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第６回産業福祉常任委員会会議録 

平成２２年６月１５日（火） 

    開 会     午前１０時５０分 

    閉 会     午後１１時５７分 
 

 

○会議に付した事件 

１・町からの協議・報告事項について 
●町民課 

①清里町税条例の一部改正（専決処分承認）について 
●保健福祉課 
①平成２１年度「介護老人保健施設きよさと」の運営状況について 
②子ども手当の支給状況について 
●産業課 
①平成２２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口蹄疫の拡大に伴う町の対応策について 
④「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２２年度一般会計補正予算（建設課所管分）について 
②平成２２年度道路橋梁及び河川指定管理業務委託料の変更について 
●焼酎事業所 
①平成２１年度販売結果及び決算について 
②平成２２年度の販売状況について 

２．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戸別所得補償制度の本格実施に向けた意見書（案） 
３．次回委員会の開催について 

４．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 
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○説明のため出席した者の職氏名 
■町民課長       島澤 栄一    ■税務・収納Ｇ主幹   溝口 富男 

■保健福祉課長     柏木 繁延    ■福祉介護Ｇ総括主査  野呂田成人 

■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主任 北川  実 

■建設課長       澤本 正弘    ■建設管理Ｇ総括主査  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 

■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  任     鈴 木 由美子  

 

 

  ●開会の宣告 
○委員長 

 第６回産業福祉常任委員会を開催いたします。 
 
 

○委員長 

町からの協議・報告事項について、町民課より条例についてご説明願いたいと思います。 

 

○町民課長 

 清里町過疎特別対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例の制定について、２ページ

によりご説明申し上げます。固定資産税の課税の特例につきましては、過疎地域自立促進特別措

置法に基づき、平成１２年４月から平成２２年３月末までの１０年間の期限を設定して、町条例

で課税の特例を設けてきましたが、この度、国において過疎地域自立促進特別措置法が一部改正

され、平成２８年３月３１日まで期間が延長されましたので、これに伴い清里町過疎特別対策の

ための固定資産税の課税の特例に関する条例を制定するものであります。この条例の第１条は、

過疎法に基づき固定資産税の特例を設けるものでございます。第２条は、課税免除は製造の事業、

情報通信技術利用事業、旅館業に係る固定資産が対象になり、免除期間は３年度となります。第

３条は、課税免除の申請を定めるものであります。次のページの第４条は、課税免除の取り消し

の規定を設けるものであります。第５条は、その他必要事項を規則で委任を定めるものです。附

則は、施行期日及び経過措置を定めるものであります。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 条例についての質疑を受けたいと思いますが、ございませんか。 
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（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので町民課からの説明を終わります。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

保健福祉課より２項目についてご説明願いたいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 それでは、２１年度の介護老人保健施設きよさとの運営状況及び子ども手当の支給状況につい

て説明させて頂きます。４ページをお開き頂きたいと思います。まず２１年度の老健の運営状況

でございますが、老健につきましては平成１７年度から社会福祉協議会に運営を指定管理者制度

によりまして委託している施設であります。表に基づいて説明させて頂きます。１の入所者・通

所者の利用状況でありますが、月平均欄で説明しますと、入所者６８．５人、短期入所１．９人、

合わせて入所部門は７０．４人、入所率にいたしまして９７．７パーセントという数字になって

おります。通所部門（デイケア）でございますが、１日平均１４．１人で順調な推移を見せてい

るところでございます。施設全体の介護報酬の収入は、３億４千万強というようになっておりま

す。前年対比で２千万強の収入増となっております。２の入所者の状況でございますが、３月末

の入所者は６８名、短期入所が２名、合計で７０名で、その内本町の方につきましては欄の右側

になりますが、３４名と言う事で概ね半数の町内の入所者でございます。３、４の介護区分及び

年齢区分につきましては、後ほどご覧頂きたいと思います。５の職員の配置状況でありますが、

町からの派遣につきましては現在薗部事務長、これを除きまして社会福祉協議会の職員、臨時職

員で、平成２２年４月当初につきましては５８．１名の体制で施設の運営を行っているところで

あります。６の１ヶ月の施設入所料金につきましては、介護保険料の負担段階と介護区分によっ

て設定されるものでありますが、第１から第３段階までは高額介護サービス費が支給になります

ので、入居費と食事代を含む実質の負担はこの表の通り、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、第４段階からは７万６千８９０円か

ら最高額で８万３千１６０円という金額になっております。以上で１点目の老健きよさと運営状

況についての説明を終わります。 

 

○委員長 

 介護老人保健施設の説明がありましたが、皆さんから何かございますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に子ども手当の支給状況について説明をお願いします。 

 

○保健福祉課長 

 子ども手当につきましては、６月１０日に手当の支給を終えたところでありますが、詳細につ

きましては担当の野呂田総括主査より説明を申し上げます。 
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○福祉介護Ｇ総括主査 

 子ども手当の支給状況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。はじめに申

請状況ですが、申請免除者が１６６人、新規認定請求者が６６人、額改定認定請求者が３０人、

新規申請者が５人の合計２６７名の保護者数となっております。備考に記載の通り申請免除者と

は２２年３月末本町において児童手当を受給されていた方、新規認定請求者は所得制限等で児童

手当を受給されていなかった方、額改定認定請求者は児童手当を受給され、新たに中学２年生３

年生のいる方、新規申請者は、転入・出生があった方になっております。尚、広報・お知らせ・

個別の勧奨通知・電話連絡等を行った結果、本町では未申請者はおりませんのでお知らせいたし

ます。次に６月定時支給分につきましては、課長が述べました通り１０日に支給しております。

児童数延べ９４７人に 1 ヶ月支給分の１万３千円を乗じた金額１千２３１万１千円を支給してお

ります。尚、この金額には公務員分は含まれておりません。公務員分につきましてはそれぞれの

事業所より支給となっております。参考までに公務員（役場・教員・普及センター等）のお子さ

んにつきましては６１名となっており、それぞれの事業所が指定する日に支給されるものと思わ

れます。次に国・道・町の負担割合は記載の通りで、右側に児童手当の負担割合を記載しており

ますが、子ども手当は児童手当より町負担が少なくなっております。当初は全額国費での財源で

したが、全額国費は中学生のみとなっております。６月定時分の内訳につきましては記載の通り

で、一番右側にありますが、各支給対象児童数に負担割合を乗じた分１４９万円が現在の町の負

担となっております。尚、今後の子ども手当ての支給日は、１０月８日と２月１０日を予定して

おり、支給者には個別に支給通知でお知らせいたします。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 子ども手当の支給状況について、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 保健福祉課全体で、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので保健福祉課からの説明を終わります。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

産業課より４項目についてご説明お願いいたします。 

 

○産業課長 

 産業課の方から４項目についてご説明申し上げます。 

 まず①の平成２２年度一般会計補正予算につきまして、進藤総括主査より説明申し上げます。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 
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それでは私の方から平成２２年度一般会計補正予算の産業課関係についてご説明させて頂きま

す。６ページ、７ページをご覧頂きたいと思います。この度の補正の内容につきましては、緑清

荘の増改築に係るもので、まず初めに農山漁村体験施設整備事業といたしまして、施設の開設に

向けて必要な備品等の整備並びに施設の案内パンフ等の作製を行うものです。内容といたしまし

て、寝具類などの客室用の消耗品としまして５４７万７千円、各種食器・グラスなどレストラン

用の消耗品１０４万３千円、その他宴会や厨房などの消耗品２０８万円、合計消耗品といたしま

して８６０万円を計上いたします。またオープンに係るチラシ・パンフレット等の印刷として印

刷製本費６０万円、その他チラシ折込料といたしまして手数料５万円、その他器具購入費といた

しまして客室関係のイス・テーブル、電化製品などの器具などを１千４４７万１千円、レストラ

ンのイス・テーブルなどに６１７万２千円、厨房器具として５９２万７千円、その他ロビー、宴

会用備品として９８３万円、合計器具購入費３千６４０万円、以上総額４千５６５万円を補正す

るものです。財源といたしましては、公共施設整備基金より３千６４０万円、残り９２５万円が

一般財源となります。 

 次に商工費、緑清荘改修事業におきましては、７ページの図のようになっておりますが、外構

などの改修、休業期間中の温泉利用者の利便確保のための送迎バス運行及び指定管理者への休業

補償等を行うものです。内容といたしましては、増築部分の火災保険料６万円、清里市街からパ

パスランドへの送迎バス運行業務委託料１６５万円、緑清荘改修工事に係る監理業務委託料８４

万円、既存施設の外構・外壁・温泉井戸の改修に係る緑清荘改修工事請負費３千８６０万円、９

月から１１月までの３ヶ月間の指定管理者への休業補償１千１５０万円、以上総額５千２６５万

円を補正するものです。財源といたしましては、公共施設整備基金より３千９４４万円、残り１

千３２１万円が一般財源となります。以上でございます。 

 

○委員長 

 只今の平成２２年度一般会計補正予算の説明について、質疑を受けたいと思います。 

 

○田中委員 

 この温泉施設送迎バス運行の項目なんですが、これについては一般町民を対象にして行うもの

なんでしょうか。それとも老人とか車の運転の出来ない人なのか。それと１日何往復とか定期的

にずっと随時走っているのか。その辺について。 

 

○産業課長 

 今現在考えておりますのは、走る区間でございますがコミット前からパパスランド札弦までの

片道８キロ、期間につきましては休業期間であります９月・１０月・１１月の３ヶ月、乗って頂

く対象といたしましては現在車が無く、自転車或いは徒歩で来ていらっしゃる方、その他にも利

用される方はいらっしゃると思いますけれども、そういった町民の方用のバスの送迎を考えてご

ざいます。運行日でございますが、パパスランドは月曜日が定休日でございますので、毎週火曜

日から日曜日まで、運行時間といたしましては３便を予定してございます。午前中に１便、午後

に２便と言う事で、時間的な予定はまだ検討する余地があろうかと思いますが、１便につきまし

ては９時５０分コミット発で、２便が１３時４０分くらい、３便が１７時と言う事で、満べんな

く行きたいと考えてございます。あとキロ数に関しましては、片道８キロでございまして、生涯
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センターの委託契約単価でＡ車・Ｂ車の分けがございますが、それのＢ車の４４２円よりも安い

単価で今設定してございます。ほとんどＢ車の単価と同じでございますけれども、４４０円程度

を考えてございます。以上でございます。 

 

○中西委員 

 今、時間帯の説明があったんですが、最後は１７時と言う事だったんですが、勤めている方は

大体１７時頃までだと思うので、帰って来てからすぐとはならないんじゃないか思う。この辺を

少し配慮して３０分でも遅くしないと利用できないんじゃないか。勤めている方でも利用してい

る方がいると思うので。それと前は温泉を直している時にお湯を流して勝手に入れるっていうの

をやってましたよね。そう言う事は全く考えていないんですか。 

 

○産業課長 

 １点目の勤めていらっしゃる方の配慮でございますが、今１７時と言う事ですが、これは変更

可能でございますので検討させてください。それから平成５年の時に温泉を外部に仮設浴槽の形

でやった経緯がございますが、色々調べましたけれども、そういうリース会社が今は無いと言う

事と、それと保健所の関係がなかなか難しいものがございまして出来ないと言う事と、費用対効

果も含めましてこの送迎バスの方が安いのではなかろうか、又、衛生的にも良いのではないかと

言う事で検討させて頂きました。 

 

○委員長 

 これは送り迎えだと思うんですけど、風呂に何時まで入れって言う制限を付けているんですか。 

 

○産業課長 

 一応、着いてから１時間くらい待って頂いて帰って来ると言うような事で考えております。 

 

○細矢委員 

 私もよく緑清荘に行ってるんだけど、町内の人はそんなに緑清荘に来ていないような気がする。

町外の人は来てるけども。そんなことからすると、実態として家庭の風呂が無くて緑清荘を利用

している人が何人くらいいるのか調べてみては。バスを１日３便も出すんだから。 

 

○産業課長 

 年間通して調べている訳ではございませんが、この話が持ち上がって緑清荘に一応どういった

状況かというのは目視で調べさせてもらっております。個々で来ていらっしゃる方を中心に調べ

ましたところ、大体１日平均１５名ほどいらっしゃいますと。そこで朝来て昼までいらっしゃる

方もいれば、ご飯を食べてからいらっしゃる方もいまして、色々いらっしゃるものですから、本

当は１時間おきに出せば良いんでしょうけども、そうもいきませんので大体３便を目途にと言う

事で考えてございます。 

 

○中西委員 

 いないかもしれないけども、５時まで勤務された人が５時以降でも行けるって言うのも、３便
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出すんなら考えてほしい。 

 

○産業課長 

 先ほど申し上げました通り、最後の便につきましては考慮させて頂きたいと思います。 

 

○田中委員 

 一番考慮しなきゃならないのは、家庭に風呂の無い方。この人方が使い勝手の良いような状況

にした方が良いのではないか。大半の方はバスより車で行くと思うんですよね。これもやってみ

ないとどのくらい利用されるか分からない事ですが、第一に家庭に風呂の無い方の利用を重視し

てもらって、後は３ヶ月我慢してもらっても良いのではないか。 

 

○加藤委員 

 この辺の関係は、出来れば現状としてアンケートなどを緑清荘のフロントできちっと周知をす

るなりした方が良いと思いますけどね。バスが無しって訳には行かないと思うけども、本当に３

便必要なのか、或いは２便ぐらいにするべきなのか、本当にどれだけ利用しているのか、町民の

方に今から８月の閉鎖まで聞いてもらった方が良いんじゃないか。現実の実態の把握をして、バ

スが無いから駄目だって言われる事じゃなくて、現実として毎日来ているような人に、休んでい

る３ヶ月間どういう方法が良いですかって実態把握と理解を求める、逆にそれよりも風呂の券を

無料のものをその間ちょっと追加してやったらそれで良いですよって言えば、またその方法だっ

てあるだろうし、ちょっとその辺の検討には単純にすると言う事でなくて、十分に調査をした方

が良いと思いますよ。 

 

○産業課長 

 そのご意見も拝借しながら検討させてください。 

 

○議長 

 今回細かい数字が出てきたので、この数字は当然町民の皆さん方にも知れ渡る数字かと。これ

は議会議員も含めてやはり今商店街を取り巻く環境は大変厳しい状況の中で、小さなお店屋さん

からも問題が出てくる気がするんです。だからと言ってじゃあ緑清荘が良いのかって言うと、緑

清荘だってこれだけの規模のものを造って、これから今回ですよ、新しく出来上がった時の指定

管理者の料金がどうなっているのか明確じゃないんですが、その辺の問題だって受けて行く方だ

って大変な苦しみを味わう。じゃあ誰が喜ぶのかって事なんですが、この辺きちっとしておかな

いと、議会議員も町も指定管理者である緑清荘の中にもご迷惑が掛かる問題になってくる。この

中に備品とバスも入ってますけれども、補償金も入れると約１憶円ですよ。それに今回やる時に

は１０割補助ですよと言っていたのに、単費も２回ですね、これでやっているの。これは事実で

すね、総事業費、追加追加で出されて、正直分からないんですよ。総事業費で補助事業と単費で

いくら掛かるのかを明確に出してもらいたい。それと、私が議会議員になった年だったと思うん

ですが、緑清荘を造った時に飲食店組合から話が出た経緯があります。これから出るか出ないか

分かりませんが、やはり我々も議員の一人として、そう言う事が町に出た時には聞かれる事があ

るんで、しっかりと答弁できる、そして受けているジーピーケーもやれるような形で協力もしな
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きゃならない。ただジーピーケーも大変だと思うんですよ。３階建てになって規模が大きくなる

んですから。電気代も暖房費も経費がいくらでも掛かる訳ですよ。こういう状況の中で、皆が苦

しむんじゃ何のためにやったのかって問題が出てくる訳ですが、それを課長はどう思っているん

ですか。 

 

○産業課長 

 今回の緑清荘の３階建ての増築に関しましては、交流人口を増加させるという意味での事業か

と認識してございます。交流人口が来れば町の中に入ってくる人達が増える、そうしますと落と

すお金も頂けると言う事で、ただ商店街につきましても議長がおっしゃるように店を閉めている

方もいらっしゃいますし、その辺も影響はございますけれども、とにかく活性化を目指して一つ

の火付け役になればと言う風に考えて、今回増築すると言う事は、前のシュミレーションの説明

の中にもあったと思いますけれども、そういうスタンスで行政として頑張りたいと言う事でござ

います。ジーピーケーにつきましても、大変な思いで努力しなければいけないのは数回に渡りま

す話し合いの中にも出てきておりますし、休業期間にはジーピーケー独自で職員の研修或いは他

のホテルに行って勉強するなど積極的なご意見も頂いておりますし、今後そういった形で進めさ

せて頂きたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長 

 もう１点、指定管理者の金額等については、旧施設ではやっていると思うのですが、新施設に

ついても指定管理者契約はどうなるんですか。 

 

○産業課長 

 最後に申し上げようと思っておりましたけれども、指定管理者の年度協定或いは基本協定につ

きましては、見直しをしなければなりません。協定書を交わしました際の仕様書条件が変わって

きておりますので、委託料の変更につきましても相手側と協議し、今後決定していきたいと考え

てございます。町の考え方では、指定いわゆる委託料の支払いはしない方向で協議させて頂きた

いと言うふうに考えてございます。 

 

○田中委員 

 指定管理の関係で年間いくらと言う事で契約していますよね。ここで人件費だとか施設維持管

理費相当分というのが載っているんですが、これは指定管理の契約外に払うと言う事なんですか。

それとも、３ヶ月間休むからその分は差し引くからこれを払うよと言う事なんですか。 

 

○産業課長 

 補償金の中にございます人件費及び施設維持管理費相当分と言うのは、９月・１０月・１１月

分全て休業いたしますので、その間の補償金と言う事で委託料は払いません。補償金をお支払い

して３ヶ月管理すると言う事でございます。 

 

○田中委員 

 それでは、委託料についてはその３ヶ月分差し引くと言う事だね。 
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○産業課長 

 もし他にご意見がございませんでしたら、緑清荘に関連するようなものの口頭でございますけ

れども１，２点話させて頂きます。条例の改正があろうかと思います。今後の話となりますけれ

ども、現在ある「緑清荘条例」の改正をしなければなりません。農山漁村活性化プロジェクト支

援交付金にて整備されました農山漁村体験施設であることから、補助、交付金名に沿った条例改

正が必要と想定しておりますので、９月議会に提案するべく準備をしてございます。その際、ま

だ農水とは協議はしておりませんが、施設名につきましては「農山漁村体験施設」になろうかと

予定しておりますけれども、現在の施設名である「緑清荘」を通称として「ホテル緑清荘」と改

めたいと考えておりますので、ご理解を頂きたいと存じます。それから休業期間及びオープンの

日程につきまして予定でございますが、休業期間は平成２２年９月１日から平成２２年１１月３

０日までの３ヶ月間、それから完成後のオープンセレモニーを平成２２年１２月１日に行い、本

格的な営業開始は平成２２年１２月６日からと言う風に一応予定しておりますのでご報告申し上

げます。 

 

○委員長 

 では次に進みます。②の各温泉施設・山小屋の利用について説明をお願いします。 

 

○産業課長 

 ②の各温泉施設・山小屋の利用実績につきまして、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、各温泉施設・山小屋の利用実績につきまして、８ページをご覧頂きたいと思います。

まず初めに、温泉の関係でございますが、上の方にありますのが利用人数でありまして、合計欄

の緑清荘につきましては、前年比で９９．４パーセント、パパスランドにつきましては１００．

６パーセント、緑温泉につきましては１００．７パーセントと言う事で、前年と同様の状況にあ

ります。また、下の表の使用料の関係につきましては、緑清荘につきましては前年比９９．９パ

ーセント、パパスランドにつきましては１１２．４パーセント、緑温泉につきましては１１２．

１パーセントと言う事で、緑清荘は前年並み、パパスと緑につきましては伸びを見せております。

次に下段の表、２１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

者数につきましては数字的には減少しておりますが、宿泊人数、駐車場利用では１１７．２パー

セントと前年を上回る状況となっております。下の欄の使用料でございますが、前年比で１１．

４パーセント増となっております。以上、４つの施設の実績をご報告申し上げました。以上でご

ざいます。 

 

○委員長 

 只今、温泉施設と山小屋の利用実績の説明がございましたが、何かございませんか。 

 

○藤田委員 

 行っている中で問題なのは、温泉の温度の事なんですが、よその温泉に行きますと、１時間か
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２時間に１回くらいは必ず温度計を持って温度を計るんですよね。ぬるい時もあれば、土日にな

るとかなり熱くなっていたりしていて、こう言う事を役場から受けているんでしょと聞いたら、

うーんと唸ってはいましたけれども、最低限のマナーだけきちっと指導して頂きたいと思います。

他の町民の人からも言われたり、たまにそう言う事があるんですよね。休業中に講習会をやるっ

て言っていたので、ちゃんとやって頂きたいというお願いだけしておきます。 

 

○産業課長 

 重々注意するよう努力いたしますので、ご了承頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 次、③の口蹄疫対策についてお願いします。 

 

○産業課長 

 口蹄疫の拡大に伴う町の対応策でございますが、議会事務局長の配慮も頂きまして、議会へ報

告する間がなくファックスした経緯がございますけれども、河合総括主査より説明申し上げます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは、口蹄疫の拡大に伴う町の対応策についてご説明いたします。９ページをご覧くださ

い。まず口蹄疫につきましては、４月２０日に農林水産省より発生した事が発表されまして、約

２ヶ月が経過しようとしております。感染拡大防止を目的といたしまして殺処分前提のワクチン

接種も実施されましたが、６月１０日以降も発生区域が拡大している状況であります。農林水産

省の擬似患畜は６月１４日現在で２８９例で１９万９千１２頭となっており、内訳は牛３万６千

８１２頭、豚１６万２千１７４頭、ヤギ９頭、羊８頭となっております。新聞報道では、全体の

殺処分対象頭数は２７万５千７５１頭にのぼり、人員の問題、埋却場所、天候等の問題で、殺処

分の進捗率は６月１４日現在で６４．２パーセント程度との事であります。北海道においても５

月２１日に対策本部が設置されまして、侵入防止についての対策を行っております。それでは清

里町での対応につきまして経過をご報告いたします。団体別に順を追って説明いたします。 

 まず清里町家畜自衛防疫組合でございますが、５月７日に担当者会議を実施いたしまして、翌

８日には技術資料といたしまして口蹄疫関連の資料を各飼育農家にファックスを送信してござい

ます。５月２６日に代表者会議を実施いたしまして状況確認、翌日以降に酪農組合・肉用牛生産

振興会の代表者に対しまして自衛防疫の徹底を再度確認したところでございます。また５月２８

日に商工会・観光協会に対しまして消毒の協力要請をいたしまして、コミットに消毒マットを設

置しているところでございます。家畜自衛防疫組合におきましては今後の状況を見ながら石灰消

毒薬剤等の配布を検討しているところでございます。 

 次に町でございますが、５月１７日に江南牧場出入口に石灰を散布して、町の立入車両につい

ては消毒をするように設定して随時実施しております。併せまして５月３１日以降には近隣のパ

ークゴルフ場、オートキャンプ場出入口にも石灰の散布を実施しております。５月２７日には町

議会の皆様に対して口蹄疫発生に伴う町の対応策について報告と言う事でファックス送信をさせ

て頂いたところでございます。５月２８日には庁舎、５月３１日から町内公共施設において消毒
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マットの設置をしているところでございます。またウォーキングコースでございますが、牧場や

畜産農家に接するコース、札弦・緑のコースにつきましては、当分の間使用を禁止して頂いてい

るところでございます。また５月３０日に開催いたしましたみどりのフェスティバスにおきまし

ては、ウォーキングコースのルート変更におきまして対応して頂いたところでございます。 

 次に清里町農業協同組合でございますが、４月２２日には擬似患畜の確認に係る緊急調査を実

施しております。４月２６日には農協内部への防疫周知の徹底を図っております。これに併せま

して飼料の運搬や収乳車等の関係機関にも依頼されているとの事でございました。５月２６日に

は事務所出入口に消毒槽の設置をして頂いております。また酪農組合、肉用牛生産振興会で購入

いたしました消毒薬剤等の配布の際の個別配送料をＪＡで負担されているとの事でございます。 

 次に清里町酪農組合でございますが、５月１２日、１３日の２日間に渡りまして１回目の消毒

剤資材の配布、この時には消毒薬２キログラム、石灰５袋、踏み込み消毒用の消毒槽、靴を洗う

ためのブラシを各戸に配布したとの事でございます。こちらの費用負担は酪農組合で行っている

との事でございました。５月２４日に衛生管理の啓発資料の配布と言う事で防疫に対する啓発資

料を配布したとの事でございます。また５月３１日には２回目の消毒剤資材として石灰１０袋を

各戸に配布したと伺っております。 

 次に清里町肉用牛生産振興会でございますが、こちらではまず防疫資材の取りまとめを実施い

たしまして、５月３１日に各使用農家が頼んだ資材を配布されたとの事でございます。費用につ

いては個人負担と言う事でございます。５月２４日には酪農組合と同様に衛生管理の啓発資料の

配布を行っているとの事でした。 

 次に町営牧場利用者組合ですが、こちらでは入牧前の巡回採血検査を行っているんですが、こ

の際に各農場に立ち入るのに当たり消毒を実施しております。 

 次に参考となりますが、北海道の関係でございますが、５月２１日に北海道段階及びオホーツ

ク管内の口蹄疫侵入防止対策本部が設置されております。この対策本部の設置に伴い、同日付で、

振興局内部の防疫連絡会議の実施と、関連団体も含めた防疫推進会議が実施されたところでござ

います。また防疫推進会議につきましては、６月２２日に第２回目の推進会議が開催されると言

う事で案内が来ております。 

 次に家畜保健衛生所の対応ですが、５月２４日、２５日で牛の結核病検査が実施されまして、

各農家に訪問した際に口蹄疫についての資料説明、消毒の指導を行って頂いております。２４日、

２５日で搾乳農家の対象数が１２戸ありまして、そちらの指導をして頂きました。それから記載

はありませんが６月７日にも検査の実施がありまして、搾乳農家対象数３戸の方に指導頂いてい

るところでございます。以上です。 

 

○委員長 

 口蹄疫対策についての説明がありましたが、何か質問ございますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

無いようですので、次に④について説明お願いします。 

 

○産業課長 
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 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、進藤総括主査より説明申し

上げます。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 本年度１件目になります、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きまし

て１０ページをご覧頂きたいと思います。今回申請のありました事業は、農産・牛肉加工施設整

備事業としまして有限会社澤田農場代表澤田伸幸さんからの申請でございます。自家産大豆と道

産米を使用しました味噌の製造と、自家産小麦を活用した麺類の製造、また肉の加工品の製造と

行うための加工施設を整備するものです。本事業の効果といたしましては、清里産の食材を有効

に利用した加工品を製造販売することで、地元を含めた多くの消費者により安全な美味しい食品

を提供でき、新たな雇用創出につながるものと期待されます。尚、補助経費といたしましては、

設備費等の額で、原材料費を除く３分の２限度額の３００万円を補助するものです。以上でござ

います。 

 

○委員長 

 只今の説明について、何かございますか。 

 

○議長 

 積極的に努力されて、敬意を表したいと思いますが、この事業が始まってから何件目になるん

でしょうか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 昨年、２１年度の実績としましては、３件でございます。１件目が川筋さんのドリンクビネガ

ーの開発、２件目が梅内さんの乾干し大根、３件目が夏野さんのスイーツの開発、この３件が昨

年度の実績で、本年度の澤田さんの事業で４件目になります。 

 

○議長 

 ４件と言う事で非常にこの支援事業が効果があると解釈する訳ですが、私の方から１点、この

事業についてもう少し過大解釈した事業にならないのかと。例えば今商店街で酒屋さんだとか本

屋さんだとか色んな業種がある訳ですが、何十年もやってきて業種的に疲弊している。例えば本

屋さんの中で喫茶店をやるだとか、そういう業種の一部変更的なものを雇用が無くならない様に

もう少し拡大解釈して利用し易い形にこの事業を変更する計画は無いのでしょうか。 

 

○産業課長 

 色んなお考えがあろうかと思いますが、今現在の事業につきましては議長さんがおっしゃるよ

うな形では若干無理があろうかと思いますけれども、これは始まりまして２年目、今年が最終年

度でございまして、今後続けるのであればまたより使い易いものに変更する、或いはまた別な制

度を立ち上げると言う様な事で、私共の方でも検討中でございますので、ご理解頂きたいと思い

ます。 
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○議長 

 そんな事を言っていたら、商店街が無くなってしまう。急いで積極的に地域が参加できる様な

事を是非考えて欲しい。どっちにしても３００万なんだから、そう言う事をやることによって、

先程の緑清荘の問題辺りもやはり地元の飲食店の皆さんにも、同じ業種の中でも違う事をやれば

お金が出ますよと、そう言う事で地域で新しい仕事をやって行く意欲に繋がると言う事ですので、

是非それは来年考えるとの事ですが、早急に考えてもらいたいと思いますが。 

 

○産業課長 

 検討させて頂きたいと思います。ただ、くどいようでございますが、今の実施要綱におきまし

ては色々問い合わせがあって断ってきた経緯もございますし、今オーケーと言う訳にはいきませ

んので、この実施要綱につきましては、今後続けるのであれば改正の余地、或いはまた別の制度

と言う事で積極的に検討させて頂きたいと思います。 

 

○議長 

 積極的に検討してください。 

 

○藤田委員 

 今回は澤田さんの３００万は良いけども、１年１年良くなれば助成金をあげるとか、国の助成、

道の助成、市町村の助成と３段階方式で予算を出してくるような、これだけではないけどもそう

いう地域活性化事業にしてもらいたい。特に商工会育成についてはやり方はたくさんあると思う。

と言う事は商業でも人を雇っている店だとか失業保険や退職金の問題がある。林業対策では退職

金掛金の助成だとかやってると思う。そう言うのを活用していくような事をやって行ってもらわ

なければ育成していけないと思う。町が商工対策で何かの事業を含めてやって行くような案を執

行者から提案してもらい、きちっと良い案を持って地域対策するようにお願いしたい。 

 

○産業課長 

 道の補助事業、国の交付金補助事業等、我々も勉強しながら積極的に取り組んで行きますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

○委員長 

 ３月までにこの事業に乗るような人は何人かいるんですか。 

 

○産業課長 

 具体的に相談に来ているのが喫茶店の方が１件、問い合わせが１件ありまして、澤田さんも含

めて３件と言う事で進めて行きます。 

 

○委員長 

 他に、産業課全体含めて何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 無いようですので、産業課から終わります。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 建設課より２項目についてご説明お願いします。 

 

○建設課長 

 今回建設課から２件の協議・報告事項がございます。各担当よりご説明いたします。まず①平

成２２年度一般会計補正予算についてでございます。これにつきましては、国の補助事業を活用

いたしまして、警察の横にございます野川団地の屋根・壁を塗装するものでございます。詳細に

つきましては担当よりご説明いたします。 

 

○上下水道・公住Ｇ主査 

 只今課長の方から概要説明がありましたが、今回国の補助事業であります景観形成総合支援事

業を活用して、野川団地７棟１４戸の外部塗装工事を補正予算計上して実施して参りたいと言う

事でございます。補正額の事業費につきましては７８０万円、財源内訳としては国庫支出金２６

０万円で３分の１相当になります。その他３２８万円は基金繰入金でございます。残り１９２万

円が一般財源でございます。予算科目としましては、款・総務費、項・開発促進費、目・景観形

成総合支援事業費で建設課所管分として総務費の方にこの分が計上となりますので宜しくお願い

いたします。以上です。 

 

○委員長 

 只今説明ありましたが、何かございませんか。 

 

○藤田委員 

 ここは建ってから何年経つんですか。 

 

○建設課長 

 塗装工事を実施する施設でございますが、建設年度が平成２年・３年度と言う事でございます

ので、約２０年近く経っていると言う内容でございます。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 次、②の説明をお願いします。 

 

○建設課長 

 ②の平成２２年度道路橋梁及び河川指定管理業務委託料の変更についてでございますが、これ
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につきましては今年度、町道１６号道路の一部が道道に昇格したと言う事でございまして、その

内容につきまして見直しを実施しているところでございます。詳細につきましては担当よりご説

明いたします。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 道路指定管理の変更と言う事で、委託料につきまして、変更前８千７３０万６千６３５円、管

理委託道路延長が３１３．３５キロメートル、変更後の委託料が８千５８１万２千６３５円と言

う事で１４９万４千円の減額となっております。管理延長につきましても３０７．７８キロメー

トルと言う事になってございます。以上でございます。 

 

○委員長 

 只今の説明に対しまして、質問を受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 建設課全体で何かございますでしょうか。 

 

○加藤委員 

 今、橋梁関係の委託料の変更があったんですが、委託してからの内容等について細部について

指定管理者がやっている訳ですが、お伺いすればやるけども、言わなければしない、或いは色ん

な形で町内の業者を使っている時に「これでやれ」だとか変な話を色々と聞かされる訳で、たぶ

ん色んな事業内容等については町がある程度の見積もりをした中での基準の予算の段取りって言

うのもあるだろうし、基本的に慣れ合いになっていないのか、きちっとした補修管理・点検を言

われる前にするという事の徹底を更に要望しておきます。 

 

○建設課長 

 加藤委員のご意見でございますが、当然私共の指定管理者に任せっきりという訳では無く、私

共でもパトロールをしながら気がついた点は指定管理者に当然指示する、そしてそれに基づいて

やっておりますので、今後もその辺強化しながら、指定管理者と十分協議しながら実施して行き

たいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 

○委員長 

 先程の公営住宅の塗装の期間はどの位ですか。 

 

○建設課長 

 今のところ７月中頃に発注をかけて、２ヶ月程度の工期で実施をして行きたいと考えてござい

ます。 

 

○委員長 

 業者としては、地元業者優先と言う事でしょうか。 
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○建設課長 

 今回実施いたしますのは補助事業でございますので、色んなルールがございます。一概に単独

事業でやるものでは違いますので、その辺は十分ご理解頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 その他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので、建設課から終わりたいと思います。 

 

○委員長 

 次に焼酎事業所より２項目について説明をお願いします。 

 

○焼酎事業所長 

 それでは１２ページ、１３ページについて説明させて頂きます。２１年度の全体販売額につき

ましては、８千１６４万５千５３２円で、全て入金されております。販売本数は全体で６万２千

３８６本でございます。最終予算に対しまして１０２万５千円程多く決算をいたしております。 

 続きまして、別紙２の決算内訳でございます。財産収入につきましては先程ご説明した通り、

約１０２万５千円をプラスの額で決算をいたしております。繰入金につきましては０（ゼロ）、

繰越金につきましては１３０円、雑入につきましては３千７５７円多い、３万３千７５７円で決

算なされておりまして、全体の収入済額としましては、９千７５６万４１９円でございます。続

きまして歳出についてご説明いたします。総務費の最終予算額３千８０３万円に対しまして決算

額３千５６５万７千２２９円で、不用額２３７万２千７７１円でございます。製造費につきまし

ては最終予算額が５千８５０万１千円で、決算額５千７９１万５千３９２円、５８万５千６０８

円の不用額でございます。歳入・歳出合わせまして、差し引き残額３９８万７千７９８円でござ

います。尚、この残額の補正予算の措置ですが、実は今年の３月末に今の「オホーツクきよさと」

「摩周の雫」「マイルド２０」に使っております瓶の製造を、メーカー側が中止するという連絡

がありました。その事によって、今瓶を探しているのですけれども、ラベルが変わるなどの変更

が出てきますので、それらの経費に充てて行きたいと考えておりますので、答えが出るのが９月

以降になるかと思いますので、整い次第またご協議をさせて頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 平成２１年度販売結果及び決算についてでございましたが、皆さんから何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは、平成２２年度の焼酎の販売状況について、報告をお願いいたします。 

 



 

- 17 -

○焼酎事業所長 

 別紙３の平成２２年度の焼酎の販売状況についてご説明させて頂きます。昨年から比べますと、

毎月１００万ずつくらい落ちて行っており、非常に私共もショックが大きいところでございます。

４月分につきましては４７０万５千９１８円、５月につきましては４９４万４４５円、合わせま

して前年対比で２１２万５千７５３円、毎月１００万以上の減額となっております。昨年と比べ

まして大幅に落ちているんですが、これからの土日の天気とか期待して行きたいなと思っており

ますが、いずれにしても、観光バスが全く停まらないような状況でして、何とか差が縮まるよう

に頑張って行きたいと思います。 

 

○委員長 

 質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 焼酎事業所からの説明を終わります。 

 

○委員長 

 次に、意見書の検討について事務局より説明願います。 

 

○事務局 

 所管の意見書が２件持参提出されております。①の「北海道地域最低賃金の大幅な改善を求め

る意見書（案）」につきましては、提出者は清里地区連合会長名でございます。資料の２２ペー

ジをお開きください。内容につきましては、本文の下から９行目の後段から読み上げて説明とさ

せて頂きます。 

（以下朗読） 

 続きまして、②の「戸別所得補償制度の本格実施に向けた意見書（案）」につきまして、提出

者は清里町農民連盟委員長名でございます。２４ページをお開きください。内容につきましては、

本道の農業・農村の実情や特色を踏まえ農業者が将来にわたって意欲と希望を持って営農に取り

組むことができ、経営の安定に資する制度となるようにと言う事で要望されております。記書き

以下を朗読いたします。 

（以下朗読） 

 以上、２件の意見書の内容及び議会提出者を委員長名でよろしいかのご協議をお願いいたしま

す。以上です。 

 

○委員長 

 ２件の意見案を提出すると言う事でよろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 それではその通りに進めたいと思います。 
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○委員長 

 次回の委員会の開催について。 

 

○事務局長 

 今のところ予定ございません。 

 

○委員長 

 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６回産業福祉常任委員会を終わります。どうもご苦労様でした。 

 

閉会 午前１１時５７分 


