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第３回産業福祉常任委員会会議録 

平成２２年３月１日（月） 

    開 会     午前１０時５７分 

    閉 会     午後１２時０５分 

 

 
○会議に付した事件 

１・町からの協議・報告事項について 

●焼酎事業所 

①平成２１年度販売状況について   

②平成２１年度焼酎事業特別会計補正予算（第２号）について  

③平成２２年度焼酎事業特別会計予算について  

●町民課 

①平成２１年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について 

②清里町国民健康保険税条例の一部改正について 

③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   

④平成２２年度地方税改正の概要について  

⑤平成２２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 

⑥平成２２年度国民健康保険事業特別会計予算について 

⑦平成２２年度老人保健特別会計予算について  

⑧平成２２年度後期高齢者医療特別会計予算について 

●建設課  

①平成２１年度一般会計補正予算（建設課所管分）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２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２号）について 

④平成２２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２２年度簡易水道事業特別会計予算について  

⑥平成２２年度農業集落排水事業特別会計予算について  

⑦道路占用料徴収条例の一部改正について  

⑧町道の道道昇格について 

●産業課 

①清里町農山村景観・自然環境保全施設設置条例の一部改正について 

②平成２２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 

③清里町農協が事業実施主体となる「穀類乾燥調製貯蔵施設」に対する支援について 

④農山村景観・自然環境保全施設（斜里岳山小屋）の指定管理者の選定について 

⑤平成２１年度地域振興券の交付結果について  

⑥清里町農業振興計画について 

●保健福祉課 

①平成２１年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 
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②平成２１年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

③平成２２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２２年度介護保険事業特別会計予算について  

⑤診療所土地及び建物の無償貸与について  

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 
○出席委員（７名） 

    委員長  澤 田 伸 幸       副委員長  勝 又 武 司 

     委 員   細 矢 定 雄       委  員   加 藤 健 次 

      委 員    藤 田 春 男    委   員    中 西 安 次 

委 員   田 中   誠       ※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 

■焼酎事業所主査    松浦  聡  ■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  ■税務・収納Ｇ総括主査   溝口 富男 

■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  ■産業課長         宇野  充     

■農業Ｇ総括主査    河合 雄司  ■商工観光・林政Ｇ総括主査 進藤 和久 

■商工観光・林政Ｇ主査 山口 史朗  ■農業Ｇ主査        泉井 健志 

■保健福祉課長     島澤 栄一  ■福祉介護Ｇ主幹      小貫 信宏  

■保健Ｇ総括主査    薗部  充 

 

 

○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 

 第３回産業福祉常任委員会を開催いたします。 
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○委員長 

町からの協議・報告事項について、焼酎事業所よりご説明願いたいと思います。 

 

○焼酎事業所主査 

 それではご説明させて頂きます。３ページの平成２１年度販売状況についてご説明いたします。

１２月の焼酎販売は１千４０万９千円で、前年同月対比は２０万２千円ほどの増。１月につきま

しては２５９万５千円で、前年同月対比で６０万円の減であり、ほぼ前年並みで推移しておりま

す。累計では前年対比で８２９万４千円の減となっております。減の内訳といたしましては卸業

者が主なものであります。以上でございます。 

 

○委員長 

 販売状況についてご質問ありますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に行きます。２番目、平成２１年度焼酎事業特別会計補正予算（第２号）についてご説明を

お願いします。 

 

○焼酎事業所主査  

それでは４ページの、平成２１年度実行に伴います補正予算の内訳についてご説明いたします。

歳入歳出ともに１６３万１千円で減額させて頂きます。歳入の財産収入は６４万２千円の減額で、

最終予算額８千６２万円であります。製品の販売本数は全体で約８万１千３００本、販売数量は

アルコール２５度換算で約６１キロリットルを見込んでおります。一般会計繰入金は９８万９千

円を減額いたします。歳出の説明を行います。総務費は１４１万６千円を減額いたします。内訳

は職員手当と報償金は不用額を、委託料及び工事請負費は入札執行残及び不用額を減額いたしま

す。最終予算額を３千８０３万円とするものです。なお職員手当及び工事請負費は一般会計繰入

金を充当しております。製造費は１６万５千円を減額し、最終予算額を５千８５０万１千円とす

るものです。手数料、加工用原料費は不用額を、器具購入費は入札執行残を減額いたします。公

債費につきましては今後支出の見込みがありませんので、５万円全額を減額いたします。歳入歳

出予算ともに１６３万１千円を減額させて頂き、総体の最終予算額を９千６５３万１千円とさせ

て頂きます。以上でございます。 

 

○委員長 

 焼酎事業特別会計補正予算の説明でございましたが、質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようなので、平成２２年度焼酎事業特別会計予算についてお願いしたいと思います。 
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○焼酎事業所主査 

５ページから７ページの平成２２年度予算についてご説明いたします。１２月の当委員会にお

いてご説明いたしました焼酎醸造事業の経過と基本方策に基づき予算を計上しております。最初

に７ページの製造販売計画からご説明いたします。２２年度の製造数量は１の製造計画の通り、

２８回仕込みの５０キロリットルで計画しております。販売数量は２の販売計画の通り、製品販

売本数は焼酎製品で８万９千４５０本、焼酎販売数量は６７キロリットルで計上しており、販売

額は８千万円であります。５ページにお戻りください。 

続きまして予算の総括表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２千

万円減額の８千万円であります。２款繰入金は前年度より４２３万円減額の９４０万円でありま

す。総務費に充当させて頂きます。３款繰越金は前年度の同額の５０万円であります。４款の諸

収入は前年度より１万円減額の２万円であります。歳入合計の予算額は前年度より２千４２４万

円減額の８千９９２万円であります。歳出についてご説明いたします。総務費は３千７４６万５

千円の予算額で、前年度予算より１７３万１千円の減額であります。人件費の減、報償費の減、

工事請負費の減が主な要因であります。製造費は前年度より２千２４８万９千円の減で５千２４

２万５千円であります。製造費と瓶詰めなどに要する経費であります。公債費は前年度より２万

円減の３万円であります。歳出合計は８千９９２万円です。 

６ページの款別・性質別・節別予算分類表をご覧下さい。人件費は共済組合負担金の負担率改

正による増などによりまして前年度より２３万２千円の増であります。物件費は前年度と比較し

て２千４４５万２千円の減であり、製造経費及び瓶詰め経費が主な要因です。賃金、需用費、原

材料費の減は製造計画数量の減によるものです。備品購入費の増はじゃがいも破砕機１台購入に

よるものです。公課費の減は販売計画数量の減によるものであります。以上でございます。 

 

○委員長 

 ２２年度焼酎事業特別会計予算のご説明ですが、質問を受けたいと思いますが。 

 

○藤田委員 

 ７ページなんですが、２２年度の予算は大体分かったけれども在庫は。在庫は売値にしてどれ

くらい残っているのか。分かる範囲で、大まかな数字で良いが。 

 

○焼酎事業所主査    

前回の委員会でもご報告させて頂きましたが、２５度換算で今年度末で４７０キロリットル程

度と見込んでございます。正確な数字は記憶していませんが、だいたい１リットル当たり２００

円として約１億円程度。製品にする場合にはこれに瓶ですとかラベル、さらには瓶詰め経費が加

わりまして製品化されます。 

 

○藤田委員 

 前年度と比較して２千万から３千万下がるから、大体トントンになる計画を作っていると思う

が。 

 

○委員長 
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 製造量も減と言うことで、経費節減もあると思います。 

 

○田中委員   

売上げが年々下がっている訳で、さっきの説明では卸売りの売上げが下がっていると言うこと

ですが、地元消費は伸びているのか横ばいなのか。 

 

○焼酎事業所主査 

 今、正確な数字はございませんが卸販売には地元の小売店さんも入っております。直接イベン

ト等で行っているのもあるんですが、合わせますと全体的な、だいたい前年度比１０％程度下が

って来ているんですが、地元についても同じような状態だと考えております。 

 

○田中委員 

 焼酎ブームが下火になってきたと言うことで、焼酎を販売する側から見て要因はどんな風に考

えているのか。 

 

○焼酎事業所主査 

 確かに全体的な焼酎ブームが沈静化していると言う部分もございますけれども、きよさと焼酎

は観光地でお土産用としてもご利用頂いてまして、知床ですとか網走の観光地での減。あるいは

地元について言いますと飲食店の数の減少、あるいは飲酒人口の減少等も影響しているのではな

いかと考えております。 

 

○田中委員 

 味も大事だと思うが瓶の見た目だとかデザイン、そう言う販売方法だとか。プロの専門的なア

ドバイスは受けているのか。 

  

○焼酎事業所主査 

 きちっとした形ではやっておりませんけれど、卸や取引先等に、何かの色々な機会を通してア

ドバイスや意見等を頂きながら参考にしながら進めております。 

 

○藤田委員 

 新年度予算の総務費は３千７００万掛かって、製造費は５千２００万で、これでまた今年の秋

に繰入れが１千万も追加で出てくれば固定経費と製造費がトントンの状態なんだよね。焼酎もど

んどん伸びていれば別なんだけれど、下がって行くような状況の中では３年位の間にきちっとし

た考え方、そう言う面を考えて頂いて。昔、清里の名前を売るから２億でも３億でも宣伝費とし

て安いもんだと言うこともあったが、いよいよ本番に来た。清里町内だけで売れるような焼酎、

方向転換して行くような考え方を、当局にも考えて頂く時期がきたと言っておきます。 

 

○委員長 

 答弁は不要で良いですね。 
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○中西委員   

 製造費が３割減って、このまま行くと３年位で、少しづつ減らして行くのであれば無くなって

しまう。そうではなくて余ったので何とかするから製造費を減らしたのか。その辺もあると思い

ますが製造工場が製造費をどんどん何割も減らして、３年したら無くなってしまう。２２年度は

苦肉の策で３割減らしていくのか、その辺はどうなのか。 

  

○焼酎事業所主査 

 １２月の当委員会で説明申し上げました基本方策の中で、在庫が適正を超えていると言うこと

で、製造費は勿論ゼロにはできませんが。計画していますのは６０キロ程度販売して製造につい

ては３０キロくらい。差し引き年間で３０キロ程度の在庫を減らしながら適正在庫を目指して行

きたいとことで進めさせて頂いているところでございます。 

 

○加藤委員 

 適正在庫って言うのはどれくらいの量か。３年間で適正と言う感覚になるのか。１００キロを

減らせば４７０キロの内３５０キロくらいと言う意味なんでしょうかね。 

 

○焼酎事業所主査 

 同じく前回説明させて頂きましたが、適正在庫は１５０キロから１８０キロ程度と考えており

ます。現状の販売数量であれば、調整するには数年ではなく１０年程度かかると考えております。 

 

○委員長 

 宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 以上で終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 続きまして、町からの協議・報告事項について町民課ですけども、７件ございます。順次お願

いいたします。 

 

○町民課長 

 町民課所管に係る補正予算、条例改正、平成２２年度の予算につきまして担当よりそれぞれご

説明いたしますので、審議のほど宜しくお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 平成２１年度清里町国民健康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。 

８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。３款 

国庫支出金２千８４１万３千円減額の主な要因につきましては、本年度の医療費が落ち着いたこ

とにより療養給付費負担金が減額になったものであります。 
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７款共同事業交付金１千３９５万４千円の減額につきましては、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、費用額で言うと３０万円以上の医療費に係る交付金で、国庫支出金同様医療費が落ち

着いたことによる対象者の減によるものであります。９款繰入金２千５８万４千円の減額につき

ましては、医療費増加の懸念により、当初予算で法定外の繰入金として一般会計からの３千万円

を予定しておりましたが、そのうち２千万円を減額するものであります。今後の医療費の動向を

見て残り１千万円について対応いたします。続きまして下の表、歳出についてご説明いたします。 

２款保険給付費５千２２３万１千円の減額につきましては、歳入同様、医療費が落ち着いたこと

による療養諸費の減額によるものであります。７款共同事業拠出金８２９万２千円の減額につき

ましては、過去３ヵ年の医療費に基づき概算での拠出金が試算されておりましたが、平成２０年

度精算により拠出金が確定となりましたので減額するものであります。主な補正額の内容は以上

で、歳入歳出とも６千２４４万円を減額し、歳入歳出現計予算額は７億３千３９１万３千円とな

ります。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ２１年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）の説明でしたけども、質問を受けたい

と思います。ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは次をお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 清里町国民保健税条例の一部改正についてご説明いたします。この度の改正は地方税法の改正

に伴いまして保険税率等を改正するものでござまいす。２月２６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ございます。９ページの平成２２年度国民健康保険税

率改正案をご覧下さい。左側が改正前で右側が改正後でございます。今回の税率改正は課税限度

額の改正でございます。医療分の課税限度額４７万円を３万円引き上げ５０万円とします。支援

分につきましても、課税限度額１２万円を１万円引き上げ１３万円とするもので、合計４万円の

引き上げとなるものでございます。１０ページと１１ページは清里町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例案の新旧対照表でございます。１０ページをご覧下さい。第２条と第２３条に規

定してございます課税限度額４７万円と１２万円をそれぞれ５０万円と１３万円に改正するもの

でございます。１１ページをご覧下さい。第２５条で規定してございます後期高齢者保険導入に

伴い調整された社会保険などの被扶養者が世帯主の後期高齢者保険加入により、国民健康保険に

入られた場合、２年間の減免措置がございましたが、この２年間の年数制限を無くすものでござ

います。これは後期高齢者保険廃止までの間、軽減措置が継続される事に伴う改正でございます。

附則につきましては、施行期日と適用区分を定めるものでございます。以上です。 

 

○委員長 

 ただ今の、国民健康保険税条例の一部を改正する条例の説明でございますが、質問ございませ
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んか。 

 

○藤田委員 

 農家の息子が公営住宅に入るでしょ。皆こぼしているのは、これが２８万だとか３０万ぐらい

払わなくちゃならないんだって言う。そんな事考えたら、家賃と両方合わせたら月に６万か７万

なんだけども。家を建てたいんだけど建てられなく困ったなと言う。どうにもならないよね。何

か、そう言う後継者対策とかって出来ないのか。 

 

○町民課長 

 基本的には今説明した通りで、世帯分離は課税の対象になります。保険税については、財源は

皆さま方の保険税で運営している訳でございますが、限度額を引き上げないと、基本的には限度

額を引き上げないとむしろ、加重負担になっているのはまともに計算して限度額近くなるような

人が一番加重なんですよね。限度額については多い人は遥かに、まともに計算すると倍以上の倍

どころかそれ以上になる方もおられますし、ですからそう言うことでその限度額については必ず

引き上げて行きたいという考えです。今言われた関係についてはお気持ちとしては十分に分かり

ますが、今のところはそんな風になっておりますのでご理解頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 よろしいですね。それでは３番目。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 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説明

いたします。１２ページ目をお開き願います。今回の条例改正につきましては身体障害者福祉法

施行令の一部改正により、肝臓機能障害が新たに身体障害者の認定基準に追加されたことに伴い、

第 2 条第１項第１号について肝臓機能障害を加える条例文言の整備を行い、右側の表アンダーラ

インにありますように直腸の次を、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓に改め

るものであります。附則につきましては施行期日を規定しております。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ３番目宜しいですね。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 ４番目お願いします。 

 

○税務・収納Ｇ総括主査 

 平成２２年度地方税改正の概要についてご説明をいたします。１３ページをご覧下さい。平成

２２年度地方税改正の内容でございますが、１点目といたしましては個人住民税の扶養控除の改

正になります。１６歳未満の扶養親族に係る扶養控除３３万円が廃止となります。それから１６

歳以上１９歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分１２万円を廃止し、扶養控除の額
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を３３万円といたします。なお、１９歳以上２３歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除４５万円

及び２３歳以上７０歳未満の扶養親族に係る扶養控除３３万円については現行どおりとなりま

す。この改正は、平成２４年度分以後の個人住民税について適用されることとなります。２点目、

自動車関連諸税の税率等でございます。まず燃料課税でございますが、軽油取引税について、現

行の１０年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、現在の税率水準を維持いたします。原油価

格の異常な高騰が続いた場合には、本則税率を上回る部分の課税を停止するような法的措置を創

設いたします。車体課税です。自動車所得税について現行の１０年間の暫定税率は廃止した上で、

当分の間、現在の税率水準を維持いたします。自動車重量税（国税）の税率の引き下げに伴い地

方に減収が生じないよう、自動車重量譲与税の譲与割合を３分の１から１千分の４０７に引き上

げます。１４ページをご覧下さい。たばこ税の税率の改正でございます。地方たばこ税の税率を

次のように引き上げます。都道府県たばこ税、１千本につき現行１千７４円を１千５０４円に。

市町村たばこ税、１千本につき現行３千２９８円を４千６１８円に。合計で１千本につき４千３

７２円が６千１２２円、１千７５０円の増税になります。上記の改正は平成２２年１０月１日か

ら適用されます。４点目、税負担軽減措置等の見直しでございます。地方税における税負担軽減

措置等の見直しと言う事で、納税者の視点に立って公平で分かりやすい仕組みを構築する観点か

ら、固定資産税、不動産取得税等を中心に見直し、全体の件数で２８６項目の見直しになってお

ります。うち、今回の見直しの対象となったものは９０項目で、２１年度末期限到来するものが

７６項目、その以外のもの１４項目。見直した結果、拡充が６項目、単純延長が２７項目、縮減

が１０項目、廃止が４７項目となっております。地方税における税負担軽減措置等の透明化と言

うことで、地方税における税負担軽減措置等の適用実態の透明化を図るとともに、適宜、適切な

見直しを推進するため適用実態を把握し、その結果を国会へ報告いたします。上記の国会報告は

平成２４年度から行う予定となっております。施行期日は平成２２年４月１日となっております。

以上でございます。 

 

○委員長 

 地方税改正の概要でした。質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようなので、一般会計当初予算主要施策事業についてお願いします。 

 

○町民生活Ｇ主幹 

 平成２２年度一般会計当初予算主要施策事業（町民課所管分）についてご説明いたします。１

５ページをお開き下さい。２款総務費、５目自治振興費のまちづくり地域活動推進事業交付金で

ありますが、これにつきましては自立のまちづくり計画重点事業である地域パートナーシップ事

業を進めるため、自治会等を主体として地域活動の支援を行うものであります。事業費は運営費

交付金として４７５万円、事業交付金として５２５万円で、事業費総額として１千万円を計上し

ております。詳細、財源内訳は記載の通りでございます。次に１目徴税費、固定資産（土地）評

価替鑑定評価委託事業でありますが、本件につきましては３年に一度の評価替えに伴う土地の鑑

定評価業務の委託を行い、今回３７地点の適正な評価を実施するものございます。事業費は２３
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３万１千円を計上しております。財源内訳は記載の通りでございます。次に４款衛生費、３目各

種医療対策費の乳幼児等医療費扶助事業でありますが、本件につきましては乳幼児等医療費の助

成を北海道の乳幼児医療費補助に町の拡充分を上乗せして補助を行うものであります。北海道医

療補助では所得制限により自己負担がございますが、町の拡充助成により所得制限を設けず全額

扶助を行うものであります。対象者は未就学児童１７１名、小学生２２４名、計３９５名です。

事業費は１千１５５万円を計上してございます。財源内訳は右記載の通りでございます。次に１

目清掃事業費、ごみ処理業務委託事業でありますが、本件につきましては一般廃棄物の収集・処

理業務を円滑に行い生活環境の保全を図るものであります。事業費は４千６５７万１千円を計上

しております。財源内訳は右記載の通りであります。次に清掃センター長寿命化計画策定業務委

託事業でありますが、本件は清掃センター老朽化に伴う施設機能の延命化のための計画を策定し、

今後の計画的な施設改修を図るものでございます。事業費は４５０万円を一般財源で計上してお

りますが、現在、国の交付金事業の採択認定の協議を行っておりますので、事業採択となりまし

たら再度ご報告をさせて頂きます。以上で町民課所管分の主要施策事業について説明を終わりま

す。 

 

○委員長 

 ２２年度一般会計当初予算の説明でしたけれども、聞いておきたい事があれば受けたいと思い

ますが。特別委員会もありますが。 

（「なし」との声あり） 

 

○税務・収納Ｇ総括主査 

 先ほどの４番の地方税改正の概要についてで、申し上げ忘れた事がございますので宜しいでし

ょうか。 

  

○委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○税務・収納Ｇ総括主査 

 地方税の改正の関係で清里町税条例の方の改正が今後予定されるのですが、法が成立後、国の 

改正内容の詳細が示されてから、清里町税条例の方の改正の予定となっております。現在の見通

しは国からの詳細が３月の末頃になると思いますので、その頃もしくはそれ以降に改正の方を行

うようになりますので宜しくお願いいたします。 

 

○委員長 

 それでは５番目をお願いいたします。国民保険事業特別会計予算について。 

 

○町民生活Ｇ主査 

平成２２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１７ページ目をお開き願いします。２款保険給付費につきまして

は、事業費合計４億５千８０４万４千円を国庫支出金１億１千３０４万７千円、道支出金２千７
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００万円、その他１億８千１９０万３千円、一般財源１億３千６０９万４千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８千２０１万３千円を国庫支出金２

千７８８万円、その他２千９８６万１千円、一般財源２千４２７万２千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３千７００万円を国庫支出金１千３０８万円、そ

の他１１１万６千円、一般財源２千２８０万４千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１億２６３万７千円を、国庫支出金４３５万

９千円、道支出金４３５万９千円、その他７千８７２万円、一般財源１千５１９万９千円を財源

に計上しております。８款保健事業費でありますが、特定健診・保健事業費合計５７５万１千円

を国庫支出金６５万１千円、道支出金１２３万６千円、その他６３万３千円、一般財源３２３万

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１６ページ目をお開き願います。２

２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８千６５万円を減額し、歳入歳

出予算額７億３９４万円となります。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 国民健康保険の当初予算の説明でございますが、何かありますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 では、６番目の老人保健特別会計当初予算についてお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 平成２２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１９ページ目をお開き願いします。老人保健特別会計につきましては、平成２０

年４月支出分医療費及び過去の不正請求の精算に係る費用の計上となっております。１款医療諸

費につきましては事業費合計５４万３千円を一般財源で計上しております。１ページお戻りいた

だき１８ページをお開き願います。平成２２年度老人会計につきましては本年度末をもちまして

特別会計が終了いたしますので、精算行為に係る費用として前年対比１４万９千円を減額し１７

５万２千円となります。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 老人保健特別会計当初予算の説明でした。何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ７番目の後期高齢者医療特別会計当初予算についてご説明お願いします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 平成２２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２１ページをお開き願いします。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５千１１０万２千円をその他１千３９４万６千円、一般財源３千７１５
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万６千円を財源に計上しております。１ページお戻りいただき２０ページをお開き願います。平

成２２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１６７万９千

円を増額し、歳入歳出とも５千２１２万４千円となります。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 後期高齢医療特別会当初予算の説明でした。何かございますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 町民課全体で何かございませんか。質問がございましたら受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので、終ります。ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 町からの協議・報告、建設課からご説明を頂きたいと思います。８件ございますので順次お願

いいたします。 

 

○建設課長 

 建設課関係の協議・報告事項と言う事で８件上げてございますので、担当の者から順次説明を

行いますので宜しくお願いいたします。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、平成２１年度一般会計補正予算２２ページから２４ページまでご説明を

させて頂きたいと思います。まず２２ページをお開き下さい。ここでは歳入の部分でございます。

使用料及び手数料と言う事で、道路占用料で１００万円の増額の補正。住宅使用料で５０万円の

増額の補正を予定してございます。国庫支出金、これは道路事業の国庫補助金につきましては先

週金曜日に事業費の事務検査が終わりまして事業費が全て確定しております。その実績に基づき

まして凍雪害防止工事につきましては６０万の減、交通安全施設等整備事業これは３線道路にな

りますが６５万５千円の減、耐震改修促進計画の策定業務につきましては１０万９千円の減、道

路橋梁費の国庫補助金といたしましては１３１万４千円の減と相成ります。国庫交付金の住宅費

国庫交付金、これについては住宅家賃の低廉化事業の交付金です。実績に基づいて７万３千円の

減と言う形に相成ります。続きまして２３ページの歳出のご説明させて頂きます。１点目の道路

橋梁費、これにつきましては道路等整備事業と言う事で町の単独事業となります。全て実績に基

づく減と言う形の中で、委託料については事務委託料と区画線引きなどの道路整備業務委託料、

それと測量業務委託料、あと指定管理者委託料、４つの工事に分かれておりますが、それぞれ減

額と言う形の中で委託料の総額１７万３千円の減と言う形に相成ります。工事請負費、これにつ

いてはオーバーレイの工事と言うことで３０万７千円の減と言うことになります。公有財産購入、

これについては実績がありませんので３０万円の減です。負担金補助及び交付金、これについて
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は北海道道路整備促進協議会で１千円の減、あと用地対策連絡協議会、これにつきましては２１

年度から負担金を必要無しと言う形の中で実績がゼロなり４万円の減、会議負担金は５千円の減、

と言う事で４万６千円の減となります。補償補填及び賠償金、これについては実績がありません

ので１０万円の減と言う事で、道路橋梁費については２４５万６千円の減と言う形になります。

道路新設改良費、これは補助事業の部分であります。先ほどのとおり工事全てが完了と言う中で、

凍雪害工事については７６万円の減、地方特定道路整備事業の工事請負については２３万５千円

の減と言う事で、工事請負費総体で９９万５千円の減と言うことになります。公有財産購入、こ

れは土地購入でありますが実績に基づいて２１万１千円の減となります。続いて２４ページ負担

金補助及び交付金、これは実績がありましたので１万円の減と言う事で、新設改良費全体で１２

１万６千円の減と言う形になります。財源内訳については、ここに記載のとおり国庫補助金、一

般財源と言う形の中で整理がなされております。続きまして２４ページの公園費に移ります。需

用費、これについては光熱水費で１０万９千円の減、緑ヶ丘公園の委託業務で４万２千円の減、

と言う事で公園管理費総体で１５万１千円の減となります。住宅費の町営住宅管理事業につきま

しては報酬として実績で１０万円の減、需用費の修繕料１００万円の減と言う形で、総体１１０

万円の減となります。財源内訳は記載のとおり低廉化交付金の７万３千円の減、一般財源で１０

２万７千円の減と言う形になります。以上です。 

 

○委員長 

 一般会計補正予算の説明でしたけど何かございますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ２番目の簡易水道事業特別会計補正予算についてお願いします。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

 それでは２１年度簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について説明させて頂きます。今

回の補正につきましては、主に事業完了に伴う精算によるものになっております。２５ページを

お開き下さい。下段、歳出。まず総務費につきましては一般管理費の人件費といたしまして、人

事院勧告による手当ての改正と給与改正に伴いまして１３万６千円の減となってございます。公

課費につきましては消費税納入の減で４万１千円の減。委託料といたしましてメーター器検針の

委託料３万７千円の増となりまして、合わせて１４万円の減となっております。続いて施設費で

す。調査設計業務の委託料の請負残３４万２千円の減、工事請負費、メーター更新・移設工事２

本合わせて工事請負残２２４万２千円の減。合わせて２５８万４千円の減となっております。公

債費はございません。基金積立金、今回の事業精算によりまして２６５万３千円の増となります。

現計予算の８千６０８万５千円に７万１千円減額いたしまして８千６０１万４千円とするもので

す。続きまして上段の歳入です。使用料及び手数料につきまして、水道使用料現年度分の実行精

査に伴いまして５０万円の減。繰入金、繰越金は変更ございません。諸収入は、雑入といたしま

して町道及び道道の水道施設移設補償金４３万１千円の増。合わせまして現計予算額８千６０８

万５千円を７万１千円減額いたしまして８千６０１万４千円とするものです。 

 続けて③の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）の説明をさせて頂きます。２６ペー
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ジを見て頂きたいと思います。農業集落排水につきましても、簡易水道事業同様今回の補正につ

きましては事業精算によるものです。下段の歳出です。総務費です。一般管理人件費、これにつ

きましては人事院勧告によります手当ての改正と給与改正によるものです。１０万４千円の減で

す。公課費です、消費税納入の減、３万４千円です。施設管理費といたしまして諸施設の管理業

務の委託費で２０万１千円の減です。備品購入費といたしましてメーター器の購入費３万６千円

の減。合わせて３７万５千円の減となってございます。続いて事業費です。委託料といたしまし

て下水道台帳作成業務の請負残３万６千円。工事請負費といたしまして移設工事、公共桝新設工

事、処理施設の修繕で１００万５千円の減。合わせまして１０４万１千円の減となっておりまし

て、現計予算額の１億３千３７５万８千円を１４１万６千円減額しまして１億３千２３４万２千

円とするものでございます。続いて上段の歳入です。分担金及び負担金、公共桝の新設に伴いま

す分担金で１６万７千円の増となっております。使用料及び手数料です。下水道使用料です。現

年度分の実行精算に伴います２０万円。財産収入はありません。繰入金です。今回の補正に伴い

まして、一般会計から繰入金１０５万１千円の減です。繰越金はありません。諸収入ですが、雑

入といたしまして下水道施設の移設工事の補償金３３万２千円の減。以上、現計予算額１億３千

３７５万８千円を１４１万６千円減額いたしまして１億３千２３４万２千円とするものです。以

上です。 

 

○委員長 

 簡易水道と、農業集落排水の特別会計補正予算の説明でございましたが、よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは４番目の２２年度一般会計当初予算主要施策事業について。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、平成２２年度一般会計当初予算の主要施策事業２７ページ、２８ページ

についてご説明をさせて頂きます。２７ページをご覧下さい。まず１つ目、総務費、地域振興対

策費と言う事で、平成２１年総務費の地域振興総合対策事業と言う形の中で事業が進められてお

りますが、２２年度建設課所管分といたしまして臨時雇用事業、これについては公園の環境整備

また、道路や公営住宅周りの環境整備と言う形の中で２８６万３千円の予算を計上しております。

住宅用太陽光発電システム、これについては昨年度補正予算によって導入費補助を進めておりま

すが、２２年度は１２件分３６０万円を予算の中で計上させて頂いております。合計６４６万３

千円、建設課所管分と言う形の中で地域振興総合対策事業の中に計上させて頂いております。続

きまして土木費、道路橋梁費の道路等整備事業、町の単独事業の関係です。これについては区画

線引き業務１万４千７００メートル、あとこれら町単独事業に関するところの測量業務委託、そ

の他事業費、土地の買収、補償費こう言ったものを含めまして総体８７９万４千円を計上してお

ります。財源内訳２７３万円につきましては道路占用料と図面交付手数料と言う形の中で計上を

させていただいております。道路橋梁及び河川指定管理事業、これにつきましては８千８２１万

８千円を予算計上させて頂いております。道路新設改良費、これについては国の補助金、交付金

の事業という形の中で４線道路の改良舗装３００メートル、３線道路の歩道整備、これは踏み切
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りの部分になります。３線道路は２２年度をもって事業完了と言う形になります。江鳶南につき

ましては改良１１０メートル、舗装で２２５メートル、総体で１億８千１３８万６千円。財源内

訳は国庫支出金、道路事業にまつわるところの起債、それと一般財源と言う形の中で計上をさせ

て頂いております。なお、この関係につきましては、うちの町から北海道に対する予算要求金額

をそのまま計上していると言う形になっておりまして、現在国の方の道路事業の予算配分の関係

を受けて北海道での予算配分、清里町での最終的な道路工事にまつわる予算配分、こう言ったよ

うな段階を踏んで行きますので最終決定については６月補正、こう言ったことを視野に置いて最

終事業費が決定になるのではないかと言うふうに見ております。なお、この道路工事に関する位

置図につきましては２８ページにカラーの図面でお示しの通りになってございます。続いて２７

ページ、住宅費の住宅建設費でございますが、これについては営林署跡地に計画的に整備を進め

ておりますが２２年度は１棟４戸、また外構といたしましては駐車場、周辺整備と言う事で総体

事業費９千５６４万７千円、財源内訳は国庫支出金と一般財源と言う形の中で計上をさせて頂い

ております。以上、簡単ではありますが説明に代えさせて頂きます。 

 

○委員長 

 平成２２年度一般会計当初予算の主要施策事業のご説明でした。意見等ありましたら受けたい

と思いますが。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ５番目の２２年度の簡易水道事業特別会計予算と６番目の２２年度農業集落排水事業特別会計

予算、続けてお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主査 
 それでは２９ページをお開き下さい。平成２２年度簡易水道事業特別会計予算案の下段、歳出

からご説明いたします。総務費につきましては人件費２名分の１千７０９万９千円、一般経費と

して施設管理費を含めた１千３６９万４千円、合わせて３千７０万３千円となっております。施

設費です。メーター更新の工事といたしまして１千９７０万円。昨年と比べますと５６０万円程

の増額となっております。公債費です。元金２千７０８万７千円に利息６９０万２千円。公債費

につきましては２１年度をピークとなっておりますので、昨年から比べますと１５万円程減額と

なっております。基金積立金１０万５千円。合わせまして８千３７０万７千円となっております。

上段の歳入です。使用料及び手数料、使用料５千４０万円、手数料１０万１千円、合わせまして

５千５０万１千円となっております。財産収入です。基金の利息といたしまして１０万５千円。

繰入金です。一般会計繰入金１千３９１万７千円、簡易水道基金繰入金１千７１８万３千円、合

わせまして３千１１０万円となっております。繰越金につきましては昨年同様２００万円とさせ

て頂きます。諸収入、預金利子といたしまして１千円です。昨年に比べますと移設補償の工事が

無いのでその分の１３４万３千円の減となっております。以上合わせて８千３７０万７千円とな

っております。 

続きまして３０ページを見て頂きます。平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計予算案

でございます。下段、歳出です。総務費、人件費１名分９７０万２千円。一般経費６２万円、合
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わせて３千３００万３千円となっております。事業費です。一般経費１２５万４千円に、委託料

は下水道台帳整備委託料に３００万円、工事請負費３４０万円を合わせまして４９５万４千円で

す。公債費につきましては元金６千３１５万７千円に利子２千９４万１千円を合わせて８千４０

９万８千円で、公債費につきましては平成１６年がピークでありまして、今年度につきましては

昨年に比べ５７３万１千円減となっております。以上を合わせまして１億２千２０５万５千円と

なっております。それでは上段、歳入です。分担金及び負担金、公共桝新設に係ります分担金１

０万円。使用料及び手数料の使用料３千６５０万５千円、手数料１４万８千円、合わせまして３

千６６５万３千円となっております。財産収入は生産物売払い収入２０万円。繰入金、一般会計

繰入金で８千３９８万１千円。これにつきましても公債費でも説明しましたが、昨年度比の５７

６万円の減です。繰越金１３０万円。諸収入は預金利息としまして１万円で、合計で１億２千２

０５万５千円となっております。以上です。 

 

○委員長 

 平成２２年度簡易水道事業と農業集落排水事業の予算の説明でしたが、質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 では７番目、道路占用料徴収条例の一部改正についてお願いします。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、道路占用料徴収条例の一部改正についてご説明をさせて頂きます。３１

ページをお開き下さい。町が管理する道路の占用料金につきましては、道路占用料徴収条例の中

の別表、道路占用料金表によって定めております。この表の基本となるのは道路法となりまして、

今回道路法施行令の一部改正に伴いまして、本町の道路占用料徴収条例を改正するものでござい

ます。この表の見方でありますが、表の上段に書いてありますが、左側から占用物件の種類、続

いて現行の占用料、一番右端に太く実線になっておりますが、国で改正された占用料金と言う形

に区分けされております。こう言ったような国にそって本町の部分も改正をして行きたいと言う

事で、少し具体的に申し上げますと、一番上をご覧下さい。本町は、電柱と言うのは現行料金表

のとおり７００円と言う形で電柱１種類しかございません。今回、国の方では第１種電柱、第２

種電柱、第３種電柱と言う区分けにされていまして、それぞれの占用料金が５３０円、８２０円、

１千１００円と言うふうになっております。第１種と言うのは１つの電柱に３条以下の電線が付

いているもの、第２種と言うのは１つの電柱に５条以下の電線が付いているもの、第３種と言う

のは６条以上と言う形の中で、１つずつ細切れに整理がなされていると言う中で、清里町の条例

と照らし合わせますと、減る物と増える物とこう言った形の中で整備がされていると言う形です。

電話柱についても１つの区分が３つの区分へと言う形になっております。あとはご覧の通りでご

ざいまして、本町で今現在無いものが追加される部分につきまして、郵便差出箱及び信書便差出

箱、本町に規定がございませんが４００円と言う形の中で追加で改定をして参りたい。また、中

段より下の方に、法第３２条第１項第３項及び第４号に掲げる施設と言う事で、具体的には鉄道

ですとか雪除けの施設になりますが、本町で規定がございませんので占用料１平方メートルにつ

いて１年間９５０円と言う形の中で提示をして行きたい。また、その下の部分のその他のものも
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本町に規定はございませんが、平方メートルにつき１年１００円と言う形の中で修正をかけて行

きたい。また、その下の欄につきましては、標識、旗ざお、幕、アーチこれらについて本町では

規定がございません。これについても、国の施行令に基づいて、こう言った形の中で提示をして

行きたい言うふうに考えてございます。本町の占用料金総体の中で、この改定する事によってど

れぐらい下がるのかと言う部分については、全体で約２割程度占用料金が下がって来る言う部分

でご理解をお願いしたいと思います。なお、国で示された道路法施行令に基づかないで本町で規

定しないと言う部分と言いますのは、地下街の部分、高速道路、トンネルこう言ったような本町

には該当のない部分については、道路法施行令に基づいてはおりません。削除と言う形の中で改

正をして行きたいと言うふうに考えています。宜しくお願いいたします。 

 

○委員長 

 道路占用料徴収条例の改正についてでしたが。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ８番目の町道の道道昇格についてのご説明をお願いします。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 ３２ページをご覧下さい。ここに図面でお示しをしていますが、町道の１６号道路、止別線か

ら摩周湖斜里線を交差して２線道路、清里小学校前の交差点までを４月１日付けで道道に昇格を

いたします。キロ数は５.５７キロメートルでございます。これに伴って、今般１６号道路の町道

路線の変更と言う形の中で議会の方に上程いたしますので宜しくお願いしたいと言うふうに思い

ます。１６号道路は止別線から清里小学校を越えて、１６号の昔のスキー場を上った所の交点、

Ｔ字路、そこまでが１６号道路の町道認定になっております。ですから止別線から清里小学校ま

での道道になる部分の区間を削除、変更と言う形で町道から落とすと言う形で提案させて頂きま

すので宜しくお願いいたします。なお、告示については北海道と合わせるため４月１日付けで告

示と言う形になります。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

○藤田委員 

 この道路また改良工事やるの、いずれは。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 今、北海道で予定されておりますのは、具体的にはオーバーレイですとかまたオーバーハング、

それと防雪柵、こう言ったものが予定されておりますが、いつ整備されるのか、これらについて

はまだ未定でございます。 

 

○委員長 

 道道昇格についての説明でしたが、全体を通じて建設課の関係で質問がございましたら受けま

す。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 無いようでしたら終りたいと思います。ご苦労さまでした。 

 ここで 1 時まで休憩といたします。 

                                休憩 午後１２時０５分 

                                再開 午後 １時００分 

○委員長 

 町からの協議・報告事項と言う事で、産業課から６点程ありますので順次お願いいたします。 

 

○産業課長 

 産業課から６点程申し上げたいと思います。①の清里町農山村景観・自然環境保全施設設置条

例の一部改正につきまして、進藤総括主査よりご説明申し上げます。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは３３ページをご覧頂きたいと思います。清里町農山村景観・自然環境保全施設設置条

例の一部改正でございます。これにつきましては、今回の条例の一部改正につきましては、施設

の名称を分かりやすく、町民に理解されるようにと言う事で名称を変えて行くもので、条例の題

名及び第１条、第２条、別表を表題に記載されています清里町農山村景観・自然環境保全施設、

これを斜里岳山小屋とするものです。なお、施行規則につきましても、条例と同様に名称の改正

を行って参りたいと考えておりますので、宜しくお願いしたいと思います。 

 

○委員長 

 条例の改正でしたが、宜しいですね。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 次２番目。平成２２年度一般会計当初予算主要施策事業について説明お願いします。 

 

○産業課長 

 ②番の平成２２年度一般会計当初予算主要施策事業につきまして、順次、主査と総括主査が説

明いたしますので宜しくお願いいたします。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは、平成２２年度一般会計当初予算主要施策事業につきましてご説明をしたいと思いま

す。３４ページをご覧頂きたいと思います。総務費、開発促進費でございます。３目の花と緑と

交流のまちづくり事業でございます。この花と緑と交流のまちづくり事業につきましては、従来

町民の皆さんと行政のパートナーシップによりまして事業を展開して参りました。来年度におき

ましても花と緑の環境づくり事業及び交流事業を推進して参りたいと考えております。事業費に

つきましては１千９８０万４千円となりますが、花と緑の環境づくり事業につきましては８２７

万５千円、交流事業に１千１５２万９千円を計上しております。うち、海外派遣研修事業につき

ましては７４０万円を予算計上しております。財源につきましては全て一般財源となっておりま
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す。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは、２２年度当初予算主要施策事業につきまして農政関係についてご説明いたします。

３５ページをご覧下さい。私の方からは、２目、３目、６目についてご説明させて頂きます。ま

ず、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ございます。

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ました農業者の皆様が借り入れる農業

経営基盤強化資金、俗に言うＬ資金でございますが、こちらの利子を補助することにより農業経

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２４９件の対象

者につきまして４９１万５千円でございます。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の補助で２４５万７千円を見込んでおり、一般財源が２４５万８千円とな

ります。次に資料には記載してございませんが、農業振興事業費についてご説明いたします。農

業振興事業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

うものでございます。地力増進事業、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つの事業を実施して参ります。平成２１年度におきま

しては、地域経済振興事業としての位置づけで総務費において予算計上をしておりましたが、平

成２２年度予算では農業振興事業費において昨年度と同様の１千７００万円を計上するものでご

ざいます。次に畜産業費でございますが町営牧場追肥事業でございます。町営牧場の草地維持管

理のために、例年実施しております追肥事業といたしまして１２８万３千円を計上いたします。

財源は牧場使用料から４１万３千円を見込み、８７万円については一般財源となります。最後に

農山漁村活性化対策費、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業ですが、平成２２年度にお

いては札弦センター及びパパスランドの整備に係る実施設計等を行うものでございます。全体事

業費５千３１０万円の内、国庫交付金の対象経費３千５６０万円につきまして２分の１の額１千

７８０万円の国庫交付金を見込み、交付金の残額と補助対象外の経費３千４８０万円につきまし

て９５パーセントの過疎債３千３００万円を見込んでおります。残りの２３０万円については一

般財源となるところでございます。以上です。 

 

○農業Ｇ主査 

 それでは私の方から４目農地開発事業費、５目道営整備事業費につきましてご説明をいたしま

す。始めに農地開発事業費、国営畑かんがい事業斜網地域維持管理事業につきましてご説明いた

します。同じ３５ページです。国営土地開発事業により造成されました緑ダムを始めとする土地

かんがい施設を、国営畑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

理体制を図る為の経費です。事業費といたしましては１千１６５万円を計上してございます。財

源内訳といたしましては、その他財源としては畑地かんがい施設維持管理分担金として受益者よ

り１千１９万８千円と、雑入として損害保険料の９万６千円及び本町振興センターの火災保険料

２万円が斜網地域維持管理協議会より助成となりまして合計１千３１万４千円であります。続き

まして道営畑地帯整備事業費につきましてご説明いたします。道営畑総事業の事業期間につきま

しては平成１９年から２３年までであります。また、持続的農業・農村づくり促進特別対策事業、

いわゆるパワーアップ事業の地区認定を併せて受けた事によりまして、受益者負担が７.５パーセ

ントとなり大きな負担軽減となっております。このパワーアップ事業につきましては平成２２年
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度をもって終了となることから、平成２０年度に議会、農協、町が支庁、本庁及び北海道知事並

びに道議会議員へ陳情を行い、パワーアップ事業期間内の平成２２年度に本事業完了と予算確保

について強く要請活動を行って来たところでございます。しかしながら、先般、農林水産省から

示されました平成２２年度の農業農村地域事業につきましては大幅に事業費が削減されておりま

して、２２年度に本町に配分される事業予算は７千５６０万円であります。約１億円足りないと

言った状況でありまして、２２年度の事業完了は大変厳しい状況になってございます。このよう

に厳しい財政状況でございますが、２２年度の事業完了に向けて今後とも予算確保の要望に努め

て参ります。なお、事業工種につきましては客土２１.５ヘクタール、心土破砕４１.６ヘクタール、 

混層耕３.６ヘクタール、土壌改良３３.２ヘクタール、以上の事業を計画してございます。財源内

訳としましては、まず道支出金が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、道営整備事業監督補助事業委託金として３４万８千円、合計６４万８千円と言うこ

とになります。その他財源につきましては受益者分担金として５１０万円、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パーセント分として北海道より４７２万５千

円、合計９８２万５千円でございます。以上です。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 平成２２年度一般会計当初予算主要施策です。１目の林業振興費でございます。森林整備補助

事業であります。これにつきましては清里町森林整備事業補助交付金要綱に基づく造林事業に対

し補助金を交付し、民有林の整備を支援するものです。事業につきましては新植７件で２４.０６

ヘクタール、これにつきましては補助対象は事業費の２６パーセントで２５７万７千円を計上し

ております。下刈につきましては１２件、４１.０６ヘクタールで、同じく補助対象は事業費の５

パーセントの６万７千円となっております。除間伐につきましては１１.９６ヘクタールで、補助

対象は事業費の５パーセントと言うことで４万９千円となっております。合計いたしまして２６

７万３千円の計上でございます。財源内訳につきましては２１世紀北の森づくり推進費補助金で、

新植事業のみの１６パーセントで１４１万７千円になります。残りにつきましては一般財源で１

２５万６千円ございます。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは次のページの３６ページをお開き頂きたいと存じます。商工、観光関係の事業費にな

っております。まず始めに１目商工振興費、商工会補助事業につきましては、商工会活動が円滑

に行われる為の運営費の一部を補助するものであります。総額１千１７２万７千円を補助するも

のです。財源につきましては一般財源となります。次にコミュニティーセンター建設維持費補助

事業につきましては、コミセン建物の公益部分の維持管理経費を補助するもので、主な経費は管

理に係る人件費、物件費、委託料で、施設の使用料等の収入を差し引きし、差し引いた額の６６

０万円を補助するものです。財源につきましては一般財源となっております。次にコミュニティ

ーセンター建設資金償還金補助事業につきましては、コミセンが平成１０年度に建設されまして、

その後５年間据置かれ平成１５年度より借入金の償還を行っておりまして、２２年度償還分につ

いて１千７６６万円を補助するものです。財源につきましては一般財源となっております。次に

２目観光費、観光促進事業につきましては、みどりのファスティバルに１８０万円、ふるさと産

業まつりに３８０万円、ウインターフェスティバルに３０万円を補助するものです。合計５９０
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万円を予算計上してございます。財源につきましては一般財源となってございます。次に斜里岳

山小屋管理運営事業につきましては、２１年度までは農山村景観・自然環境保全施設費といたし

まして計上しておりましたが、分かりやすい名称への変更また計上科目少なかったことから２２

年度より観光費に計上することにいたしまして、山小屋の管理運営に係る指定管理の委託料の経

費１５４万円を計上しております。財源につきましては一般財源となっております。次に３目温

泉施設費、温泉施設管理運営委託料につきましては、緑清荘、パパスランド、緑の湯に係る指定

管理委託料で２千９１０万１千円を計上するものでございます。財源につきましては一般財源と

なっております。次に緑清荘整備事業につきましては、増改築に併せまして既存の旧施設の整備

を行うもので、緑清荘改修事業債と一般財源で１億４千万円を計上しております。続きまして、

４目オートキャンプ場管理運営事業につきましては５４６万７千円を計上しまして、フラワーパ

ークを含むキャンプ場施設の維持管理に係る経費でございます。財源は使用料収入と公衆電話料

で４１０万３千円で、残りは一般財源になります。最後に５目江南パークゴルフ場管理運営事業

につきましては６３９万４千円を計上してございまして、施設の維持管理に纏わる経費でござい

ます。財源は使用料と自動販売機の電気料及び手数料の合計３５４万８千円と、残りは一般財源

で計上してございます。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 一般会計当初予算主要施策事業についての説明を頂きました。全体的にご意見がありましたら

受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので、３番目の農協が事業主体となる穀類乾燥調製貯蔵施設に対する支援につい

てのご説明お願いします。 

 

○産業課長 

 ③番の清里農協が事業主体となる穀類乾燥調製貯蔵施設に対する支援について、私の方からご

説明申し上げます。３７ページをお開き願います。１番の支援の要請につきましては昨年末、１

２月１１日付け、町長、議長宛に提出されております。米印の文章中の訂正をして頂きたいので

すが、農家組合員の負担とありますが負担軽減と直しておいて頂きたいと思います。それでは事

業費及び農協負担額については記載のとおりでございますが、（１）の事業費１０億１千５００

万円、１次分２次分合わせまして１０億１千５００万円となってございます。２番目交付金、そ

れから３番目農協負担額につきましては、それぞれ半分でございますので５億７５０万円となっ

てございます。３番目の支援策でございますが、先の常任委員会でご説明申し上げましたとおり、

（１）に記載しておりますように、町、いわゆる地方公共団体が農協事業に対して支援を実施し

た場合に国・道における財政支援制度の活用ができるようになりました。（２）のその財政支援

制度でありますが、国の１次補正に伴う公共投資臨時交付金及び過疎債の活用が可能となりまし

た事から、（３）にあります支援額３億９千７５０万円を３月定例会において補正の提案をさせ

て頂くことになりましたのでご報告申し上げます。３８ページをご覧頂きたいと存じます。上か

ら１期工事、２期工事、合計と並んでございます。一番下の合計欄でございますが、乾燥調製施
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設事業の全体額が先ほど説明しました様に１０億１千５００万円、そのうち国庫補助が５億７５

０万円、ＪＡの負担分が５億７５０万円となってございます。次に記載してございます計の欄が

間違ってございまして、計は１０億１千５００万円。同じ様に５億７５０万円となっております

が１０億１千５００万円の間違いとなります。一番上の１期工事の事業額が５億８千４００万円、

うち、国庫とＪＡがそれぞれ２億９千２００万円となっております。ＪＡ分を町が全額支援する

事で、公共投資事業臨時交付金といたしまして、表の１番下の方に米印がございますが、９５.４

９７６８パーセントの充当率で２億７千８８５万３千円。一番上の１期工事の国庫支出金にござ

いますように２億９千２００万円に先ほどの率を掛けますと、公共投資額２億７千８８５万３千

円となります。残りの分を一般財源と言う形の町の単費分となります。表中段にあります２期工

事につきましては公共投資臨時交付金の対象外でございますので、農協負担分の２億１千５５０

万円の２分の１以内の額、１億５５０万円を過疎債の対象として処理いたします。記載誤りでご

ざいますが、今ご説明した計の欄が、２期工事の隣の欄の事業費が４億３千１００万円になって

おり、国庫補助、ＪＡが同じ様に２億１千５５０万円、計が事業費と同じ４億３千１００万円で

ございます。これも間違いでありますので訂正願います。従いまして、中央に記載してございま

す歳出基礎にありますように１期工事では２億９千２００万円、２期工事では１億５５０万円、

合計３億９千７５０万円の支援となりまして、３７ページの最後に記載の通り、農協の実質の負

担額につきましては、当初の５億７５０万円より町からの支援額を差し引きますと実質負担額１

億１千万円となります。以上でございます。 

 

○委員長 

 農協の事業主体による穀類乾燥調製貯蔵施設に対する支援と言う事で、支援をすると言う事で

ご意見ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは４番目、農山村景観・自然環境保全施設（斜里岳山小屋）の指定管理者の選定につい

ての説明お願いします。 

 

○産業課長 

 農山村景観・自然環境保全施設（斜里岳山小屋）の指定管理者の選定について、進藤総括主査

よりご説明申し上げます。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは３９ページをご覧頂きたいと思います。指定管理の関係ですが、この度の農山村景観

・自然環境保全施設（斜里岳山小屋）の指定管理者の選定につきましては、平成１９年のスター

ト時と同様に施設の性格ですとか、規模、機能等を考慮しまして公募によらない方法で、清里観

光協会を選定いたしました。選定に当たりましては指定管理者選定委員会を開催しまして、委員

会は副町長を委員長としまして教育長、総務課長、その他町長が指定した委員といたしまして産

業、建設、町民、保健福祉の４課長でございます。選定委員会は２月２日に行われまして、選定

方法及び書類審査、観光協会への代表者の呼びかけをしましてヒヤリング審査を行っております。
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その後、審査の結果を報告書にまとめまして町長へ報告を行い、２月８日に副町長より観光協会

へ選定の結果の通知をしております。指定の期間は２２年４月１日から２５年３月３１日までの

３ヵ年としまして、基準価格に対して同額の提示額となっております。今後は、議会の議決を得

た後に指定管理者の指定を受けることとなります。以上です。 

 

○委員長 

 斜里岳山小屋の指定管理の説明でした。ご意見ございますか。 

 

○藤田委員 

 観光協会の指定管理者は今で３年目かな。この３年前か、その時も聞いたんだけどもパークゴ

ルフ場だとかキャンプ場だとか山小屋だとか、観光協会の、私らも会員になってはいるのだけど

も、観光協会が自立をしてやって行けるのなら、キャンプ場だとかパークゴルフ場だとかそう言

ったものを順次任せて行くような話も、３年くらい前にしたような記憶があるのだけども、そう

言った考えは無いんだろうか。 

 

○産業課長 

 １、２年前に、産業課長の席に座った際にパークゴルフ場、キャンプ場等の指定管理者につい

てご説明申し上げた経緯もあるかと思いますが、教育委員会との合同で考えていたように思いま

す。ご存じの通りパークゴルフ場、それからキャンプ場は季節的なものでございまして、なかな

か２４時間、通年の関係が難しいと言う事で教育委員会のスポーツ施設と一緒に検討してはどう

かと言うことで、その辺で協議しておりましたけどもプールやスキー場の関係が頓挫した影響を

受けまして、パークゴルフ場やキャンプ場の指定管理者は１回はテーブルに乗ったのですけども

現状で推移して行くと一応結論が出ておりまして、教育委員会のスポーツ施設が指定管理者にな

る時を持ちましてもう１度検討すると言う様なことで推移しております。 

 

○委員長 

 宜しいですか。 

 

○藤田委員 

 はい。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは５番目の平成２１年度地域振興券の交付結果についての説明お願いします。 

 

○産業課長 

 平成２１年度地域振興券につきましては前委員会で途中経過をご説明いたしましたけれども、
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結果が出ましたので進藤総括主査より結果報告をさせて頂きます。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは４０ページをご覧頂きたいと思います。平成２１年度地域振興券交付の結果でござい

ます。昨年の１２月１８日から２０日までの３日間で交付を行いました地域振興券について最終

結果をご報告したいと思います。交付状況につきましては対象者４千６４３人に対しまして、４

千６３０人、９９.７２パーセントの交付率となりました。その後、年明け１月３１日までの使用

期間でございまして、その交付金額に対しまして第１回目の換金率は２９.８０パーセント、２回

目の換金率は全体の８３.１０パーセント、最終の３回目の換金で９９.６１パーセントと総額２千

３０５万９千円が換金されております。右側にあります小さな表でございますが、昨年度の状況

を記載しておりますが、率を見ましても昨年とほぼ同じ様になっております。以上で結果の報告

とさせて頂きます。 

 

○委員長 

 宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 では、最後の６番目の農業振興計画についての説明お願いします。 

 

○産業課長 

 ６番目の清里町農業振興計画につきましては、農業グループの河合総括主査よりご説明を申し

上げます。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは農業振興計画についてご説明いたします。別冊の計画書をご覧下さい。農業振興計画

は清里町総合計画の農業振興について具体化するものでありまして、清里町の農業施策を推進す

る為の基本計画となっております。計画期間につきましては平成２２年度から２６年度までの５

年間ですが、国際情勢の変化などによって計画に大きな影響がある場合には見直しを行って参り

ます。本計画の策定にあたりましては農業者の意見を反映する為に、清里町農業振興計画策定委

員会を設置し、委員による策定を基本として参りました。委員さんにつきましては農業委員会、

農業協同組合、農協青年部、農協女性部、農民連盟、酪農組合、肉用牛生産振興会など農業関係

機関から推薦を頂いた方々の１０名の委員で構成をしていところでございます。なお、本計画に

つきましては、従来農協の策定いたします長期計画と時期を合わせまして計画の整合性を図って

来たところでございますが、今回につきましては農協が合併を進めている時期でもありまして長

期計画の策定を先送りすると言う事でございましたので、現在までの計画を踏襲しながら町とし

ての計画を策定して参りました。ただ、内容につきましては農協と事務的に十分な打ち合わせを

行っているところでございます。では計画書の概略について説明いたします。まずページを開い

て頂きまして、１ページ。１章でございますが、１章では計画策定の考え方について、計画の趣

旨、計画の位置づけ、策定の手法について記載しているところでございます。次にページを開い
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て頂きまして２章でございますが、３ページから６ページにつきましては現状の課題といたしま

して耕地面積、農地流動化の状況、農家戸数の状況、農業粗生産額の状況、それから経営者の年

齢といった現状。７ページから９ページは主要な課題として８つの項目を掲げているところでご

ざいます。次に１０ページからでございますが、第３章につきましては基本方針と施策について

記載しており、大きく３つの基本方針を掲げております。１０ページから１２ページにつきまし

ては、基本方針の位置として安定・安全・安心な農業生産体制の確立と言う事で掲げております。

安定・安全・安心に向けた情報システム作りとして、トレーサビリーティーや圃場管理情報シス

テムの効果的な運用を進めるものであり、また畑作物や牛乳の品質向上を目的とした取組みを強

化するとともに、新規作物の検討や支援を行って参ります。また、麦の品質向上のため種子生産

に係る体制等の整備に取り組んで参るところでございます。安定生産のための地盤基盤づくりと

して生産性の高い土地改良の推進や、畑地かんがい施設の維持管理と有効利用、土づくりによる

生産性向上を推進をするとともに適切な農地利用の推進を図って参ります。防疫体制として植物

防疫体制の強化、家畜衛生対策の強化を推進して行くところでございます。次に１３ページから

１４ページにつきましては、基本方針の２として魅力ある農業経営の確立と担い手の育成を掲げ

ております。効率的な経営確立の為の経営体の育成として、法人経営の育成及び支援、また農薬

・肥料の適正使用による効率的な経営の確立、複合経営による経営安定化推進、経営支援システ

ムの整備、経営の効率化を図ると言うことでございます。また、担い手の育成及び確保と言う事

で後継者の育成、女性の参画と能力発揮、新規就農対策、労働力の確保にも取り組むものでござ

います。次に１５ページから１６ページにつきましては、基本方針の３としまして環境や景観と

調和した農業農村づくりを掲げております。農業系廃棄物や副産物の適正処理・利用による環境

保全として、家畜排泄物の処理については家畜飼養環境の点検による改善指導を実施します。農

業用廃プラスチックの適正処理の推進、堆肥等の適正処理及び管理、でん粉工場廃液の適切な処

理を推進するところであります。農業・農村の多面的機能を発揮する環境整備と景観づくりとし

ては、農業者自身による景観・環境美化に対する取組みを支援いたします。基本方針については

以上でございます。次１７ページから１８ページにつきましては施策を体系した構図を載せてい

るところでございます。また１９ページから２１ページにつきましては、この計画における行動

計画を示しています。以上の通り農業振興計画を策定いたしまして、今後５年間の農業振興に役

立てるものでございます。以上でございます。 

 

○産業課長 

 この振興計画が出来上がりましたら、皆さんにお配りしたいと思います。 

 

○委員長 

 ただ今、農業振興計画のご説明をいただきましたが、皆さんから振興計画に対して質問ござい

ましたらお受けいたします。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 産業課全体で意見がございましたら受けたいと思います。 

 （「なし」との声あり） 
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○委員長 

無いようですので終わりたいと思います。 

 

○委員長 

 町からの協議・報告事項と言う事で保健福祉課から５点についてお願いいたします。順次、21

年度一般会計補正予算からお願いいたします。 

 

○保健福祉課長 

 それでは、保健福祉課から５項目についてご説明いたします。最初に平成２１年度一般会計補

正予算（保健福祉課所管分）について４１ページにてご説明いたします。今回の補正する科目は、

児童福祉費の委託料３１５万円の補正は、平成２２年度から子ども手当てが創設され、これに伴

いまして全額国庫補助を受け子ども手当てのシステムを導入いたします。この子ども手当てのシ

ステムは現在の児童手当のシステムと関連がある為、システムの完了は今年の８月頃になります

ので、翌年度繰越で事業を進めて参りたいと考えてございます。 

 次に２点目の平成２１年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について４２ページでご

説明いたします。最初に、下の段の歳出からご説明します。総務費は平成２２年度介護保険制度

改正に伴い、介護保険システムの改修を行うための必要経費が６９万３千円、保険給付費は今後

必要が見込まれる居宅介護サービス給付費から特定入所者介護サービス等費まで、合計で７００

万円を追加補正いたします。歳入では介護保険料から繰入金までの財源の全体調整を行い、歳入

歳出それぞれ７６９万３千円を追加し予算の総額を４億９４１万円とするものです。なお、この

後、保険給付費や国庫支出金など及び一般会計繰入金などが確定した段階において、３月３１日

付けで専決処分を行って参りますのでご理解を頂きたいと思います。以上で補正予算の説明を終

わります。 

次に、平成２２年度主要施策事業につきましては担当の方からご説明いたします。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは４３ページをお願いいたします。平成２２年度一般会計当初予算主要施策事業につい

て説明いたします。１点目、社会福祉協議会補助でございます。清里町社会福祉法人補助金交付

要綱に基づき８５３万２千円を一般財源にて計上してございます。次に難病者等通院交通費扶助

でございます。障がい者及び特定疾患患者の通院、通所に対する、清里町通院交通費助成要綱に

基づいて２５０万円を計上してございます。次に障害者自立支援事業であります。障害者の自立

を支援、促進するための費用として国、道、町の負担により８千６６７万３千円を計上してござ

います。次に福祉サービス事業であります。高齢者及び障がい者、難病者に対して各種在宅生活

支援を行うための費用として、一般財源と本人の負担により５３９万円を計上してございます。

４４ページをお願いします。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

協議会を老健きよさとの指定管理者として、施設の運営を行うための経費２億８千５５０万円を

計上してございます。財源内訳は介護報酬収入でございます。次に子育て支援保育料補助でござ

います。少子化対策として、第３子以降の児童の保育料に係る経費８０万４千円を一般財源より

計上してございます。２２年度より全額補助から２分の１に補助率を変更してございます。次に

新栄保育所運営費補助であります。季節保育所を運営する保護者に運営費の一部を補助するもの
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でございます。一般財源として２３７万１千円を計上してございます。次に子ども手当て支給事

業でございます。２２年度より次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、中学

生までの子どもを対象に１人１ヵ月１万３千円が支給されます。国、道、町の負担で６千６３０

万円を計上してございます。次に子育て支援センター運営事業でございます。事業の運営費とい

たしまして１４８万７千円を、道、町の負担で実施いたします。次に説明員が変わります。 

 

○保健Ｇ総括主査 

 次に衛生費についてご説明いたします。４５ページをご覧頂きたいと思います。予防費でござ

いますが、１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

防ぐ為の特定健康診断。がんの早期発見と治療を図るための各種がん検診。肝炎ウイルス検査な

ど各種検査を実施して参ります。また、今年度実施いたしました女性特有のがん検診事業、特定

の年齢に達した女性に対して乳がん、子宮がん検診に関する検診手帳、無料クーポンの交付でご

ざいますが、これも継続して行います。さらに２年間行っておりませんでした脳ドック検診も復

活させております。これらの事業に係ります所要額１千４６万３千円を計上しております。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に委

託する方法で行っておりますが、この予防接種事業に係る所要額として５３９万５千円を計上し

ております。予防接種の種類は二種混合、三種混合、ポリオ、ＢＣＧ予防接種、麻しんと風しん

の混合予防接種、高齢者インフルエンザ予防接種等です。３つ目は母子保健事業です。母子保健

の推進のため妊婦健診、乳幼児健診、保健指導の実施、母親学級等を開催しております。妊婦健

診につきましては、今年度に引き続きまして標準とされる１４回の健診を全て公費で負担いたし

ます。この事業の所要額として４１９万５千円を計上してございます。続きまして保健福祉総合

センター費でございます。保健福祉総合センターは、介護老人保健施設、診療所、保健センター

の３つの複合施設でございますが、この維持管理費として２千５１３万４千円を計上しておりま

す。主に燃料と光熱水費、これが全体の８４.４パーセントを占めてございます。以上です。 

 

○保健福祉課長 

 それでは４点目の平成２２年度介護保険事業特別会計予算つきまして、４６ページでご説明い

たします。平成２２年度予算総額は３億９千９４８万３千円で、前年対比２千１６５万１千円の

増額、率にいたしまして１０５.７パーセントになります。歳入の款における前年度比較で主な内

容についてご説明いたします。１款介護保険料、２款使用料及び手数料はほぼ同額のため説明を

省略いたします。３款国庫支出金６５０万４千円、４款道支出金３９５万１千円及び５款支払基

金交付金６５２万５千円の増額につきましては、歳出の２款保険給付費の増額によるものでござ

います。６款財産収入は説明を省略いたします。７款繰入金４３９万３千円の増額は、一般会計

からの繰入金が２４６万９千円の増で、歳出の２款保険給付費の増額によるものでございます。

それに併せまして平成 20 年度に積立てた介護従事者処遇改善臨時特例基金の繰入が１９２万４

千円ございます。８款繰越金、９款諸収入については説明を省略いたします。次に歳出について

主なものをご説明いたします。１款総務費は説明を省略いたします。２款保険給付費２千２０２

万５千円の増額につきましては施設介護サービス給付費、高額介護サービス等費、特定入所者介

護サービス費等の増加によるものでございます。３款地域支援事業費、４款基金積立金、５款公

債費については説明を省略いたします。以上で予算の説明を終わります。 
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続きまして、５点目の診療所土地及び建物の無償貸付についてご説明申し上げます。この件に

つきましては、本年４月より新たな医療法人が町の施設で診療所を開設するため無償貸付を行う

ものでございます。土地及び建物の所在地、種別、数量につきましては、所在地につきましては

いずれも清里町羽衣町３５番地３５の内、宅地は１，４４７.７９平方メートル、診療所建物は１，

１１４.７３平方メートル、物置、車庫は８８.５０平方メートルになります。貸付の目的は診療所

の開設であります。貸付の相手方は、宮城県黒川郡富谷町、医療法人恵尚会、理事長岩月尚文で

ございます。以上説明を終わります。 

 

○委員長 

 ６点について続けて説明を頂きました。皆さんから質問等受けたいと思います。全体的にあれ

ばお願いいたします。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので終わります。ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 次回の委員会は未定ですね。その他もございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

 

  ●閉会の宣告 

○委員長 

無いようなので、第３回産業福祉常任委員会を終了したいと思います。どうもご苦労さまでし

た。 

 

閉会 午後 １時５０分 


