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第９回産業福祉常任委員会会議録 

平成２２年９月７日（火） 

    開 会     午前 １０時３０分 

    閉 会     午前 １１時５５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平成２２年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 
  ②平成２２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 
  ③平成２２年度老人保健特別会計補正予算（第１号）について 
  ④平成２２年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 
 ●保健福祉課 
  ①平成２２年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 
  ②平成２２年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 
  ③清里町地域包括支援センター等の社会福祉協議会への移行について 
 ●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オートキャンプ場及びパークゴルフ場の利用状況について 
  ③農山漁村体験施設備品購入について 
 ●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年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について 
  ③平成２２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 
 ●焼酎事業所 
  ①平成２２年度月別販売状況について、 
  ②平成２２年度製造・販売計画の変更について 
  ③平成２２年度焼酎事業特別会計補正予算（第１号）について 
２．意見書の検討について 
  ①道路の整備に関する意見書（案）  
  ②「交通基本法」の理念に基づく鉄道分野への予算配分と政策推進を求める意見書（案） 
  ③森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書（案） 
３．次回委員会の開催について 
４．その他 
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○出席委員（７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       島澤 栄一    ■税務・収納Ｇ主幹   溝口 富男 

■町民生活Ｇ総括主査  三浦  厚    ■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    ■農業Ｇ主査      原田 賢一 

■商工観光・林政Ｇ総括主査 進藤 和久    ■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 

■副町長        櫛引 政明    ■焼酎事業所副所長   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 

 それでは、第９回産業福祉常任委員会を開催いたします。 
  

 
○委員長 
 それでは町民課から４点提出されています。まず１つ目からお願いいたします。 

 

○町民課長 

 それでは町民課から補正予算についてご説明いたします。一般会計の補正予算につきましては、

国税の申告データを町民税賦課に取り込むためのシステムの整備に係る経費と、特別会計につい

ては前年度繰越金が確定及び国庫負担金、補助金との精算に要する費用を補正いたします。補正

内容につきましては、それぞれ担当からご説明いたします。 



 

- 3 -

 

○税務・収納Ｇ主幹 

 平成２２年度一般会計補正予算（町民課所管分）についてご説明申し上げます。３ページの補

正予算概要をご覧下さい。総務費・総務管理費・行政情報システム管理費におきまして、国税連

携サービス導入事業に係る経費を補正するものでございます。内容といたしましては、国税の確

定申告のデータを電子データとしてこれから受領するため、町税賦課システムと連動した運用を

行えるように必要となるシステムの整備、導入を図るものでございます。国税の確定申告のデー

タを受け取る経費といたしまして、国税連携サービス導入委託料１４２万８千円、町の確定申告

受付システム改修業務委託料１２２万９千円、器具購入費としてパソコン２台の２５万９千円、

合計２９１万６千円を補正するものでございます。以上です。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは、平成２２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。４ページをお開き願います。今回の補正につきましては、平成２１年度繰越金の確定及び

平成２１年度各種補助金等の精算確定による補正内容となっております。まず歳出におきまして

２款保険給付費は、今後の保険給付費の増加を見込み、一般被保険者療養給付費を２１５万２千

円増額計上しております。１１款諸支出金は、平成２１年度療養給付費国庫負担金など、表にあ

ります各負担金・補助金・交付金の額が確定いたしましたので、精算により過大交付となってお

ります差額分を返還するため、１,１８９万８千円を増額計上いたします。歳出それぞれの財源に

つきましては、歳入の１０款繰越金におきまして、平成２１年度国民健康保険特別会計の決算が

確定いたしましたので、１,４０５万円を増額計上いたします。歳入歳出それぞれ１,４０５万円を

増額し、歳入歳出それぞれの合計が７億１,７９９万円となります。以上で国保会計の説明を終わ

ります。 
 次に、平成２２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。５ペー

ジをお開き願います。今回の補正につきましては、平成２１年度繰越金の確定による補正内容と

なっております。歳出の１款医療諸費につきましては、医療給付費の減額を見込み４万８千円を

減額計上しております。財源につきましては、歳入の１款繰越金におきまして、平成２１年度老

人保健特別会計の決算が確定いたしましたので、４万９千円を減額計上いたします。３款支払基

金交付金につきましては、審査支払手数料交付金が過年度分として精算交付として納入されるこ

とになりますので、１千円を増額計上いたします。歳入歳出それぞれ４万８千円を減額し、歳入

歳出それぞれの合計が１７０万４千円となります。以上で老人会計の説明を終わります。 
 続きまして、平成２２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。６ページをお開きください。今回の補正につきましては、平成２１年度繰越金の確定及び

平成２１年度後期高齢者医療保険料負担金の精算確定による補正内容となっております。歳出の

１款総務費につきましては、後期高齢者医療制度周知に係る事務経費としまして１万５千円増額

計上いたします。２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、平成２１年度の出納整理

期間中、２２年４月から５月にかけて納入のありました分につきましては翌年度会計に繰越して

北海道広域連合に保険料を負担金として納付することとなっておりますので、この間に納付され

た分、１５万６千円を増額計上いたします。歳出それぞれの財源につきましては、歳入の５款繰

越金において平成２１年度後期高齢者医療特別会計の決算が確定いたしましたので、１７万１千
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円を増額計上いたします。歳入歳出それぞれ１７万１千円を増額し、歳入歳出それぞれの合計が

５,２２９万５千円となります。以上で説明を終わります。 
 

○委員長 

 只今、平成２２年度一般会計補正予算からそれぞれの特別会計の補正予算の説明を頂きました

が、委員の方から何かございませんか。 

（「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。 

 

○中西委員 

 新聞にも載っていましたけども、清里町の所在不明、消息不明の高齢者が６名となっていまし

たが、前にはいないということだったんですけども、その件についてどのような状況なのか。 

 

○町民課長 

 今回社会問題になっている高齢者が行方不明だとか、身元が分らないだとかの件ですが、まず

１点目は住民基本台帳に載っていて、１００歳以上の方で、行方が分らない人がいるかどうか。

それについては、清里町では住民基本台帳に４名の方の登録があり、その内３名が老人保健施設

に入所、１名が清楽園に入所ということで、住民基本台帳に載っている方については全ての方、

それ以下の８０歳以上の方も含めまして、全ての方が居場所がはっきりしております。それが、

社会問題になった前半の部分で、他の都府県では住民基本台帳に載っているけれども、実質いな

いのに年金を受給していたとか、色んな福祉のお祝い金を貰っていたとか、そういう社会問題に

なっている部分と、もう１点は戸籍の問題でございます。戸籍については、清里町に住所が無く

ても、本籍地を有する方は相当人数がおります。清里町は約１千８百何十世帯ですけれども、戸

籍があるのは２,４４４。転勤族などの方については清里町に本籍地がございません。ですから清

里町に本籍があって、他の都府県、あるいは外国等に行っている方がおります。そして、戸籍の

場合は、亡くなった場合はその親族がそこの居住地に届けて、居住地の市町村から本籍地に死亡

通知が来る仕組みになっておりますけども、当然、外国に行った方については届出義務が無い。

本町においても、つい最近ですけども３０年前にブラジルで亡くなった方の届け出が出たりです

とか。ですから清里町には実質いないけれども、戸籍だけが残っている方は１００歳以上で６名

おります。その方については、はっきり言って調べようがございませんし、これからその方の兄

弟親族等の届出もなかなか期待出来ない状況でございます。それで、国においては、法務局の指

導を受けながら削除する方法がありますので、それに沿った形では進めてはおりますけれども、

現実的になかなか難しい問題を抱えているということでございます。１００歳以上で清里に本籍

のある方については６名です。最高が１３３歳。これについても調べようがございませんし、今

後法務局の指導を受けて削除をしたいと思っておりますけども、国は積極的に削除は進めていな

いと思います。ただ、本籍地が清里町にあっても他の住民サービス、保険給付だとかお祝い金だ

とかは全て住民基本台帳によって行われておりますので、福祉サービスには支障はありません。

何とか整備はしたいと思っているんですけど、なかなか困難な状況です。 
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○中西委員 

 削除する訳にはいかないっていうのは、どこかで生きている可能性もあるからということだか

らでしょうかね。 

 

○町民課長 

 生きている可能性は無いと思います。ただ、届出人がいないから出来ないという部分もあると

思います。それが今１００歳以上で問題になっていますけども、それよりも若い年齢でも全国的

にはあると思います。 

  

○委員長 

 国の指導によって行っていくしか方法がないということですね。 

 

○町民課長 

 釧路法務局から、１１０歳以上について世帯の全員がいない場合においては、ということで指

導要領が出ていますけども、なかなか難しい状況です。 

 

○加藤委員 

 実際の世帯数より６００くらい戸籍が多いってことなのか。 

 

○町民課長 

 戸籍の筆頭者は、例えば結婚したら若夫婦が筆頭者になるところもあれば、おじいさん世帯、

その息子世帯、若夫婦世帯といったように３世帯でそれぞれ筆頭者になっている場合もございま

す。それから結婚しなければいつまでも亡くなったおじいさんが筆頭者のところに入っている場

合もございます。ですから、世帯数と戸籍数は必ずしも一致しませんけども、清里町に本籍を置

いて全国各地、あるいは外国に行っている方もいるようです。 

 

○委員長 

 本籍地はどこにでもおけるということですね。 

 

○町民課長 

 はい。 

 

○委員長 

 後は宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 これで町民課全て終わります。ご苦労様でした。 
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○委員長 

 保健福祉課から３件ございますので、１番目から順に説明お願いいたします。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からは２２年度一般会計補正予算から介護保険事業特別会計補正予算、更に包括支

援センターの関係の３件ございますが、１点目、２点目については担当総括主査であります野呂

田総括主査からご説明を申し上げます。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 平成２２年度一般会計補正予算(保健福祉課所管)についてご説明いたします。７ページをお開き

ください。今回の補正につきましては、障害者自立支援事業の精算に係る過年度返納金を計上し

ております。国庫負担金につきましては、介護給付費負担金で１６万５,３７５円、自立支援医療

給付費負担金で１１７万３,３２６円の計１３３万８,７０１円を、国庫補助金につきましては、地

域生活支援事業費補助金６万７千円を、道費負担金につきましては、介護給付費負担金で１万６,
８３８円、自立支援医療給付費負担金で３４万７,５３７円の計３６万４,３７５円、合計しました

１７７万７６円を切り上げた１７７万１千円を一般財源で計上しております。一般会計補正予算

については以上で終わります。 
続きまして 8 ページをお開きください。平成２２年度介護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。今回の第１号補正につきましては、歳入が負担金等の当初申請決定

額との調整と繰越金、歳出が保険給付費と基金積立金及び平成２１年度返納金の額を計上してお

ります。歳出ベースでご説明いたします。２款保険給付費・１項介護サービス等諸費・２目施設

介護サービス給付費につきましては、施設介護サービス利用者数増により給付額が伸びています

ので、国庫支出金で１２８万６千円、道支出金で１５８万１千円、支払基金交付金で、７０３万

３千円、一般財源で１０３万１千円の１,１２０万１千円を計上しております。３項・１目の高額

医療合算サービス等費につきましては、該当者数の増により５０万円を支払い基金交付金で計上

しております。４款・１項・１目の基金積立金につきましては、平成２１年度の繰越金額が確定

となり、返納金を差し引いた実質の繰越額４３０万１千円の約２分の１の額の２００万円を新た

に平成２２年度基金へ積立いたします。この積立により介護保険特別会計の基金積立額は約２,７
００万円になる予定です。現在までの基金保有額は２,５３５万１,３９６円となっております。６

款諸支出金・１項償還金利子及び還付加算金・１目償還金につきましては、平成２１年度介護保

険の精算による返納金となっております。介護給付費負担金返納金として１０８万９千円、介護

給付費道負担金返納金として７６万５千円、介護給付費支払基金交付金返納金として１２１万円、

地域支援事業補助金返納金として１６万２千円、地域支援事業道補助金返納金として８万１千円、

地域支援事業支払基金交付金返納金として８万２千円をいずれも一般財源で計上しております。

介護保険につきましては歳入歳出とも１,７０９万を増額いたしまして、歳入歳出の補正後の予算

額は４億１,６５７万３千円となります。以上で終わります。 
 
○保健福祉課長 

 続いて３点目の清里町地域包括支援センター等の社会福祉協議会への移行について、口頭で説

明させて頂きたいと思います。清里町地域包括支援センター、清里町指定介護予防支援事業所、
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清里町居宅介護支援事業所、これについては現在清里町の直営で運営しているところでございま

す。この３事業について、地域包括支援センターについては委託を、介護予防支援事業所及び居

宅介護支援事業所については、事業の移行を社会福祉協議会に行うという協議を行って参りたい

ということでのご報告であります。既に委員各位にはご案内の通り、地域包括支援センターにつ

きましては、名前の通り介護に関わる機関などに対する総合的な相談・支援や介護サービスケア

などに対する包括的、総合的ケアマネージメント支援を行っているところでございます。この地

域包括支援センターにつきましては、現在、管理者として保健福祉課長、それから専任の保健師、

それから兼任の保健師、保健師各 1 名が配置されております。この地域包括支援センターにつき

ましては、設置主体は市町村又は市町村から委託を受けた社会福祉法人ということになっており

ます。また、清里町介護予防支援事業所につきましては、要介護認定におきまして、要支援１・

要支援２に認定された対象者の介護予防サービス、この介護予防サービス計画を家族や介護者、

対象者と相談しながら作成することを中心に行う事業所であります。現在、専任保健師１名、兼

任に臨時職員、介護支援専門員いわゆるケアマネージャーの臨時職員 1 名を配置しております。

この事業につきましては、社会福祉法人、医療法人の本来事業となっておりますが、現在私ども

の町につきましては、清里町が運営しているということになってございます。指定介護予防支援

事業所につきましては、先程申し上げました地域包括支援センターに内在する事業所として職員

の兼務が認められているところでありまして、組織としては一体的なものと考えて宜しいかと思

っております。清里町指定居宅介護支援事業所につきましては、介護認定の要介護１から５に認

定された対象者の居宅介護サービス計画を、家族、対象者と相談して作成することを主目的とし

ています。現在、管理者に主任介護専門員、専任の職員として介護支援専門員正職員１名、社会

福祉協議会からの派遣１名、臨時介護支援専門員１名の３名で対応しているところでございます。

これの設置主体につきましては、社会福祉法人、医療福祉法人等の本来業務というふうになって

ございますが、現在私どものところでは、町が運営しているということになってございます。こ

れらの事業所の移行につきましては、平成１８年度の地域包括支援センター設置時点から内部検

討されて来たところでございますが、社会福祉協議会職員に介護支援専門員、いわゆるケアマネ

ージャーの有資格者が増えて来たということと、更には社会福祉協議会の職員においては、その

受験資格を持った職員も順次育って来たということ、更には社会福祉協議会本部あるいは事業所、

これらの間での異動、事業所間の異動によって職員のモチベーションの維持向上を図って行くと

いうようなことなどを踏まえて、社会福祉協議会と移行に関わる協議が正式にスタートしたとこ

ろであります。安定的な事業所の運営が出来るまでは町の支援は行っていくこととなりますが、

社会福祉協議会会長、副会長レベルを協議も２、３度行って来たところでありまして、正式にこ

れからスタートして行くと言う協議が終わったところであります。今後の進捗状況等につきまし

ては当所管委員会に遂次報告申し上げながら進めて参りますが、種々の条件が揃えば平成２３年

の４月から移行、委託を行って参りたいというふうに考えておりますので、まずは委員会に報告

ということでご理解願いたいと思ってございます。以上でございます。 

 

○委員長 

 只今説明ありました、一般会計補正予算と介護保険特別会計、清里町地域包括支援センターの

３点で、皆さんから意見を受けたいと思いますが。 
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○中西委員 

 基金のところでございますけれども、４３０万の２分の１の基金を積立するっていうのは、条

例で２分の１と決まっているんですか。 

 

○保健福祉課長 

 一般会計につきましては、地方自治法において定めがある訳でありますが、それに基づいて特

別会計もならってということで、約半額程度を基金に積立てるという考えでございます。 

 

○委員長 

 その他、ございませんか。 

 

○委員長 

 無いようですので終わります。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 産業課より３点ございます。平成２２年度一般会計補正予算から順次お願いします。 

 

○産業課長 

 まず平成２２年度一般会計補正予算につきまして、２点ほどございますので続けて説明させて

頂きたいと思います。それでは、河合総括主査並びに原田の方から説明しますので、宜しくお願

いしたいと思います。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは産業課の補正予算について説明いたします。９ページをご覧下さい。１目農業委員会

費及び２目農業振興費に係る農地情報共有化事業についてご説明いたします。農業委員会費につ

いては、行政情報システムの内、農業委員会で使用している農地台帳システムについて、農地法

の改正に伴う改修を行うため１０５万円を補正するものでございます。また、農業振興費につき

ましては、清里町担い手育成総合支援協議会、こちらの方は構成団体が町、農業委員会、農協、

普及センター清里支所になっておりますが、この協議会が実施いたします農地情報共有化事業に

ついての支援を行うため１６１万５千円を補正するものでございます。この農地情報共有化事業

につきましては、空中写真と地図を重ね合わせ、農地に関する情報を共有化することにより、よ

り効率的に農地の利活用を行うことを目的として国の方で指導を行っている事業でございます。

この農地情報共有化事業につきましては、昨年まで協議会が直接補助申請を行い補助を受けてお

りましたが、今年度から制度が変更となりまして町の会計を通した間接補助の形となったため今

回補正するものでございます。なお、今回のシステム改修と協議会への補助につきましては農地

制度実施円滑化事業、これは１０割補助の事業ですが、こちらの対象となりますので２６６万４

千円の歳入を別に見込んでいるところでございます。私の方からは以上でございます。 
 
○農業Ｇ主査 
 それでは私の方から道営整備事業費についてご説明申し上げます。同じく９ページをご覧下さ
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い。５目道営整備事業費につきましては、新規地区及び現在実施されている地区に係る補正とな

っております。始めに現在実施されております道営畑地帯総合整備事業の終了後に実施を予定し

ております新規地区、区別しまして漢字書きの清里地区道営畑地帯総合整備事業の計画樹立に関

する負担金の補正でございます。本事業は総事業費９億２千万円を予定し、事業計画の内容は、

区画整理３４２ヘクタール、暗渠排水３９ヘクタール、土層改良５８６ヘクタール、農業用道路

１,６６２メートルとなっており、本年度はその計画樹立の年となっております。計画樹立負担金

につきましては、計画樹立にかかる事業費の２分の１が地元負担となっており、補正額は３９２

万円です。今年度行われます計画樹立の内容といたしましては、地域調査、工種計画調査、計画

概要作成、土壌の断面調査及び分析調査一式などとなっております。次に現在実施しております

ひらがな書きで区別しております、きよさと地区道営畑地帯総合整備事業でございます。このた

び本年度の事業量が確定し、当初予算より１６２万４千円の事業費が増額され、合計７,７２２万

４千円となり、それに伴う各種負担金３２万７千円を増額補正するものです。内訳につきまして

は、きよさと地区道営畑地帯総合整備事業負担金１２万２千円、これは受益者負担分であり、事

業費の７．５％となっています。次に持続的農業・農村づくり促進特別対策事業負担金２０万３

千円、これは持続的農業・農村づくり促進特別対策事業の地区認定を受けておりますので、北海

道と清里町、それぞれ事業費の６．２５％、合わせて１２．５％の負担となります。最後に北海

道土地改良事業団体連合会負担金２千円、これは事業費割分といたしまして、事業費に対して千

分の１．５となります。今回追加されました事業工種の内訳は、心土破砕２５．６ヘクタール、

客土０．５ヘクタールとなっております。以上、新規地区の計画樹立に係る負担金と現在実施し

ている事業の追加負担金を合わせて４２４万７千円の補正となります。なお、財源内訳につきま

しては、一般財源が１５８万２千円、その他が２６６万５千円となっております。その他につき

ましたは、受益者の分担金と持続的農業・農村づくり促進特別対策事業推進交付金となっており

ます。以上で道営整備事業費の説明を終わります。 
 

○委員長 

 続いて説明お願いします。 

 

○産業課長 

 それでは②のオートキャンプ場及びパークゴルフ場の利用状況について総括主査より説明いた

しますので、宜しくお願いしたいと思います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、オートキャンプ場及びパークゴルフ場の利用状況について報告いたしま

す。資料１０ページをご覧頂きたいと思います。まずキャンプ場につきましては、この資料につ

きまして８月３１日現在の数字を掲載しております。本年度は６月１８日からオープンしまして、

先日９月５日で終了しております。全部で８０日間の営業となっております。資料の方ではまず

利用状況につきましては、昨年の同じ時期８月３１日を比較しますと、プラス７０人という状況

ですが、最終的には２,８１８人の利用でプラス７２人の増ということで終了しております。また、

売上状況につきましては、資料の方では８月３１日現在、昨年に比べマイナス６万１,３６０円と

いうことになっておりますが、最終的にはまだこの後収入が多少見込まれますが、昨年と比べま
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して若干少ない９７．８％くらいの収入にとどまるのではないかと考えております。続きまして

１１ページパークゴルフ場の状況です。パークゴルフ場については、本年度５月１日からオープ

ンをしまして、予定では１０月３１日までということで１８４日の計画となっておりまして、資

料に基づきまして８月３１日現在の数字では昨年に比べ１６９人の増というような状況になって

おりますが、売上状況につきましては、昨年に比べ９万５,２００円の減となっております。考え

るところでは、シーズン券の利用者が増えているのではないかというように考えているところで

す。以上２点の報告を終わります。 

 

○産業課長 

 続きまして、③番目の農山村漁村体験施設備品購入について、私の方からご説明をさせて頂き

たいと思います。来週開催されます第８回定例会において、農山漁村体験施設備品購入契約の締

結についてご提案を申し上げますけども、お時間を頂きまして概略を説明させて頂きたいと思い

ます。現在建設中のホテル緑清荘における、シングル６室、ツイン１８室、和洋室６室の計３０

室、またロビー、レストランに要する椅子、テーブル、マットレス等の特に家具類の購入計画で

ございます。今回家具購入に際しまして、普通の事務所的家具調度品を調達すると趣が異なりま

して、ホテルのロビー、レストラン、客室における特異的家具調度品の選定においては、特に専

門的な知識及び実績が必要と考えられます。そこで、ホテル等に数多く備品を納入されている３

社、いずれも北見市でございますけども、株式会社中村陶苑さん、株式会社小柳中央堂さん、大

丸藤井株式会社北見出張所さんのお力を借りまして、それを選定いたしまして、また現在建設中

の現場から各部屋のイメージ図などを提供いたしまして、各々の考え方による家具及び消耗品を

含めまして提案をして頂きました。いわゆるプロポーザル方式を採用いたしまして業者決定をし

たところであります。本契約の内容はロビー、レストラン、客室における提案された消耗品を除

く家具類の備品のみの購入契約でございます。内容はテーブル類が５６、椅子類が１５８、座卓

が６、座椅子が１２、マットレスが５４、それら数量でございまして、契約の方法はプロポーザ

ルでございますので、随時契約となってございます。契約金額は１,３５９万７,５００円となって

ございまして、納入期日は１１月１５日を予定してございます。写真を添付いたしました資料を

加えておりますのでご覧頂きたいと思います。１２ページからになります。１２ページはツイン

の所、あるいはシングルの所のマットレス及びテーブル、椅子ということで、この様な雰囲気で

どうだろうか、この様な家具を使ったら宜しいのではないでしょうかという提案がございました。

次に１３ページが和室と洋室を兼ねた和洋室のＣＧでございまして、この様な雰囲気のものを作

ったら宜しいのではないでしょうかという提案がございました。１４ページが１階ロビー、エレ

ベーターホールと兼ねましたロビーでございまして、この様な雰囲気作りをしてはどうかという

ことでございました。それから次のページがレストランの家具でテーブルがこの様な雰囲気、椅

子についてはこの様な雰囲気で。それからつい立の提案をして頂こうということで、仕切りにつ

い立を使ったらどうかということで、オーダー品になろうかと思いますけれども、この様なつい

立をしたらどうかということでございます。最後のイメージ図でございますが、これは大ホール

になるレストランのイメージパースでございますが、この通りにはならないと思います。これは

つい立が多くて窮屈な感じがしますし、また実際とは違った感じにはなると思いますけども、こ

の様な大ホールの感じでということの提案を頂きまして、議会に提案すべく、会社も株式会社小

柳中央堂さんに決定して今、仮契約を進めているところでございます。以上でございます。 
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○委員長 

 ３件まとめて説明を頂ましたが、２２年の補正予算、それからパークゴルフ場、キャンプ場の

利用状況、ホテル緑清荘の説明を頂きました。皆さんからご意見を伺いたいと思いますが、ござ

いませんが。 

 

○細矢委員 

 レストランの関係なんだけども、小上がりについては全く無くすということなんですけども、

その辺はどうなんですか。小上がりが無いとやっぱり不便だと言う人がいると思うので。 

 

○産業課長 

 当初小上がりもパースの後ろから２枚目のデッサンを見て頂きたいのですけども、新しい方の

Ａ、Ｂとありますが、その左端の方の小さなテーブルが５つ並んでいるところが小上がりだっだ

部分でございますが、当初小上がりも作る予定でございましたが狭くなるということで、この様

な移動も出来る、フリーに出来る様なものを作って、小上がりを希望する方には例えば空いてい

る客室を利用するとか、そういうようなことで対応したいということで、小上がりを無くした経

緯がございます。 

 

○細矢委員 

 代わりに利用出来る部屋というのは、この周辺には無いですね。団体とかも入るだろうし、小

上がりがある方が利用しやすくて、多く収容できるのではないんですかね。 

 

○産業課長 

 ２階にも研修室等もありますけれども、そういう部屋もご用意しておりますし、旧館と言いま

すか本館と言いますか、そちらの方には和室もございますので、そちらの方に通すようなことで

工夫して区別して行きたいなということでございますので、ご理解頂きたいと存じます。 

 

○細矢委員 

 厨房との関係はそれで上手く行くってことなんですか。 

 

○産業課長 

 旧の方にもダムウェーター等ございますので、料理の運び等々は出来ると思います。 

 

○委員長 

 その他、ございませんか。 

 

○細矢委員 

 出来てしまってから失敗したと言っても取り返しのつかないことだから、もう少し利用し易い

というか、職員も無駄の無い動きをしてサービス出来るような、そのようなことも配慮して欲し

いと思います。 
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○藤田委員 

 去年から色々論議していたんだけども、この前会議があって旧館の方の部屋で１０人ぐらい集

まって会議をしていたんだけれども、丁度暑い日でクーラーが付いていなかったもんだから、扇

風機２台持って来てもらったりして会議をさせて頂いたんだけども。本当の最初の旧館にクーラ

ーが付いて無かったのを知らなくて。これだけ暑かったら、設置も前向きに検討してもらいたい

なと思います。 

 

○産業課長 

 検討ということでお願いします。 

 

○細矢委員 

 折角の機会ですから、職員の休業期間がある訳ですが、私どもはよく浴槽を利用してるんです

けども、その中で言われることはお客さんに対する対応がまずいと。ありがとうございますも、

いらっしゃいませも無い。寿司屋みたいに元気な声をかける必要も無いけども、知らん振りして

いるっていうか、電話かけてるから俺は言わないんだと。電話かけてても頭を下げるぐらいは出

来るんでないかと思うんですよね。それからもう一つは浴室の温度の関係。他のホテルなんかで

すと常時温度計持って見てますよね。何日も温度が高くなっていたり。そういう色んな苦情が来

ていますから、地元の利用者としては藤田さんも色々聞かされていると思うんですけども、肩身

の狭い思いをするもんですから、休業期間中にやっぱりその辺を出来るように。地元の方は多少

我慢できると思うんですけども、他町村から来た方についてはあそこはサービスが悪いとか接客

態度が悪いだとか言われないように、折角改築してお客さんもたくさん来ると思いますから、課

長に申し上げておきます。お願いします。 

 

○産業課長 

 今の細矢委員の言葉でございますけども、休業中は従業員の研修、あるいは料理人の研修とい

うことで、他の施設へ行って修行、研修を受けているという計画が出ておりますので、今後その

ようなことが無いように心機一転頑張って頂くよう指導いたしますので、宜しくお願いいたしま

す。 

 

○委員長 

 宜しいですか。 

 

○委員長 

 無いようですので産業課から終わります。 

 

○委員長 

 建設課より３件、平成２２年度一般会計補正予算から３件について順次説明をお願いします。 

 

○建設課長 
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 それでは建設課関連の協議事項についてご説明させて頂きます。後程担当より詳細についてご

説明いたしますので、私の方から概略についてご説明をさせて頂きたいと思います。今回、建設

課の方の協議事項につきましては、建設課所管の一般会計及び上水道、下水道の補正の関係でご

ざいます。一般会計につきましては、１点目といたしまして、道路橋梁費におきまして平成２３

年度以降整備計画を持っております道路につきまして、社会資本総合整備交付金事業等による採

択に向けて用地の確定を行うものでございます。２点目につきましては、住宅建設費でございま

す。現在整備を実施しておりますひまわり団地の公営住宅等の整備についてでございます。この

件につきましては、３月の予算委員会等で公営住宅の設備の関係について、どのような方向で今

後整備にして行くのかというようなご意見等々を頂いております。その後内部で色々協議をした

結果、老人世帯など様々な人の入居者に対しまして、安全でクリーンな住環境を提供するという

ことにおきまして、オール電化の設備に変更して行きたいというふうに考えてございます。今回、

オール電化設備に対応するため、既存でも実施設計等を行っておりますが、それの見直しに向け

た委託業務を行って行きたいというところでございます。なお、本年度実施しております世帯向

けの地域優良賃貸住宅につきましては、急を要するということもございまして、既存の予算の中

で実施の変更をさせて頂いておりまして、現在オール電化という形で整備の方を実施していると

ころでございます。以上２点につきまして必要な所要額を計上してございますので宜しくお願い

したいと思います。２点目は、簡易水道及び農業集落排水事業の特別会計の補正でございます。

水道施設、農業集落排水施設の維持管理に係る賃金及び修繕料の増額補正でございます。なお、

平成２１年度の繰越金の確定に伴う調整措置を行うものでございますので、ご審議の程を宜しく

お願いいたします。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 １７ページをご覧下さい。１目道路橋梁費・委託料といたしまして、ひまわり団地中通り用地

測量業務委託、延長１２２m、事業費１６１万７千円。２路線目といたしまして、神威１２線道

路用地測量業務委託、延長３２５m、事業費１１７万６千円。計といたしまして、延長４４７ｍ、

事業費２７９万３千円を補正させて頂くものでございます。路線の位置図については１８ページ

の方に位置図が出ておりますので、ご参照下さい。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

 それでは公営住宅について説明させて頂きます。同じく１７ページを見て頂きます。２目住宅

建設費です。ひまわり団地におきますオール電化への設備と設計変更委託料といたしまして、翌

年度以降建設を予定してございます地域優良賃貸住宅の単身タイプと公営住宅３タイプを合わせ

まして設計変更委託料２２０万５千円を追加するものです。財源といたしましては、全て一般財

源を計上いたします。以上です。 

 続きまして１９ページを見て頂きたいと思います。平成２２年度簡易水道事業特別会計補正予

算（第１号）概要です。今回の補正につきましては、平成２１年決算に伴います平成２２年度へ

の繰越金の確定と施設管理におきます賃金の補正となっております。下段の歳出の方を見て頂き

ます。総務費の一般管理費におきます賃金といたしましては、施設管理の人夫賃といたしまして

計上しております。第２施設排水地の清掃と施設全体の草刈のため、１３万６千円を追加するも

のです。次に上段の歳入の繰越金ですが、前年度の決算に伴いまして４１０万２千円の増となっ
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ております。次に繰入金ですが、今回の補正の調整といたしまして、簡水基金の繰入金を３９６

万６千円減額いたしまして、現計予算額総額で８,３７０万７千円を１３万６千円追加いたしまし

て８,３８４万３千円とするものです。 

 続けて農業排水について説明させて頂きます。２０ページを見て頂きます。平成２２年度農業

集落排水事業特別会計補正予算（第１号）概要です。農業集落排水につきましても、今回の補正

につきましては平成２１年度決算に伴います平成２２年度への繰越金の確定と施設管理におきま

す需要費の補正となっております。まず下段歳出の総務費です。施設管理費におきます需要費で

すが、年度内の処理機器の修繕料といたしまして現在までの支出状況を踏まえ、９０万円追加し

ております。上段歳入です。繰越金です。前年度決算に伴いまして３６３万９千円の増となって

おります。次に繰入金です。今回の補正の調整としまして一般会計からの繰入金を２７３万９千

円を減額しております。以上、現計予算額１億２,２０５万５千円を９０万円追加いたしまして、

１億２,２９５万５千円とするものでございます。以上です。 

 

○委員長 

 以上３件、一般会計補正と、特別会計２件についてご説明頂きましたが、皆さんから質問質疑

を受けたいと思います。ございませんか。 

 

○委員長 

 この神威１２線の現地の状況だけ教えて頂けますか。 

 

○建設課長 

 神威１２線道路につきましては、志賀宅の前を通りまして奥まで行く道路でございまして、約

３２５m ということで、その横の道道清里止別線、今、堀割り等の工事を進めているところでご

ざいます。その道道が平成２４年度で完了する見込みでございますので、その道道から志賀宅を

通りまして奥まで行くと３２５m、これにつきまして改良舗装という形を事業で何とか採択に向

けて実施をして行きたいということで、今回事業採択に向けて用地の測量を入れて行きたいとい

う内容でございます。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

 

○建設課長 

 急で申し訳ございませんが、１点だけご報告をさせて頂きたいと思いますが、本日の９時から

９時半まで３０分間、清里の市街地において特に強い雨が降っております。それで麻園１丁目と

羽衣３丁目の２路線の一部がちょっと冠水するような状況があったものですから、急遽ポンプア

ップ、それと消防車１台を出しまして排水の対応をしているということでございます。特に被害

等々はございませんので、一応報告をしておきます。麻園１丁目は藤川さんの住宅の前。そして

羽衣３丁目は役場の南側の谷参事の家の前の通りの２路線となっています。まだ詳しいデータを

取っておりませんが、相当強い雨が一時的に降ったということで、排水が飲みきれないような状

況になったものですから、急遽ポンプアップ、消防車等々で排水をしたということでございます。 
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今回は相当集中的に、俗に言うゲリラ豪雨という形で降っておりますので、一時的には排水が飲

み切れない箇所が出て来ているのかと思います。 

 

○委員長 

 建設課は以上で終わります、ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 焼酎事業所から３点について、お願いいたします。 

 

○焼酎事業所長 

 それでは焼酎関係について説明をさせて頂きますが、その前段を前長屋事業所長の葬儀に当た

りまして皆さんには大変お世話になりました。また在任中には色んな面でご支援、ご鞭撻頂きま

したこと、この場を借りまして本人に代わりお礼を申し上げたいと思います。また８月１０日付

で人事異動を行ってございます。ご承知かと思いますが、事業所長には私が兼務ということで当

分の間所長を務めさせて頂きたいということであります。また松浦主査が今般副所長に昇格とい

うことでありまして、実質的な事業の采配については松浦副所長が直接担当しながらやって行く

ということと相成りますので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。それでは早速、概要

等について申し上げたいと思います。まず、第１点目の平成２２年度の月別販売状況でございま

す。この関係については今までも遂次報告をさせて頂いてございますが、今般２１ページにあり

ますように、４月から８月いっぱいまでの５ヶ月間の売上状況についてご説明を申し上げます。

そこに記載の通りでありまして、前年比較で行きますと４月から８月まで８１％から８４％の間

の売上げということで、非常に厳しい状況になっているところでございます。毎月１００万円を

超える減額の販売ということでありまして、現時点までで昨年対比で６８４万円落ちているとい

う状況でありまして、非常に厳しいと感じているところでございます。つきましてはこうした状

況が即改善するというような方向性はちょっと見えない。しばらくこういう状況が続くのではな

いかということを加味いたしまして、今般全体の製造、また販売計画を今年度まだ５ヶ月しか経

っておりませんけれども、実質的には毎月同じような状況が出て来ているので、見直しをし、必

要経費をなるべく圧縮をかけながら収支を考えて行きたいということで、提案を申し上げて行き

たいと考えている次第でございます。見通しについては２１ページ、それから只今申し上げまし

た見直しの関係については２２ページに製造と販売の見直しを記載させて頂いてございます。ま

ず１点目の製造計画でございます。表の一番上の左側が当初計画、右側が変更後の数字です。大

麦、じゃがいも、かぼちゃと３品目でありますが、大麦につきましては、当初の２回から変更は

しておりません。じゃがいもについては、仕込回数が当初２４回を１９回ということで５回減ら

しております。それに伴いまして、じゃがいも焼酎４４キロリットルの製造を３５キロリットル、

実際には醸造になると多少変わるところがございますけども、計算上は３５キロリットルという

ことで、９キロリットルの減を行って行きたい。それからかぼちゃについては当初２回というの

は変更後も２回で変わりません。全体としても、２８回を２３回に５回減量し、１０キロリット

ルを落として行くということでございます。この１０キロリットルを落として行くという関係に

つきましては、販売がこのペースで行くと１０キロリットル当初予定より落ちるということから、

そのまま行きますと在庫量だけがどんどん積み上がっていくということが起きますので、今般在
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庫との調整、また販売との調整の中で製造も１０キロ落として行くということでございます。そ

れから下の表が販売計画のものでございます。販売については、この表の左側に当初計画という

ことで、計の欄に容量で６７キロリットルと記載をしております。合計金額では８千万円と当初

予算では計上しておりましたけども、今申し上げたような形で行けば、ここで約１０キロリット

ルを落として販売容量で６７キロを５７キロに販売減ということにして行きたい。それに合わせ

まして、販売の金額を８千万円当初を６,６５０万円ということで１,３５０万円の収入販売減とい

う計画の中で進めて行きたいということでございます。こうした製造及び販売数量を減少させる

と、それから販売金額も当然それに伴って減額というようなことになりますので、後程申し上げ

ます補正予算の中で、それに要します諸費分の諸経費の減額と販売金額の減額、これらを合わせ

て今回整備をしながら進めて行きたいと考えてございます。いずれにいたしましても、こうした

状況が当分の間続くのではないかと考えておりますが、一方では販売戦略も強化しながら少しで

もこの減少率を食い止める努力を併せてして行きたいと考えているところでございますので、ご

理解を頂きたいと思います。次に３点目の補正予算の関係でございますが、今般の補正予算は只

今申し上げました製造販売数量の見直しによるところの諸経費についてそれぞれ減額をするもの

でございます。また先程申し上げました人事異動に伴う人件費につきましては、今般特異的な事

項でありますので、それの精査をいたしまして減額するものはしながら進めて行くという処理を

してございます。また繰越金でありますが当初５０万円の予算を計上しておりましたが、実質的

に３９８万７千円の繰越しをすることが出来ましたので、この繰越金残額３４８万７千円を歳入

で増額追加補正をし、この追加補正したものは本来であれば繰入金を減額して行くという形であ

りますけれども、先程申し上げましたように販売収入は極めて厳しく落ち込んでいるという状況

もございますので、当面これらの部分について繰越金をそちらの方に当てながら全体のバランス

を図って行くということで処理をさせて頂きたいと思いますので、宜しくお願いを申し上げたい

と思います。具体的な補正予算の内容につきましては、松浦副所長の方よりご説明を申し上げた

いと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

○焼酎事業所副所長 

 私の方から９月補正の予算、総括表に基づいてご説明させて頂きます。また先にご説明させて

頂きます前に、数字に誤りがございましたので訂正させて頂きたいと思います。歳入の財産収入

の補正前の額でございますが、ゼロが１つ足りません。正しくは８千万円でございます。次の段、

繰入金の計のところでございますが、これについてはゼロが１つ多くて、正しくは９４０万円で

ございますので訂正をお願いいたします。申し訳ございません。それでは補正予算についてご説

明させて頂きます。歳入歳出ともに１,００１万３千円の減額をさせて頂きます。歳入の方でござ

いますが、財産収入につきましては１,３５０万円減額いたしまして、６,６５０万円とするもので

ございます。繰入金については変わりありません。繰越金につきましては、今回３４８万７千円

増額させて頂きまして３９８万７千円とするものでございます。諸収入については変わりありま

せん。歳入合計が補正前８,９９２万円のところ、１,００１万３千円減額いたしまして７,９９０万

７千円を歳入となってございます。続きまして歳出でございますが、こちらにつきましては、総

務費で７０４万７千円の減額でございます。内訳としましては給料で３５８万８千円、職員手当

等で１４８万７千円、共済費で１１１万４千円、通信運搬費で１４万４千円、退職手当組合負担

金７１万４千円であります。次に製造費でございますが、こちらにつきましては２９６万６千円
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を減額でございます。内訳としましては共済費９万６千円、賃金８８万４千円、消耗品費５８万

７千円、燃料費６万８千円、印刷製本費２３万６千円、手数料１０万円、加工用原材料費３４万

１千円、酒税６５万４千円の減額でございます。公債費については変わりありません。合わせま

して合計が１,００１万３千円減額いたしまして７,９９０万７千円とするものでございます。以上

でございます。 

 

○委員長 

 焼酎事業所より報告、説明がございました。皆さんから意見を受けたいと思いますが、ござい

ませんか。 

 

○議長 

 数点質問したいと思うのですが、今回長屋君が闘病の結果気の毒な状況になって心からお悔み

申し上げますが、焼酎は今後、副町長の話ではしばらくこのまま行くのではないだろうかと言う

話なんですが、これは一般企業で行くと完全に潰れる状況です。これを今後どういうようにやろ

うとしているのか。このままズルズル考えて行くのか。抜本的に収支の改善をどのように図って

行くのかってことを根本的に考えてもらわなければ、健全財政を堅持しながらもこの特別会計が

負担になって来るようじゃ困る訳ですね。それとそういうことを言いつつ、やはり我が町の名産

ということで、焼酎造りを積極的にやってもらわなければならない。そういうものもあるという

ことも否めない。じゃあ、しからばこの焼酎事業がやはり単独でやって行けるような形を１日も

早く作り上げて行くということを、結果ばかりではなく、もう一度検討して行かなければならな

いのではないかと思う訳です。これは副町長を中心に町の方の職員で検討委員会も作っているよ

うですが、やはり町民にも議会を巻き込んで、焼酎工場はどうあるべきかということを考えても

らわなければ。単純に私の計算ですが、５０キロ製造するので製造費が５,２００万円ですよ。大

体１キロリットルに１００万ちょっと掛かっているんですよ。それで販売の方ではどうなのかな

って見ますと、今回の結果で言いますと、計画変更後の数字で５７キロで６,８００万の売り上げ

なんですね。計画変更で行くと。これも１００万ちょっとなんですよね。１キロ販売するのに１

００万ちょっとかかる。これでは商売にならない訳なんですよ。人件費かけて作るのに１００万、

売るのに１００万ですよ。こんな馬鹿な事やってても持つ訳無いんですよ。それじゃ値段を高く

して売ったら売れるのかって言うと高くては売れない。やはり非常に美味しく、なおかつ安く造

れる方法を考えながら、その辺を根本的にもう一度、過去の歴史にもありますけれども、やはり

焼酎が私どもの町の特産なんだと胸を張って言えるような物をもう一度造り直すことを原点に検

討すべきで無いのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

○焼酎事業所長 

 只今のご意見でありますけども、基本的には特別会計という形で進めておりますから、収支の

バランスを図って行くというのがその中に入る訳でありますが、議長が今おっしゃられた中にも、

それはそれとして特産品としての町のイメージという部分も含めながら、どういうふうなバラン

スを取って行くかというのが今後の大きな課題ではないかと思っております。色んな製造や販売

に対するご意見等々をあるかと思いますし、また色んなやり方も実際はあるのかなというふうに

も思っております。十分にそうしたご意見等も踏まえながら実際としてどういうふうに進めたら
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そこら辺をバランス良く出来るのか。一番良いのはどんどん売れてどんどん収入が入って来て利

益がどんどん増えるのが良い訳ですが、実際問題そういう流通が取れるかどうかというのも、今

までやって来た中でも非常に色んなスタイルが考えられますし、それからまたある程度バランス

を考えながら、一定程度の製造をしながらきちんとした対応をして行くというやり方もあるかな

と思いますので、これらについても今後十分に詰めながら、町民の方々もやっぱり清里の特産は

焼酎だと胸を張って言える、そして経営的にも大丈夫だと言えるようなものを何とか考えて行き

たいということで、もう少し時間を頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 宜しいですか。 

 

○議長 

 はい。宜しくお願いいたします。 

 

○委員長 

 その他ございませんか。 

 

○焼酎事業所長 

 ちなみに今回製造の部分で５回ほど製造の回数を落として参ります。それで約１０キロ減ると

いうことになりますが、これにつきましては８月からもう製造に入って来ているものですから、

８月の頭の部分でもう既に２回予定より落としております。あと３回は一番最後で３回、回収率

が悪くなって来ますのでその中で３回、合わせて５回を落として行くという形で進めて参りたい

と思います。 

 

○委員長 

 宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようなので終わります。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 続いて意見書の検討についてお願いします。 

 

○事務局 

 それでは意見書の検討についてということで内容の説明をいたします。意見書は３件ございま

す。まず１点目、道路の整備に関する意見書（案）でございます。議案の２４ページからでござ

います。提出依頼者は北海道町村議会議長会会長でございます。内容につきましては２７ページ

をお開き下さい。記書き以下を読み上げます。 

（以下朗読） 
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 次に２件目でございます。２８ページでございます。「交通基本法」の理念に基づく鉄道分野

への予算配分と政策推進を求める意見書（案）でございます。提出依頼者は清里地区連合会長名

です。内容につきましては３１ページをお開き下さい。記書き以下を読み上げます。 

（以下朗読） 

 続きまして３件目。３２ページでございます。森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する

意見書（案）についてでございます。提出依頼者は北海道森林・林業・林産業 活性化促進議員

連盟連絡会会長名でございます。内容につきましては３５ページをお開き下さい。記書き以下を

読み上げます。 

（以下朗読） 

 以上３件につきまして、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

いたします。以上です。 

 

○委員長 

 ３件の意見書（案）について提出するということで宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 それではそういうことで提出したいと思います。 

 

○委員長 

 ３番目。次回の委員会の開催について。 

 

○事務局長 

 今のところ予定はございません。 

 

○委員長 

 それではその他は。 

 

○事務局長 

 無いです。 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

それでは無いようですので、産業福祉常任委員会を終了したいと思います。どうもご苦労様で

した。 

（閉会 午前１１時５５分） 

 


