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第１３回産業福祉常任委員会会議録 

平成２２年１２月１０日（金） 

    開 会     午前 １０時４５分 

    閉 会     午後 １１時３５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２号）について 
  ③地上デジタル放送について 
 ●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 
 ●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緑の湯の指定管理者の選定について 
 ●建設課 
  ①清里町地域優良賃貸住宅条例施行規則の一部改正について 
  ②平成２２年度除雪計画について 
  ③平成２２年度国補正予算の対応について 
  ④財団法人北海道建設技術センター出捐金について 
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   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    ■町民生活Ｇ総括主査  三浦  厚 

■町民生活Ｇ主査    武山 雄一    ■保健福祉課長     柏木 繁延 
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■保健Ｇ主幹      岡崎  亨    ■福祉介護Ｇ総括主査  野呂田成人 

■産業課長       斉藤 敏美    ■商工観光・林政Ｇ総括主査 進藤 和久 

■商工観光・林政Ｇ主査 樫村 亨子    ■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 

 

  
○職務のため出席した者の職氏名 

    事 務 局 長  宇 野   充 

      主    任  鈴 木 由美子 
 

 

 ●開会の宣告 

 
○委員長 

 それでは、第１３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３点ありますので、順次お願いいたします。 

 

○町民課長 

 最初に平成２２年度一般会計補正予算並びに国民健康保険事業特別会計補正予算について、担

当よりご説明申し上げます。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 一般会計補正予算の概要についてでございます。資料の２ページをお開きください。科目が衛

生費・清掃費・清掃事業費でございます。事業名は最終処分場ブルドーザー購入事業ということ

で、内容につきましては、現在使用しております最終処分場のブルドーザーは３０年間使用しま

して非常に故障が多くなっている部分がございまして、修理をする際にも部品供給がもう既に無

いというような形で、現地の工場で工夫をして修理をしていただくような状況になっております。

そういった部分も勘案しまして、新たにブルドーザーを購入したいということで、提案をさせて

いただきます内容につきましては、中古のブルドーザーを購入していきたいと考えてございます。

ブルドーザーの状況でございますけども、２０００年タイプで１０年間使用したものを購入して

いきたいと考えてございます。そこに記載の車両購入費３０４万５千円、消費税込みでございま

すけども、新車にいたしますとこの価格の倍程度の費用が掛かるということでございまして、こ

の車両につきましては現在の最終処分場の第２期の計画期間、１７年間の使用に耐え得るものと

いうような考え方をしまして、選定をしていきたいと思います。これに基づく車両の損害保険料、

車両価格が現存のものよりアップしますので、その分保険料が若干上がるというようなことで、

自動車損害保険料の１万円を合わせて計上をさせていただきたいと考えてございます。以上でご
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ざいます。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 続きまして、平成２２年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について説明いたし

ます。３ページをお開きください。今回の補正内容につきましてご説明いたします。平成２３年

５月より各医療機関と各都道府県国保連合会及び保険者であります市町村の三者の間で、診療報

酬明細書でありますレセプトを従来の紙ベースでの扱いから変えまして、電子化によるオンライ

ン請求のネットワークシステムにより取り扱うこととなる予定でございます。このレセプト情報

の他、各情報を含めた新たな国保総合システムが関係機関の間で構築されることとなりました。

このシステムの導入に伴い、現在国保連合会と町の間で毎月フロッピーディスクによります国保

被保険者の資格情報や世帯情報を相互に報告し合っておりますが、この新たなオンラインシステ

ムによりまして、その報告方法、内容、また処理内容について大幅な変更が伴いますので、町の

行政機関システム側から国保連合会にデータを引き渡すインターベースの改修が必要となりまし

た。今回の補正につきましては、このシステム改修の委託料及び国保総合システムの導入に当た

っての国保連合会に対する保険者の負担金についての補正予算となってございます。１款総務費

・１項総務管理費・１目一般管理費でございます。国保システムインターフェース改修委託料に

つきましては、このシステム改修に係る委託料としまして２２０万５千円を新規に増額計上いた

します。財源につきましては国庫支出金としまして国より特別調整交付金が措置されることとな

っておりますので、同額の２２０万５千円を増額計上してございます。国保総合システム負担金

につきましては、国保連合会が新たに導入するシステムに対する保険者の負担金としまして１９

万２千円を新規に増額計上いたします。財源につきましては同じく国庫支出金としまして特別調

整交付金が措置される予定となってございますので、同額の１９万２千円を増額計上してござい

ます。歳入歳出それぞれ２３９万７千円を増額しまして、歳入歳出それぞれの合計額７億２,０３

８万７千円となってございます。以上で説明を終わります。 

 

○町民課長 

 ③につきまして議案の４ページにより、地上デジタル放送の受信状況についてご説明いたしま

す。従来のアナログ放送から地上デジタル放送の移行については、国（総務省）の事業として、

準備が進められております。町といたしましても、平成２１年９月から４回ほど総務省のテレビ

受信者支援センターが実施しております、地上デジタル放送説明会に自治会と連携を図りながら

相談・支援体制を取っているところでございまして、平成２３年７月２４日の完全移行に向けた

準備を行っております。この地上デジタル放送は電波の性質の違いにより、この図のＣのように、

山陰に住宅がある地区では地形の影響を受け、新たな難視聴地区になる場合があります。清里町

でも緑市街地区と、神威・札弦川向・青葉・清泉の一部で、地上デジタル放送を受信できない、

又は受信の状況が悪いなどの影響を受けることから、総務省はこの地区を平成２３年１月に難視

聴地区の指定を予定しております。この難視聴地区の受信対策としては、５ページにありますよ

うに有線又は無線の共聴施設を建てるか、個別で高性能アンテナを設置する方法があります。こ

れに要する費用については、国とＮＨＫからの補助金を受けることができます。ただし、具体的

な難視聴受信対策や個々の高性能のアンテナの設置場所の電波測定と調査設計が必要になります

が、この作業が全国的に混雑しているため来年４月以降にずれ込むことが予想され、完全移行の
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７月２４日までに間に合わない世帯が出ることが全国・全道的に、そして清里町でも予想されて

います。次の６ページをお開き願います。この間に合わない世帯に対して、国（総務省）では、

平成２７年３月までの５年間の暫定で、ＢＳチューナーの貸付とＢＳアンテナ工事を無償で行い

ます。これによりＢＳで地上デジタル放送を見ることができますが、番組は全て東京からの放送

内容となります。町としては引き続き、総務省テレビ受信者支援センターと連携して対応して参

りたいと考えております。説明は以上でございます。 

 

○委員長 

 ３点の説明を頂ましたが、委員の皆さんから何かご質問、質疑を受けたいと思いますが。 

 

○中西委員 

 衛生費の最終処分場のブルドーザー購入について聞きたいのですけども、このブルドーザーの

能力っていうのは何トンのものなんですか。 

 

○町民課長 

 ２トンのブルで、現在使っているものと同じものです。 

 

○中西委員 

 これは中古で買うということで、時間数だとかもあると思うんですが、中古で一番心配なのは

買ってすぐにメンテナンスに費用が掛かるだとか、油圧装置が悪いだとか、重機ってすごくお金

が掛かるんですよね。新車が良いか中古が良いか分らないけど。それと、もう一つ一番肝心なの

は、処分場では毎日使っているのか、１日に何時間使うのか、どのくらいの頻度で使っているの

か、その辺は分かりますか。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 使用頻度についてでございますけれども、毎日最終処分場には焼却灰、あるいは粗大ゴミとい

ったものを全部持ち込みますので、それを全部ならすという作業のために毎日稼動しております。

稼動時間につきましては、１日平均ですけども、これまで３０分程度という時間になっておりま

す。入れるもののサイズや容量によりまして、それぞれ１日の稼動時間が変わってきますので、

一概に言えませんけども、平均しますと３０分程度という形になってございます。今回中古で購

入を予定しておりますものにつきましては、土木工事等の現場で使用されているものを選定して

いきたいと考えておりまして、大体２千時間程度のものをというふうに考えてございます。３０

年間使用しましても、全体で３２００時間程度の使用に耐えられれば良いかなと考えてございま

すので、その使用時間に耐え得るものを選定していきたいと考えてございます。 

 

○中西委員 

 １日３０分くらい使っているとのことでしたが、考え方によりますが、例えばメンテナンスと

か色んなものの経費が掛かるのなら、リースで来てやってもらうとかっていう方法とかもあるの

ではないかと思うんですね。そういう検討とかされたのだろうか。その方が安いのか。これで３

００万のものを買って、また３０年間使えば大して高いものではないから、リースするよりは安
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いんですけれども、ほとんど１日に３０分や２０分しか使わないで、ほとんど置いておくだけな

ら、車庫もあるだろうを思うけども、こういう重機っていうのは一番傷みますし、そういうメン

テナンスに掛かるんだったら、そういうことも検討されたと思うんですけども、やはり買った方

が安いということでこうなったと思うんですけども、リースで月に１回なり、半月に１回来ても

らって、やってもらうのが良いのかどうかってこともあるんですけども、そういうことも検討さ

れましたでしょうか。 

 

○町民課長 

 ブルの購入の関係ですけど、リースの場合、どうしても運搬経費が掛かるっていうのもありま

すし、最終処分場については、パッカー車で焼却灰あるいはゴミをあけた時点でその都度ならさ

なければならないということで、最終処分場をこれから１７年ほど使いますけども、それに耐え

得る中古のブルを選定したところでございます。 

 

○中西委員 

 先ほども言いましたけども、きちっとしたものを選ばないと、キャタが傷んでいないとか油圧

関係がまともでないと１年も使わない内に相当な修理代が重機って掛かると思うんですよね。３

００万で買っても１００万ぐらいの修繕費が掛かるんだったら、中古が良いのかってことになる

ので。ある程度のものだったら１７年ぐらい使えると思いますが。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

 

○中西委員 

 はい。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 無いようですので、町民課から終わります。どうもご苦労様でした。 

 

○委員長 

 保健福祉課から１点、説明お願いします。 

 

○保健福祉課長 

 それでは、保健福祉課関連の補正予算の関係について説明させていただきます。今回診療所の

医療機器更新につきましては、当委員会におきまして前回、前々回と基本的な考え方、それから

今回更新の内視鏡システム構成、それに伴う概算の経費につきまして説明させていただいたとこ

ろであります。今回これらシステム構成に伴う経費の詳細、いわゆる予算がまとまりましたので、

説明させていただきます。また、民生児童委員に関わる費用弁償、これに不足が見込まれますの
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で所要の額を補正させていただきます。この２点につきまして、今回補正をするということであ

りますので、岡崎担当主幹より詳細の説明を申し上げます。 

 

○保健Ｇ主幹 

 それでは、補正予算の内容につきまして私の方からご説明をさせていただきます。資料の７ペ

ージをお開きください。まず１つ目は、民生費・社会福祉費・社会福祉総務費ということで、民

生児童委員の活動経費に係る旅費、費用弁償の補正でございます。今後予定されます網走支庁支

部役員会、新人研修会、推薦会車馬賃、これら総体で１０万６千円の不足が見込まれますので、

今回補正を計上させていただきたいと考えてございます。 

２つ目でございます。衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費・診療所の医療機器整備事業でご

ざいます。内容につきましては、只今保健福祉課長が説明しましたとおり、電子内視鏡システム

を今回診療所に整備をし、地域医療の充実を図るという形の中で、システムを導入していきたい

ということで考えてございます。システムの中身につきましては、前回、前々回の委員会の中で

ご説明をさせていただき、システム構成については変更ございません。内部詳細がまとまりまし

たので、今回補正という形になります。大きくは４つに分かれます。１つ目は電子内視鏡システ

ムでございます。これは本体施設という形の中で光源装置とプロセッサー、これで本体を構成す

るものです。検査する器具といたしましては、上部下部のそれぞれスコープ、これが検査用具と

いう形になります。その下のデジタルカラープリンター、これは写真撮影したものを打ち出す通

常のプリンターでございます。システムカート、これは只今説明しました機械器具を一つに収納

するための収納台でございます。続いて観察用の液晶モニター、それとモニターを設置するワー

クスタンド、モニターを接続する延長ケーブル、最後に吸引機ということで、これはお腹の中に

溜まった物を吸い出す吸引機でございます。これが電子内視鏡システムの本体でございます。

（２）といたしましては、軟性内視鏡用の洗浄消毒器でございます。（３）といたしましては、

患者さんが乗る電動の診察台でございます。（４）といたしましては、これらのシステムを電子

カルテシステムへ接続する接続経費、総体で１,５００万円という形になります。今回の補正は１,

５００万円から電子カルテシステムの執行残２６万３千円がございますので、差し引き１,４７３

万７千円を計上しているものであります。以上簡単でありますが、補正の概要についてご説明と

代えさせていただきます。 

 

○委員長 

 保健福祉課の説明でございましたが、委員の皆さんからご意見を伺いたいと思いますが。ござ

いませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 無いようですので、終わらせていただきます。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 産業課より２点について説明お願いします。 

 

○産業課長 
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 産業課からは２点について、報告・協議をさせていただきます。１点目の平成２２年度一般会

計補正予算につきましては、担当の樫村主査より、２点目の緑の湯の指定管理者の選定について

は、進藤総括主査よりそれぞれ説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 ８ページをお開きください。今年度の森林整備事業補助について事業内容がほぼ確定いたしま

したので、今回歳入歳出について補正させていただきたいというものです。科目につきましては、

の農林水産業費・林業費・林業振興費の造林推進事業補助となっております。歳出につきまして、

今年度の民有林の事業が終了したことに伴いまして、補助見込みがほぼ確定いたしました。新植

事業につきましては、全体で２２．６７ヘクタールの事業につきまして、補助金算出基礎になる

金額が１,１５４万５,０６９円、それに対しまして２６パーセントの補助を行いますので３００万

１,７２６円の補助。新植事業につきましては後ほどご説明いたします歳入、道から町への補助金

がございますので、町からの単費分は最終的に１０パーセントとなります。下刈事業につきまし

ては、全体で４０．１８ヘクタールの事業につきまして、補助金算出基礎になる金額が１６２万

１,３０９円、それに対しまして５パーセントの補助を行いますので７万２千円の補助。除間伐事

業につきましては、全体で９．３６ヘクタールの事業につきまして、補助金算出基礎になる金額

が１２５万７,３７１円、それに対しまして５パーセントの補助を行いますので６万円の補助の予

定となっております。当初予算額２６７万３千円の補助予定金額から３１３万４千円の補助予定

金額へ４６万１千円の増となったことから、歳出について補正をさせていただきたいという内容

です。歳入につきましては、新植事業が終了したことに伴いまして、２１世紀北の森づくり推進

費補助金、道からの補助金額が増額となる見込みとなりましたので補正をさせていただきたいと

いう内容です。２２．６７ヘクタールの新植事業につきまして、算出基礎になる金額が１,１５４

万５,０６９円、それに対しまして道より町へ１６パーセントの補助がなされますので１８４万７,

２１１円の補助見込みとなりまして、当初の見込みが１４１万６,１８８円でしたので４３万円の

増額とさせていただくものです。歳出４６万１千円の増額につきましては、歳入の道補助金の増

額４３万円と、一般財源３万１千円を充てさせていただきたいという内容となっております。以

上です。 

 

○委員長 

 続けてどうぞ。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、緑温泉に係る指定管理事業についてご説明いたします。９ページから１

４ページになります。まず、平成２０年度よりスタートした緑温泉の指定管理業務が本年度で委

託期間が終了することから、来年度に向けてのスケジュールについて概略を申し上げたいと思い

ます。まず９ページですけども、１でありますが本日募集要項の説明を行います。２の今後の日

程につきましては、１２月２８日の町の折込みチラシ、それとホームページによりまして指定管

理者の募集周知を開始しまして、公募期間を来年１月３１日までといたします。その間、説明会

等を行いながら受付を行いまして、２月上旬に指定管理者選考委員会を開催し選定作業を行って

参りたいと思います。その後、３月上旬の委員会において選定結果の報告並びに定例議会におけ
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る議決を経て、決まりましたら基本協定を締結して参ります。なお、２月に臨時議会が招集され

るような場合につきましては、それに合わせて手続きを進めて参りたいと考えております。それ

では、募集要項をご覧いただきたいと思います。１０ページからになります。今回の指定管理者

の募集を行う施設は緑温泉でありまして、これにつきましては緑駅前広場も合わせた管理となっ

ておりまして、現在はパパスランドの指定管理を行っている「有限会社パパスさっつる」が行っ

ております。２番目以降の基準等につきましては、近年の指定管理の募集を行った施設の募集要

項に沿った内容となっておりまして、修繕料や備品購入費、光熱水費などにつきましては精算方

式をとる内容となっております。４．指定の期間は平成２３年４月１日から平成２６年３月３１

日までの３ヵ年で、町の示す委託料（基準価格）につきましては、前回の募集時と同額の年４７

０万円を設定いたします。以下、各項目、基準等に基づき募集を行い、希望者は指定された各応

募書類を揃えて、募集期間内に窓口に提出していただきまして、選定委員会、議会の議決を経て

決定され、３ヶ年の基本協定を締結して参りたいと思います。なお、各年の委託料及び管理運営

の具体的な執行事項につきましては、単年度ごとに協定を結ぶこととなります。以上、簡単です

けども、説明に代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
 

○委員長 

 先ほどの補正予算と緑温泉の指定管理について、委員の皆さんから質疑を受けたいと思います

が、ございますか。 

 

○加藤委員 

 緑温泉の指定管理のこの委託料関係、経費そのものについて１０パーセントを超えた場合に、

お互いに折半をするという条件がある訳ですが、過去３ヶ年間、この今現在の指定管理の状態の

中で、どういう数値があったのかどうなのか。現在、今回予定している基準額と照らし合わせる

意味において、この上限金額の内容等についてご説明をいただきたいと思います。 

 

○産業課長 

 ３年前の委託契約を締結する時に使用につきましては、温泉使用料と物販収入が主なものでご

ざいますが、その後３年間の指定管理期間におきまして、温泉使用料の方は若干下がり気味でご

ざいますが、物販収入の方が増えていることから、収入全体としては大幅な減少とはなってござ

いません。管理費につきましても、当初の３年前の金額と比較しまして若干減少してございます

が、１０パーセントを大きく超えるような減少とはなっておりませんので、この部分による影響

は今のところ大きな変動が無ければ出てこないのではないかというふうに思っております。以上

です。 

 

○委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 この３ヶ年間では収入経費の１０パーセントは超えなかったということですか。 
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○産業課長 

 ３年前の協定の中では、１０ページの（２）のイの計算方式とか、（３）の１０パーセントを

超える折半という部分は明記されていない内容で締結されておりましたので、この３年間におい

てはこれらの対象はございません。今後については、折半方式、精算方式を取り入れていきます

が、先ほどご説明のとおり、大きな変動が無ければこれに該当することは無いだろうと思ってい

るところでございます。以上です。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

 

○加藤委員 

 はい。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

 

○中西委員 

 だんだん施設が古くなれば、費用、経費が掛かると思うんですが、費用、経費が掛かっても、

慣れてベテランになれば収入が増えるようになるのか、お客さんが来るのかどうか分らないです

けども、その辺はどういう推定をしていますか。古くなれば、その辺の経費ってものが掛かると

思うんですが。 

 

○産業課長 

 只今、委員さんから質問のありました修繕料等につきましては、大きな改修等が出てきた場合

については別枠で条件対応するということでございます。経営上の場合において何らかの状況変

化で１０パーセントの増減を生じた場合には、この契約に基づくというものでございますので、

大幅な改修等におよぼす時については別扱いということで考えていただければと思います。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

 

○中西委員 

 はい。 

 

○委員長 

 はい、藤田委員。 

 

○藤田委員 

 １点だけ。今までも良く言っていたんですけども、指定管理者は良いんですけど、問題は町で

過去３ヶ年の平均をとって４７０万って設定するでしょ。給食センターもそうだったんですけど
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も、雇われている人が３０歳ぐらいの人だったら普通２５万くらい払わなくてはならない人に、

１６万で指定して３年間指定とか、この辺の中身がどういうことをやっているのか。それを指摘

はしませんけども、一応担当課長なんだからきちっとその辺だけは、小学校の用務員だとか中学

校の用務員だとか皆さんそうなんですけども、若い人が全然食べていけなくて辞めていくので、

人の入れ替わりがどんどんあるんですよね。そういうことを徐々に地元に定着できるような、あ

る程度の給料体系を取りながら、指定管理をしてもらわなければ困るんです。こういうことを私

も良く言ってきたんですけども、さっぱりなりませんけども。一応、そういうことだけ指摘して

おきたいと思います。 

 

○委員長 

 答えはいりますか。 

 

○藤田委員 

 いらないです。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○産業課長 

 口頭説明になりますが、１２月３日の強風により農家におきまして、農家施設等の被害がござ

いましたのでご報告したいと思います。これは農協からの報告を受けたものでございますが、２

７戸の農家で３１戸のハウスや車庫にビニールやシャッターの破損があったというふうに報告を

受けておりますのでご報告いたします。また、産業課が管理しております町有林やキャンプ場に

おきまして数本の倒木、また、トドマツ等の枝の折れたのがありましたので報告いたします。以

上です。 

 

○委員長 

 以上で、産業課からの説明を終わります。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 町からの協議・報告事項として建設課より４点ございますので、順次お願いいたします。 

 

○建設課長 

それでは建設課より協議・報告の議案につきまして、順次ご説明をさせていただきたいと思い

ます。まずは、清里町地域優良賃貸住宅条例施行規則の一部改正についてでございます。１５ペ

ージをご覧になっていただきたいと思います。今回の施行規則の一部改正につきましては、本年

度ひまわり団地に建設しております地域優良賃貸住宅世帯用２ＬＤＫ、３ＬＤＫの家賃を定める

ものでございます。本年度整備しています賃貸住宅につきましてはオール電化という設備をもっ

て、暖房・給湯設備等が完備されておりますので、整備済みの特定公共賃貸住宅等の同種家賃と

のバランスを考慮しながら家賃を定めておりますので、ご了解のほどよろしくお願いいたします。
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詳細につきましては、担当主査よりご説明いたします。 

 

○上下水道・公住Ｇ主査 

 只今、課長から説明がありましたけども、既にひまわり団地に建設中の地域優良賃貸住宅につ

きましては、２２年度末から管理開始、入居募集となりますので、該当する１０戸の家賃を設定

させていただくものです。１５ページの新旧対照表により内容を説明いたします。条例施行規則

第９条の家賃の定めについてであります。この表中、平成２０年度の次に管理開始年度が平成２

２年度、戸数２戸、１戸当りの床面積６８．６９平方メートル。これは２ＬＤＫタイプのもので

ございます。家賃が４万１千円。これと、その次に管理開始年度が平成２２年度、戸数２戸、１

戸当りの床面積８４．５４平方メートル。これは３ＬＤＫタイプを指してございます。家賃の月

額は４万７千円です。これらを表に追加し、家賃の設定を行っていきたいというものでございま

す。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 次、お願いいたします。 

 

○建設課長 

それでは続きまして、２点目でございます。本年度除雪計画について、別冊でご説明いたしま

すのでお手元の方にご用意をいただきたいと思います。本年度の除雪路線及び区間については、

昨年度と変更はありませんが、４月に道道に昇格しております町道１６号道路の一部、道道江南

線から道道止別線までの区間につきましては北海道が行うことになります。除雪計画の内容につ

きましては、担当の総括主査よりご説明いたします。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 平成２２年度除雪計画について説明させていただきます。別冊の資料、平成２２年度除雪計画

をご覧ください。除雪路線の延長につきましては、農道を含め道路１６８路線、約１６５．２キ

ロメートル、歩道３７路線、２５．９キロメートルを予定しております。昨年との主な変更箇所

は、只今課長の方から説明のありました１６号道路の２線から１２線間、約５．７キロにつきま

して、道道昇格に伴い減となっております。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○建設課長 

続きまして、３点目の平成２２年度国補正予算の対応についてでございます。口頭にてご説明

をさせていただきたいと思います。平成２２年度の国の補正予算につきましては、先ほど総務課

の方から平成２２年度国の補正予算の全体の対応についてご説明があったと思いますが、今回、

建設課が所管します国の補正予算の対応についてご説明をさせていただきます。平成２３年度国

の公共事業等予算が大変厳しいという状況を踏まえながら、道路事業、公営住宅建設事業を計画

的に推進するために事業の確保という観点から、今回、国の補正予算に平成２３年度事業計画の

前倒しということで、道路事業及び地域住宅事業の方を国及び北海道に要望してきたところでご

ざいます。今回、国の補正予算が成立したことに伴いまして、今後具体的な事業の内示、それか

ら事務手続き等々が確定してきますので、その後補正予算を計上させていただきたいと思います
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ので、よろしくお願いいたします。要望しております事業の内容でございますが、１本目は道路

事業といたしまして４線道路、本年改良が終わっている所から、国道３３４号線旧美斜線までの

間、改良約３００メートル。それと、地域住宅事業といたしまして地域優良賃貸住宅単身の１棟

６戸、これについて要望をしてきているところでございます。道路事業につきましては、現年予

算にて補正をさせていただきまして繰越と、そして地域住宅事業につきましても一部現年補正を

させていただき、残りについては債務負担行為により、両事業とも年度内発注に向けて準備を進

めていきたいというふうに考えてございます。 

続きまして４点目、財団法人北海道建設技術センター出捐金についてでございます。これも口

頭にて説明させていただきます。財団法人北海道建設技術センター出捐金につきましては、北海

道及び７３市町村により、基本財産へ出捐しているところでございますが、当町も平成８年に２

０万円を出捐し、現在に至ってきたところでございます。昨年の２１年度に北海道が出捐金の見

直しということで、同センターに出捐金の返戻の要請をかけておりまして、本年の３月に同セン

ターから北海道の方に出捐金の相当額を寄附という形で行っているところの中身になっておりま

す。今回、同センターから北海道と同様に関係市町村に対し、出捐金に相当するものを寄附とい

う形でしていきたいというような要請がありましたので、今回、受納するとともに、財産台帳の

方から出資による権利を消滅させる形で事務の方を執り行いたいというふうに考えてございま

す。なお、同センターの行っております支援業務、これは私どもが土木関係で行っております研

修、それと積算システムの関係、これについては今までどおりの業務を遂行していくということ

でございますので、ご理解のほどをいただきたいと思います。以上でございます。 

 

○委員長 

 只今の、条例の改正と２点目の除雪計画、あと口頭の説明がございましたが、委員の皆さんか

ら何か質問ありましたら受けたいと思いますが。 

 

○加藤委員 

 除雪計画の中における出動基準の内容と、過去には１０センチという名目があったような気が

するんですが、いつから無くなったのかっていうのはいいのですが、この内容的な部分の中で、

非常にこの解釈が人によってまちまちになってくる要素があると思うんです。積雪により人及び

車両の通行に支障が生じた場合と、これは受ける側とやる側ではえらい違ってくる問題があると

思うんです。それともう一つは、車道は良いとしても歩道はどうするんだという、それらの観点

の指導、あるいは町として指定管理業者にどういう方向でこれらの問題点の苦情が出てこないよ

うにスムーズな運行をしていくのか。この辺について、もう一度考え方や内容について説明をし

ていただきたいと思います。 

 

○建設課長 

 今回の除雪計画の出動基準については、ここに記載のとおりでございますが、指定管理をする

にあたって、除雪用処理要綱というのを取り交わしております。その要綱の中におきましては、

委員からお話したとおり、１０センチ以上を一つの目安として除雪の方を指導していくというふ

うに相なっております。請負指定業者につきましては、毎朝２時から４時の間、パトロールを行

いながら、町全体の降雪、吹き溜まり等を見ながら除雪の指導をしていくということでございま
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すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 今も言ったんですが、車道は我慢できるんじゃないか、だけど歩道だけはすべきでないかとい

う場面が多くある部分があると思うんです。それと、もう１点は道道は除雪をしませんと。町道

における歩道の部分についての、その交差点近くのその山やそういう部分についての除雪対象の

考え方、これらは非常に微妙な部分がたくさんあるかと思うんですが、これらの考え方について、

大きな事故も今まで無いから問題は無いって言えばそれまでなんだと思うんですけども、その辺

についてどういうふうに捉えているのか。 

 

○建設課長 

 今、委員の方からお話があったとおり、歩道の部分それと交差点部分の除雪の関係でございま

すが、昨年除雪を行うことにおきまして、町民の方から色々とご意見等々いただいております。

それで今年特に私どもの方としては、今お話したとおり交差点の見通しの関係、これを注意しな

がら指定管理者の方に指示を徹底していきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 一番問題なのは、通学路における朝晩の降雪の関係の部分が最大だと思うので、その辺の協力

というものを、重ねて一つお願いをしておきたいなと思っております。 

 

○細矢委員 

 ちょっと１点だけ。今、加藤委員が言った面もあるんですけども、経費の関係もあるんだろう

けども、歩道を先にあけてしまうと、今度車道の雪を飛ばして行くでしょ。歩道が駄目になるん

ですよね。だから歩道をあけることも大事だけども、車道をきちっとあけてから歩道をきちっと

整備すると。そうでなかったら歩きづらいしどうにもならないんだよね。雪の塊をぶつけられた

りとかして。だからその辺業者と打ち合わせをして、無駄に歩道をあけたところをまた雪をおっ

付けて、そしてまた歩道をあけるということにならないように。特に交差点辺りはひどいんで、

その辺考えてやって欲しいと思います。 

 

○建設課長 

 今の細矢委員、加藤委員からお受けいたしましたご意見等につきまして、指定管理者の方とも

協議をしながら実施をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○委員長 

 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、その他をお願いします。 
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○建設課長 

 １点、その他でご報告がございます。先ほど産業課の方からもご報告があったかと思いますが、

１２月 3 日の暴風雨の関係でございます。今回、被災の多かったのは江南、美里地域であり、江

南観測地点で降雨量が１７時～１８時で３３．５ミリぐらい降っていると。それと風については、

最大風速が３１．５メートルぐらいの風が吹いたというようなデーターになってございます。被

災状況につきましては道路関係でいきますと、畑からの流出土砂の堆積が６路線。路盤砂利の流

出が４路線。それと道路横断管渠の土砂詰まりが１箇所というような内容となっております。な

お、翌日から土砂の撤去ですとか、砂利の補充等を行いまして被災の復旧を既に終了しておりま

すのでご報告いたします。 

 

○委員長 

 以上で、建設課の報告を終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 次回の委員会について。 

 

○事務局長 

 先ほどと同様でございますけども、１月に臨時会がありましたら、それに合わせまして開催し

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○委員長 

 その他。 

（「なし」との声あり） 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

それでは無いようですので、第１３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

苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時３５分） 

 

 

 

 


