去の地震被害の状況を把握する。また、

北海道の地域防災計画、中央防災会議、地震調査研究推進本部が想定する大地震、これが発生し

た場合の本町の被害の状況をまず整理するという形になります。②として先ほど申しました建物

データーの整理をする。清里町の住宅、これは民間の住宅、公営住宅、町の住宅、それと大勢の

多数の者が利用する建築物について、その現状を把握するという事が必要になってきます。③と

して避難路、避難所、こう言った都市基盤整備状況を整理するという形になります。（２）は耐

震改修の目標の設定でありますが、国の基本方針、北海道の促進計画、これの中でも平成２７年

までに耐震化率を９０％とするという目標値が決まっておりますので、本町におきましてもこの

目標値で設定して参りたいと言うふうに考えております。（３）といたしまして、その設置に向

けた施策の設定でありますけれど、一つ目といたしましては優先的に耐震化すべき建築物の設定

と重点的に耐震化すべき区域の設定と言うことで、これにつきましては避難所、病院、学校など

の防災対策上重要な公共施設や大きな建物など、優先的に耐震化に着手すべき建物を設定して行

きたい、という形でこれらを整理して行きたいと思っております。具体的には今年から役場庁舎

とかトレーニングセンター、耐震改修を進めて参ります。これらを優先という形の中で位置付け

ながら国からの補助金を貰うための位置付けにして参りたい、と言うことを視野に入れておりま

す。２つ目として耐震化促進施策の設定という事で、耐震診断・改修を図るための施策を知識普

及・意識啓発の視点から設定をして行きたいという考え方でございます。続いて１４ページです。

１４ページでは先ほど申しました意識啓発の部分を整理をしています。一つ目としてはゆれやす

さマップ、これを作成して参りたい。２つ目としては危険度マップ、先ほどのゆれやすさマップ

の中に個人住宅ですとか建物のデーターを重ね合わせまして、大地震が発生した場合の倒壊率な

ど、こう言ったようなものを想定しまして危険度マップを作成して行きたい。これにつきまして

は、その計画の中に盛り込んで行きたいと言うふうに考えております。３つ目といたしましては

パンフレット、これについては全町民に配布する意識啓発のためのパンフレットでございます。

ゆれやすさマップ、危険度マップ、また、防災関連資料の中から耐震化に関する意識啓発のため

のパンフレット、これ全戸に配布して行きたいと言うふうに考えております。なお、この促進計

画につきましては５月入札によりまして業者に委託発注をかけております。役場内部の中で  

策定委員会を作りながら、今年１２月一杯までにこの耐震化促進計画を策定して行きたいと言う

ふうに考えております。以上ご説明とさせて頂きます。 

 

○委員長 

 耐震改修促進計画の策定ということで、順次行っていくと言うことですが、質問ございますか。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 それでは２番目、２１年度簡易水道事業特別会計補正予算についてご説明をお願いします。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

 それでは、②番平成２１年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）と③番平成２１年度農

業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、続けて説明させていただきたいと思

います。１５ページを見ていただきます。平成２１年度簡易水道事業特別会計補正（第１号）予

算概要です。今回の補正につきましては、道道摩周湖斜里線交通安全工事の工事区間に発生した

支障となります水道配水管の移設工事費の補正であります。工事区間につきましては次の１６ペ

ージを見て頂きますが、町道１６号交差点付近よりレストハウス入口に向かっての区間が道道の

工事区間になっておりまして、その部分に関わります移設工事請負費７７０万円を計上するもの

であります。歳入財源といたしましては、諸収入といたしまして移設に関係します補償金２９２

万７千円、平成２０年度決算に伴います繰越金２８７万１千円、残りにつきましては簡水基金１

９０万２千円を計上いたしまして、現計予算額７千８３８万５千円を７７０万円増額いたしまし

て８千６０８万５千円とするものでございます。 

 続いて１７ページを見て頂きます。平成２１年度農業集落排水事業特別会計補正（第１号）予

算概要です。農業集落排水事業につきましても水道同様に道道摩周湖斜里線交通安全工事に関わ

ります下水道施設、マンホール及び公共桝の移設工事費の補正であります。工事区間は１８ペー

ジに示しておりますが、水道同様の区間で町道１６号交差点付近からレストハウス入口の区間と

なっております。歳出といたしまして移設工事請負費４００万円を計上しております。歳入につ

きましては、この工事費の財源につきましては全て補償費で賄っております。また、平成２０年

度決算に伴いまして繰越額が１９６万４千円増額となっております。この歳入の増額分につきま

しては、処理施設の修繕料及び消耗に関わる需用費への財源として考えております。以上、現計

予算額１億２千７７９万４千円を５９６万４千円増額いたしまして、１億３千３７５万８千円 

とするものです。以上です。 

 

○委員長 

 ただ今、２特別会計の補正についてご説明ございました。質問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 

 それでは次４番目、水道使用料改定の検討についてのご説明をお願いしたいと思います。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

 それでは、④番水道使用料改定の検討と⑤番下水道使用料改定の検討につきまして、続けてご

説明させていただきたいと思います。簡易水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計、両

会計につきまして平成２１年度中に料金の改定の検討をさせて頂きたいと考え、今回、両会計の

現状につきましてご説明させて頂きたいと思います。それでは１９ページを見て頂きたいと思い

ます。簡易水道事業特別会計の現状を表したもので、現在の水道料金につきましては平成１１年
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に基本料８トン、１，０４０円、超過料１３０円として計上し現在に至っております。会計の運

営につきましては、使用料収入を基に公債費の一部を一般会計から繰り入れまして、不足額につ

きましては基金の繰入れによって運営しております。しかし、近年の状況を見ますと使用料収入

の減、公債費の増、８年毎のメーター器更新の費用がピークを迎えることにより、現状では平成

２３年度には基金が底を突く状態が予想されます。これをグラフにしたものが１９ページになっ

ております。平成１３年度から平成２８年度までをシュミレーションしたもので、使用料収入が

平成２１年度に計上したものより若干下がって横ばいになると言うことを予想いたしまして、ま

ず黄色のラインが歳入の主なものとなります簡水基金、青が使用料、下の２つが歳出の主なもの

となりますメーター更新費、赤が公債費を表しております。これによりまして歳出のメーター更

新費用と公債費が徐々に上がっていき、使用料がほぼ横ばいになることにより基金が予想では２

３年度くらいには底を突くという予想がされます。この状態を回避すべく、料金の見直しの検討

をこれから行っていきたいと考えておりますが、具体的な料金アップにつきましては次の定例会

時期の常任委員会においてご協議させて頂きたいと考え、今回は現状のご理解を頂きたくお願い

を賜ります。ちなみに、現在の管内の使用水量の、２０トン使用量の料金の比較を下のグラフで

させて頂いておりますので参考として見て頂きたいと思います。 

 続きまして２０ページを見て頂きたいと思います。水道会計と同じように農業集落排水事業特

別会計の現在の会計状況をグラフに表したものです。集落排水事業につきましては平成８年から

清里地区が供用開始となりまして、平成１３年に札弦地区が供用開始となり現在に至っておりま

す。現在の料金につきましては、平成１７年度からは経常費的な部分に関しては自主財源で運営

するために料金を２０パーセント程上げさせて頂いた料金が現在の料金になっておりますが、水

道同様、近年の改正状況を予想しますと水道料金と連動いたしますが、使用料収入の減に伴いま

して一般会計からの繰入額の目安としている公債費を上回ることが今後予想されます。その部分

を表したものがグラフになっていますが、一般会計の繰入金の目安としていますのは、その年の

公債費を上回らないと言うことを目安にして会計を運営していますが、今後の使用料を予想しま

すと公債費よりも繰入金の方が上回ることが予想されます。この状態を回避するために、水道と

同様に料金改定の検討をさせて頂きたく、具体的な事につきましては水道同様に次の定例会時期

までにご協議させて頂きたいと思いますので、現状の会計の状況をご理解頂きたいと思います。

管内の下水道使用料金を下にグラフに表しておりますので、宜しくお願いいたします。 

 

○委員長 

 水道料と下水道使用料の料金改定について、この次の委員会までに料金設定の目安を出すと言

うことでございますが、皆さんからご意見がございましたらお願いしたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは、６番目の営林署通り改良舗装工事計画についてご説明をお願いします。 

 

○建設課長 

 それでは、６番目につきましては私のほうから説明をさせていただきたいと思います。２１ペ

ージをご覧いただきたいと思います。これは旧営林署跡団地、今はひまわり団地と言っておりま
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すけれど、ひまわり団地につきましては旧営林署跡地一帯を購入いたしまして、町営住宅の建設

を計画しておりまして、最終的には１０棟４４戸を建設する計画を立てまして、既に建設が始ま

っているところでございます。また、団地内道路につきましても３条、３本の整備を計画してお

りまして、既に昨年、営林署北通りは改良舗装工事が終わっているところでございます。今回ご

協議申し上げるのは団地の東側の通りでありますけれど、当初計画では営林署通り、斜めになっ

ている道路でございますが、ここまでを改良舗装整備を計画しておりましたが、この東側の通り

の直線化を図りまして、川添えにずっと真っ直ぐの直線化を図り、水元１条通りからも直線的に

行き来できるように整備しながら交通の便を向上させたいとするものでございます。そうする事

によりまして、向陽並びに上斜里地区の皆さんや斜里方面からの来訪者が、緑清荘やプール、ト

レセンへの行き来が分かり易くなると言うことです。逆に今後、徐々に増えるひまわり団地内住

民をはじめ周辺町民にとりましても緑ヶ丘公園や野球場、あるいは向陽、上斜里方面へのアクセ

スが格段に良くなるものと考えるものでございます。道路用地につきましては、森林管理所が通

路としている部分を主に譲り受けるとともに、土現からは斜里川の河川敷地を使用しても宜しい

との内諾を受けておりまして、民有地の買収につきましてはあまり多くはならないと言うふうに

想定をいたしております。この様なことから土地または家屋も掛かりますので、これらの方々の

ご理解が頂けるならば計画を変更いたしまして直線化を進めたいと思いますので、何卒ご理解を

賜り、ご協力をお願い申し上げたいと思います。以上、説明を終わらせていただきます。 

 

○委員長 

 新たな営林署通りの計画ということで、利便性も考えて計画をされると言うことですが、意見

がございましたらお願いしたいと思います。 

 

○委員長 

 今後、用地などの計画は。 

 

○建設課長 

 今日初めて議会の皆さんに話しただけで、一切、他の方々にはお話をしていませんので、ここ

で了解を貰えましたら、今後民有地もございますのでそれらの方々、森林管理署の方に説明をし

ながら測量なり、そういった事業を推進して行きたいと考えております。事業費等についても今

後逐次ご相談を申し上げながら進めて参りたいと言うふうに考えております。 

 

○委員長 

 次、７番目、道道の整備計画についてのご説明をお願いします。  

 

○建設課長 

７番目の道道の整備計画につきまして、ご説明を申し上げたいと思います。２２ページをご覧

下さい。この一覧表につきましては平成２１年度の清里町内で実施されます計画が、５月１日付

けで土現の方から公表されたものでございます。なお、現在実施されております止別線の工事、

神威で行われております摩周湖斜里線、既に舗装が終わっております斜里岳登山道、これらにつ

きましては３月に前倒しで発注された部分でございます。まず、清里止別線につきましては引き
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続き１千万円の事業費で切土、法面工事を進めて行くという事でございます。摩周湖斜里線につ

きましては、①につきましては歩道舗装、これは既に終わっておりますけれども、３００万円で

２５０メートル終了しております。②車道、歩道整備１億８千万円。これは先ほどの上下水道の

関係でお話しましたが、本年、３線からレストハウスの入口まで５７５メートルの工事を完了す

ることになっております。③歩道整備、インターロッキングの補修でございますが、清里市街地

内３００メートルの補修を行うという事でございます。なお他の路線につきましても、あと２年

か３年経ちまして清里市街地内のインターロッキングは全て補修を、かなり波打っているもんで

すから、それを路盤から整備をして行くという事でございます。④実測実施設計でございますが、

神威から清里の方に向いまして今後事業を進める訳でございますが、約２千６００メートル、神

威の元の鈴木さん住宅辺りからレストハウス入口まで、３千万円の事業費で測量と設計をやって

行くという事でございます。それと同時に⑤用地確定測量を３千万の事業費で行っていくと言う

ことでございます。⑥石標埋設、羽衣と神威の事業の終わったところの石杭の埋設を、９００メ

ートルでございますが１千万円の事業費で石杭の埋設を進めて行くという事でございます。次に

江南清里停車場線の関係でございますが、①排水工、路盤工外は、登山道の整備４００メートル

と言うことで、これは既存道の整備と言うことで１千万円の工事を予定いたしております。それ

から今後に向けまして②実測実施設計、９００万円の事業費で１千メートルの実測実施設計を行

っていくと言うことでございます。なお、先日、土木現業所の所長さんが見えまして、今、補正

予算を要求中と言うことで、４千万円ほど要求中と言うことで、これが認められれば更に測量を

３千メートル、退避所の設置などもやって行きたいとおっしゃっておりました。次は向陽清里停

車場線の関係でございます。①地質調査、これは橋梁のボーリングという事で、向陽と羽衣町で

地質調査を行うという事でございます。②は橋梁設計という事で歩道橋の設計を２千万で行う予

定でございます。③は用地確定測量という事で、羽衣町、水元町、向陽の４３０メートルに亘り

まして３００万円の事業費を以て用地確定測量を行うものでございます。なお、橋より向こう側、

１線までの道路用地の買収につきましても今年度やって行きたいと言うことで、ここに予算計上

はしておりませんけれど、そのような予定になっておりますのでご報告したいと思います。以上

でございます。 

 

○委員長 

 ただ今の説明でご質問がありましたら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 

 ８番目、国経済危機対策事業について、口頭の説明をお願いします。  

 

○建設課長 

８番目につきましては口頭で説明させていただきます。この件につきましては総務課の方から

も一括説明があったかと思いますが、建設課関係事業につきまして追加説明をさせていただきた

いと思います。今回の地域活性化・経済危機対策事業におきましては、建設課関係では５件の事

業について予算計上をさせて頂いております。まず羽衣南児童公園修繕でございますが、昭和５

１年、旧国鉄から貸与を受けました蒸気機関車を格納している施設、防護策とシェルターが古く
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なりまして腐食したり錆が激しくなっておりますので、塗装をしたり取り替えを行うものであり

ます。事業費につきましては２６０万円でございます。２番目は町営住宅内窓修繕でございます。

これにつきましては平成２０年度の緊急経済対策事業で１４棟２８戸を実施させて頂きました

が、予算の関係もございまして３棟６戸ほど残っておりましたので、その分を今回実施させて頂

くものでございます。事業費は１５４万４千円でございます。次は町営住宅屋根塗装でございま

す。これにつきましては、町営住宅ストック計画の修繕プログラムに基づきながら実施しており

ますが、若干遅れておりまして、今回、上斜里団地３棟６戸の塗装を行うものでございます。事

業費は１９９万５千円でございます。次は団地内通り整備でございます。この件につきましては

本年度の予算審査特別委員会でもご意見を頂いた件でありますが、札進団地の中通り４３メート

ルの改良舗装と隣地との境界に素堀側溝の設置をしてまいります。事業費は３３２万９千円でご

ざいます。最後になりますが神威１２線道路の整備でございます。この件につきましても本年度

の予算審査特別委員会でご意見を頂いたり、その他にも数名の議員さんからも早く対応すべきで

ないかとのご意見を頂いておりました。早速、過去の記録を精査した上で志賀氏の意向を確認し

まして、土木現業所との打合せを行いながら神威１２線道路の整備を行う事といたしましたので

ご報告をいたしておきたいと思います。この道路につきましては土木現業所が用地を買収して、

今、工事をやっておりますが、かなりの残地があります。それで、その部分に町道を設置したい

と言うふうに考えております。約３００メートルで、過去に認定した町道があった付近まで町道

の整備を行っていきたいと言うことでございます。道道の取付より志賀氏宅までは舗装し、その

先につきましては砂利道で整備するという事でございます。供用開始は道道の供用開始に併せた

いと思っております。道道の供用開始が平成２４年となっており、早くやってあげたいんですが、

水処理が出てきまして、道道の側溝に流さなければ流す所がないと言うことで、今のところ２４

年を予定いたしております。今回予算を計上させて頂きましたのは、何時からでも事業に着手で

きるように準備を事前にしておきたいと言うことで予算計上させて頂いております。事業費は測

量費で２２０万円でございます。以上で終わります。 

 

○委員長 

 経済危機対策のご説明でしたが、委員からの意見はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようなので建設課を終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 続きまして産業課からの協議・報告について。 

１番目、平成２１年度一般会計補正予算（産業課所管分）についてのご説明をお願いします。 

 

○産業課長 

 平成２１年度一般会計補正予算につきましては、各総括主査の方からご説明いたしますので宜

しくお願いしたいと思います。 
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○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは２３ページをご覧頂きたいと思います。産業課所管の補正予算という事でご説明いた

します。まず、商工観光担当の方からご説明を申し上げます。始めに観光施設地上デジタル対応

事業としましては、アナログ放送が２年後の２０１１年７月２４日に終了することから、現在テ

レビの更新が地上デジタル放送対応に移行されている中で、各観光施設に設置されておりますデ

ジタル未対応のテレビを更新するものです。対応に当たりましては、総額２３９万７千円の内訳

といたしましてテレビ購入に１８９万円、処分に１０万９千円、緑清荘のアンテナ設備等改修に

３９万８千円を要するところから計上しているところでございます。なお、処分の１０万９千円

につきましては、リサイクル手数料とか運搬料になってございます。続きまして、商工会まちな

かにぎわい再生創出計画策定支援事業についてご説明いたします。この計画は町の第２期自立計

画及び２１年度の推進目標であります、きよさと元気活性化事業と連携しておりまして、商店街

等商業を中心としましたまちなかにぎわい再生を創出するためのマスタープラン作りを行うもの

で、商工業者及びその事業に関わる農業者等、また、町、商工関係機関、専門家等による委員会

を組織しまして検討を行い策定するもので、主な内容といたしましては平成６年度から実施され

１５年を経過しました中心商店街近代化事業を補完しまして、今後のまちなかにぎわい拠点のあ

り方とか農商観工連携による地域の特産品の開発及び販売拠点等の支援、新規創業、新規事業展

開等への支援策、これらについて検討、策定するものになっております。以上、商工観光関係の

ご説明といたします。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 引き続きまして、農政担当でございます青葉牧場隔障物撤去事業についてご説明いたします。

３月の定例議会におきまして条例改正を行い、廃止いたしました青葉牧場につきまして牧柵の５

千４５８メートル、門扉８ヶ所、追い込み柵１ヶ所等の施設の撤去をする工事費といたしまして

１４０万円を計上するものでございます。それから併せまして青葉牧場跡地の利用につきまして、

この場をお借りしましてご報告させていただきます。跡地の利用につきましては緑の酪農組合、

こちらの方から採草地として使用したいという申し出がございます。採草可能な場所について貸

付けをしていくものでございます。面積につきましては約９.８ヘクタール、契約期間は１年間と

し、その後も使用する意思がある場合については毎年契約という事にして行きたいと思っており

ます。使用料につきましては江南の草地と同様に１ヘクタール当たり１万円といたします。以上

でございます。 

 

○委員長 

 ただ今補正予算のご説明でございましたが、ご意見ございませんか。 

 

○細矢委員 

 緑清荘の関係でちょっと良いですか。この提案とは全く違うんですが、あそこを利用させても

らって感じている所があって。槿、レストランに小上がりがあるでしょ、畳の敷いてある、あそ

こはすごく高いんだよね。上に上がってから脱いだ靴を揃えるにしても、かなり下向きにならな

いと、大変なんだよね。従業員に聞くと料理を持って小上がりに上がるのは大変な状況だと。丁

度あそこ、３０センチ幅くらいで良いから中間に踏み台というか、付けてあげたらいいんでない
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かなと。利用者にしても、上がったあと靴を脱ぐにしても履くにしてもいいんでないかと。 

 

○産業課長 

 小上がりにつきましては緑清荘さん独自で作られて設置されたと聞いております。そういう経

緯もありますけれど、今ご指摘の件、社長とも協議しまして対処したいと考えております。 

 

○細矢委員 

 前回、私が言ってもまだ直ってないから、お願します。 

 

○委員長 

 宜しいですか。 

２番目の各温泉施設・山小屋の利用実績についてご説明願います。 

 

○産業課長 

 ６月の定例議会の一般行政報告にも出てくるかと思いますが、各温泉施設・山小屋の利用実績

につきまして説明申し上げます。表のまずは温泉の関係でございますが、上の方のありますのが

利用人数で、合計欄の緑清荘につきましては前年比で９４.２パーセント、パパスランドにつきま

しては９６.２パーセント、緑温泉につきましては８９.７パーセントということで若干減少してい

る状況にございます。また、下の表の使用料の関係は、緑清荘につきましては前年比３.１パーセ

ントの増、パパスランドにつきましては９.６パーセントの増、緑温泉につきましては９３.９パー

セントということで減少してございます。 

 ２０年度の山小屋の関係でございますが、上の欄の利用人数でございます。登山者数、宿泊人

数、駐車場利用の計で前年比８８.１パーセントと言うふうに減少してございます。下の欄の使用

料でございますが、前年比で２.２パーセント増の１０２.２パーセントと言うふうになってござい

ます。微量の減少につきましては燃料費高騰等の影響があったのかなと考えておりますが、数字

的な実績をご報告申し上げました。以上でございます。 

 

○委員長 

各温泉・山小屋の利用状況の説明でございましたが、ご質問ございますか。 

 

○加藤委員 

 参考までに、使用料のその他の欄の、パパスの。パーセント数字で２５３.４パーセントと極端

ですが金額的にはしれているんですが、この５７万５千円の中身は何の部分ですか。 

 

○産業課長 

 色々あるんですけれど自販機の手数料が主な内容です。以上です。 

 

○委員長 

 宜しいですか、次に行きたいと思います。 

３番目、清里町担い手育成総合支援協議会についてのご説明をお願いします。 
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○産業課長 

 清里町担い手育成総合支援協議会についてご説明申し上げます。この協議会につきましては、

国、道からの農業関連への直接交付金、いわゆる町の会計を通らないものでございまして、その

辺につきましてご報告申し上げます。産業課が事務局となって実務をしてございます。本協議会

の経緯等、お手元の資料によりまして、本協議会が国からあるいは北海道からの交付金の受け皿

になって運営といいますか、事業者である農家の皆さんに補助金を配分しております。こういう

事業等をご説明申し上げます。本協議会の前身であります斜網びしん、びしんは美幌の美、津別

の津、美津地域担い手育成総合支援協議会がございまして、その会員構成は各地方公共団体、農

業委員会、農業協同組合、普及所、各支所となってございました。広域による設立を基本とする

国の意向によりまして、北海道の指導のもと、平成１７年に網走市、大空町、美幌町、津別町、

斜里町、小清水町、清里町の１市６町からなる斜網美津地域の農業の更なる発展のために共同し

て担い手の育成・確保を図り、効率的かつ安定的な農業形態が確立することを目的としまして、

旧広域協議会が設立されたものでございます。設立当時は担い手に対するワンストップ支援窓口

と言いますか、１回で済むと言う意味でございますが、それとサポート体制設置に関する事業の

みが想定されておりましたけれども、経営所得安定対策が開始されました平成１９年度以降は地

域毎が主体となる事業が主流となりまして、ハード事業関連など数千万円単位の多額の交付金が

事務局でございました網走市の管理する口座を経由する状況となってございました。このため地

域に適した担い手育成プログラム作成、事業手続きの円滑化、さらには預金口座管理の事故防止

の面から、支庁、市、町単位による協議会のあり方が適切と言うふうに考えられまして、今年度、

平成２１年度において広域による斜網美津担い手育成協議会を解散いたしまして、各市や町の地

域毎に協議会を設立したという経緯でございます。但し、大空町は旧東藻琴村の農協が網走市と

合併したと言うことから、大空と網走は一つの協議会として網走市が事務局を担ってございます。

会員構成は町、農業委員会、農業協同組合、農業改良普及センター清里支所となってございます。

内容につきましては、資料によりまして河合総括主査よりご説明申し上げます。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、清里町担い手育成総合支援協議会が行っております、受け皿となって補

助金を受けている部分、こちらの事業に関して大きな事業で４つご説明させて頂きたいと思いま

す。まず１番目でございますが肥料燃油高騰対応緊急対策事業、これは国の助成金と道の補助金

から成るものでございます。まず、この中で燃油とされている部分ですが、これは肥料と読み替

えて頂きたいと思います。肥料の使用料を２割以上低減する農業者グループに対して、肥料費の

増加分の、昨年高騰した部分の７割の助成を行っていくと言うことになります。なお、肥料の低

減につきましてはこれまで取り組んできた技術、新たに取り組む新技術という事で過去の実績も

含んだ中で２割以上の低減を行っていくと言ったものが助成の対象になります。助成、補助の総

額でございますが、申請時の金額で３億９千４９５万３９８円、この額につきましては今後行い

ます実績報告によって変動するものでございます。この内訳といたしまして国の助成金が３億８

千５８万９千３９８円、道の補助金が１千４３６万１千円となっておりまして、国の助成金につ

きましては平成２１年３月末に５０％のお金が事業実施者に入っております。今月１９日に２０

％分が入って参ります。残りにつきましては実績に基づきまして１２月までに支払われるという

形になって参ります。道の補助金につきましては２１年の３月末で全ての額が振り込まれている
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と言ったことになっております。２０年度、２１年度については、各々、ここに書かれている額

が入ってくる見込みとなっております。次に申請の流れでありますが、こちらの事業実施者は農

業協同組合、農協組合員以外の任意の団体という事で２つの団体が事業実施者となっております。

その中に農協が２２９名の農家の方、組合員の他の団体の方については３件の農業者の方々が含

まれまして、農家２３２件といった形になっております。２つの団体から申請を頂きまして、清

里の担い手育成総合支援協議会が確認行為を行って、北海道の肥料・燃油等価格高騰対策推進協

議会に申請を上げて、最終的には国の方に申請が上がって行くという、そんな形になっておりま

す。次に補助金の流れとして具体的なお金の流れですが、国から北海道の肥料・燃油等価格高騰

対策推進協議会にお金が下りて参りまして、お金につきましては協議会を通らずに事業実施者に

交付されると言ったような形になっております。肥料関係は以上でございます。 

 次に食料自給力向上緊急生産拡大対策事業、これは２１年度のみの単年度事業でございますが、

２０年度から２１年度にかけて所有面積を拡大し、麦を作付けした経営者に対して平方メートル

当たり１５円を国が補助するといった制度でございます。清里町においては２０戸の農家の方が

該当しまして、２８万２千４３６平方メートルが対象面積となっております。補助金額、単価を

掛けますと総額で４２３万６千５４０円となって参ります。こちらについては、今、計画書を作

成して提出した段階でございまして、今のところ未だ未申請でございまして、これは予定の額で

ございます。申請の流れにつきましては、農家から申請が上がったものを協議会がまとめまして

北海道水田農業推進協議会に申請を上げて行く形になってございます。補助金につきましては国

から北海道水田農業推進協議会、それから清里町担い手育成総合支援協議会に参りまして申請者

の方に交付して行くと言ったようなお金の流れになろうかと思います。 

 次にページをめくって頂きまして、３番目の担い手経営革新促進事業でございます。これは面

積の規模拡大を行いまして麦、大豆を作付けしている部分の助成でございます。１８年度を基準

として、比較して作付面積を拡大した部分の助成金でありまして、２０年度の実績につきまして

は１千４９５万４千円となっております。内訳としては麦、大豆分で８２４万５千円、てん菜、

馬鈴しょ分として６７０万９千円となっております。この事業でございますが、こめ印で書いて

ございますが、平成２１年度より事業見直しによりまして組み換えがありまして、２つの制度に

分割されることになりました。２番目の食料自給力向上の麦の部分が水田協議会に移行されたこ

とによりまして、２１年度より水田等有効活用促進対策事業・食料自給力向上緊急生産拡大対策

事業としまして、こちらの方に麦、大豆という形で扱いが代わります。その部分でゲタのない規

模拡大がありました麦、大豆に関する助成が行われて参ります。申請の流れにつきましては、対

象農家から申請がありまして担い手協でまとめまして、こちらの麦、大豆は北海道水田農業推進

協議会に上げて行くといった形になってございます。補助の流れはその逆で、国から道水田協、

清里町担い手協、それから対象者に交付される形になります。その下の担い手経営革新促進事業、

こちらにつきましては馬鈴しょとてん菜分でございます。こちらにつきましては従来と同じよう

に北海道担い手育成総合支援協議会で扱いまして、対象農家から申請があった部分について清里

担い手協でまとめまして、北海道の担い手協に申請を上げて参ります。補助金の流れにつきまし

ては国から北海道の担い手協にお金が下りて参りまして、清里の担い手協は通らずに直接対象者

に交付されるといった形になっております。３番については以上でございます。 

 ４番目でございます。平成２１年度地域担い手経営基盤強化総合支援実験事業でございます。

こちらにつきましては、担い手による融資を主体としました農業用機械の導入に際しまして自己
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負担分の補助と言ったような形で行われる事業で、具体的にはここに書いております通り農器具

の購入に対する補助支援と言ったような形で、補助率は最大で３０％という事になっております。

こちらの方につきましては１７戸の農家が対象となっておりまして、平成２１年度の割当て内示

につきましては２千７５３万１千円となっております。申請につきましては、清里町の農家から

上がった意向を清里町担い手協でとりまとめまして、清里町担い手育成総合支援協会が申請とい

った形になって参ります。道の協議会に申請を上げまして国まで行くと、こういった形になりま

す。補助金の流れにつきましては、国から道の協議会を通らずに直接清里の協議会の方にお金が

入って参ります。そのお金を申請した農家の方々に配分すると言ったような事になって参ります。 

補助金額でございますが、平成２０年度につきましては２億１千９６０万７千８８９円、これは

２０年度中にお金が入ったものとなってございます。平成２１年度、こちらは見込みになります

が、２億３千７０１万８千円になろうかと言うことでございます。担い手協が行っている補助事

業の大きなものにつきましてご説明いたしました。以上でございます。 

 

○産業課長 

 その他に水田・畑作経営所得安定対策の補助金といたしまして、２０年度は固定払い、成績払

いを含めまして、２９億９千５００万程のお金が拠出されてございます。今年度の２１年度につ

きましては申請前でございますので数字は出てこないと言うような報告が来ております。この他

に北海道農地・水・環境保全対策協議会というのがございまして、これは２つのプロジェクト、

上斜里と江南ということで合わせて２千万円程のお金が流れていると言うことでございます。以

上で支援協議会について説明とさせて頂きます。 

 

○委員長 

 産業課からの説明でございましたが。 

 

○産業課長 

 もう１件、総務課の方から農山漁村活性化プロジェクトの関係で説明があったかと思いますが、

私の方で関係する麦乾施設の関係の報告だけ簡単に申し上げさせて頂きます。ご存じのように新

品種きたほなみになりまして、２割増ということで現状の麦乾施設が手狭になるということで、

前にもご説明申し上げましたが、本年度の４月３０日には網走支庁長、副支庁長含めまして関係

部への要請、５月１４日には道農政部、関係部、高橋道議への要請を行ってございます。これは

すでにご報告しておりましたが、加えまして６月定例会の一般行政報告にもございますが、当日

は議長さんにも御足労お願いいたしましたが、町長、議長、農業協同組合長、３者による最終的

な国への要請活動を実施してございます。６月２７日、地元選出の国会議員武部代議士の要請活

動を行いました。その後、先生のお声掛けを頂きまして国、農林水産省の生産局長、室長ほか課

長補佐に要請行為を行って参りました。その辺をご報告いたしました。以上でございます。 

 

○委員長 

 その他、皆さんからございませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 無いようなので終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 １２時を過ぎましたが、あと２件、保健福祉と焼酎なので引き続き行うということで宜しいで

すか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは続けたいと思います。 

保健福祉課より協議・報告事項についてお願いしたいと思います。 

平成２０年度介護老人保健施設きよさとの運営状況についてのご説明をお願いします。  

 

○保健福祉課長 

それでは保健福祉課から、平成２０年度介護老人保健施設きよさとの運営状況につきまして、

議案の２７ページでご説明いたします。この施設は開設者は町、運営を指定管理者制度により平

成１７年度から清里町社会福祉協議会に委託をしている施設でございます。最初に１の入所者・

通所者の利用状況につきましては、一番下の月平均欄で説明しますと、入所者の平均６７.２人と

短期入所者２.４人を合わせ、入所部門では６９.６人、入所率にいたしまして、一番右側の欄にな

りますが、平均９６.７パーセントとなっております。また、通所部門については１日当りの平均

通所者は１２.０人となっており順調に推移しております。２の入所者の状況は、３月末の入所者

数は６７名、短期入所者がその他に３名、合計では７０名。その内清里町の入所者は、欄の右端

になりますが３３名で、概ね入所者の半数を占めているところでございます。３の利用者の介護

度区分及び４の利用者の年齢区分については、後ほどご覧頂きたいと思います。５の職員の配置

状況については、町から派遣の事務長を除き社会福祉協議会の職員・臨時職員で構成され、委託

を含めまして平成２０年度は５４.５人体制で施設運営を行っております。６の１ヶ月当りの施設

入所料金は介護保険料の負担段階と介護度区分により決定されますが、第１段階から第３段階ま

で、町民税の非課税世帯ですが、高額介護サービス費の支給で戻ってくる分がありますので、実

質の負担は居住費と食事代を含めまして、この表の通り第１段階の入所料金は２万４千円、第２

段階は３万６千３００円、第３段階は５万３千７００円となり、第４段階は町民税課税世帯でご

ざいますが７万６千８９０円から最高額で８万３千１６０円となっております。以上で説明を終

わらさせて頂きます。 

 

○委員長 

 保健福祉課からの説明でございましたが、ご意見ございませんか。 

  

○加藤委員 

 常勤換算とはどういう事ですか。 

 

○保健福祉課長 

 昨年は、１日８時間で１人としてカウントいたします。従いまして４時間働いている人、例え

ば午前中４時間働いている人、もう１人午前中４時間働いている人、その場合足しまして８時間
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で１人となります。時間数を積み上げて行って、１日８時間労働で割り返して人数を出します。 

 

○委員長 

 宜しいですか。他に無いようなので終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

焼酎事業所より、平成２０年度販売結果及び決算についてご説明願います。 

  

○焼酎事業所長 

 ２８ページ、２９ページにつきましてご説明いたします。１月までの分につきましては既にご

報告させて頂いておりますので、２月分、３月分からご説明させて頂きます。２月の販売額は４

０７万２千円程であり前年同月対比で１０５万２千円程の減であり、３月の販売額は４７８万５

千円程であり前年同月対比で３２万１千円程の減でありました。平成２０年度の焼酎販売額は前

年度より１千１８万５千円程少ない８千９７１万円程で終結をいたしております。最終予算額に

対しまして３６万８千円程多い額で終結いたしております。販売先別の販売額を平成１９年度と

比較しますと、卸業者関係で６２０万円程の減額、直接販売関係では３６９万程の減額で、合わ

せて１千１８万５千円程の減となっております。 

次に２９ページの決算総括表をご説明いたします。歳入全体の決算額は最終予算額より３８万

１千円程多い１億１千１７８万４５８円でありました。歳出では１億８５４万３２８円の決算額

でありまして、予算残額は２８５万８千６７２円となっております。従いまして、３２４万１３

０円を平成２１年度へ繰越したところでございます。なお、平成２１年度繰越金は当初予算額５

０万円を計上いたしまして、残りの約２７４万円の補正予算処置つきましては今６月定例議会で

はなく９月定例議会で販売の動向や支出面などを考慮して補正をさせて頂く所存でございますの

で、ご理解をお願いいたします。 

 

○委員長 

 続きまして平成２１年度の販売状況についてお願いします。 

 

○焼酎事業所長 

 次に３０ページの平成２１年度の販売状況についてご説明いたします。４月につきましては前

年度同月より１１３万円程多い５７８万７千円程の販売額でありましたが、５月は一転して前年

度同月より１６７万６千円程少ない５９８万４千円程の販売額となっております。５月を分析し

ますと卸業者関係が１９３万円程落ち込んでおります。直接販売は逆に２５万円程伸びておりま

すが、道内の卸業者を通じた小売店販売等が不振だったためと思われます。簡単ですが、以上で

説明とさせて頂きます。 

 

○委員長 

 まとめて、ご意見がございましたら受けたいと思いますが。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 無いようなので終わらさせていただきます。ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 これで町からの協議・報告について終わります。 

３番目の意見書の検討ということで。 

 

○事務局 

意見書は記載の通り、斜里地区連合清里支部会長名で３件提出されております。内容は本文の

一部朗読により説明とさせていただきます。  

１件目、３６ページ、北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書案です。下から８行目

からです。（以下朗読） 

２件目、３８ページ、勤労貧困層の解消に向けた社会的セーフティネットの再構築に関する意

見書案、記書き以下です。（以下朗読） 

３件目、４０ページ、全国健康保険協会管掌健康保険の財源調整機能の拡充等を求める意見書

案、記書き以下です。（以下朗読） 

以上の３件で、意見書の内容及び議会提出者を委員長名で宜しいかのご協議をお願いします。 

 

○委員長 

 ３案の意見書について提出ということで宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

それでは案通り提出いたします。 

４番目次回委員会の開催についてですが未定ということです。５番目その他ございませんか。 

 

○事務局長 

 連絡事項です。ご案内のとおり定例会については６月２５日ということで１８日にご案内を差

し上げる予定です。一般質問につきましては６月２２日、月曜日、５時までとなっておりますの

で宜しくお願いいたします。また、２５日、本会議終了後は議員協議会ということで町長の方か

ら診療所の経過等についてございます。また、終了後議員会のパークゴルフを予定しております

ので宜しくお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

一般質問は２２日までということで、皆さん宜しくお願いいたします。 

第５回産業福祉常任委員会を終わらさせて頂きます。長い時間掛かりましたが皆さんご苦労さ

までした。 

（閉会 午後１２時２５分） 


