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第２回産業福祉常任委員会会議録 

平成２３年２月２２日（火） 

    開 会     午後 １時１５分 

    閉 会     午後 ３時２７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年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について 
  ②平成２２年度老人保健特別会計補正予算（第２号）について 
  ③平成２２年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 
  ④清里町国民健康保険条例の一部改正について 
  ⑤清里町国民健康保険税条例の一部改正について 
  ⑥清里町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部改正について 
  ⑦平成２３年度地方税改正の概要について 
  ⑧平成２３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 
  ⑨平成２３年度国民健康保険事業特別会計予算について 
  ⑩平成２３年度後期高齢者医療特別会計予算について 

●保健福祉課 
  ①清里町子育て支援保育料補助事業実施要綱の廃止について 
  ②保育費用徴収規則の改正について 
  ③平成２２年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 
  ④平成２３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 
  ⑤平成２３年度介護保険事業特別会計予算について 
 ●産業課 
  ①清里町農業振興資金条例の一部改正について 
  ②平成２３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指定管理者の選定について 
  ④平成２２年度地域振興券の交付結果について 
  ⑤緑清荘の利用実績（２３年１月分）について 
 ●建設課 
  ①町道路線の廃止及び認定について 
  ②清里町営住宅条例の一部改正について 
  ③平成２２年度一般会計補正予算（建設課所管分）について 
  ④平成２２年度簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について 
  ⑤平成２２年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 
  ⑥平成２３年度一般会計当初予算主要施策事業（建設課所管分） 
  ⑦平成２３年度簡易水道事業特別会計予算について 
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  ⑧平成２３年度農業集落排水事業特別会計予算について 
  ⑨公営住宅家賃減免事業について 
 ●焼酎事業所 
  ①平成２２年度販売状況について 
  ②平成２２年度焼酎事業特別会計補正予算（第２号）について 
  ③平成２３年度焼酎事業特別事業予算について 
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    ■税務・収納Ｇ主幹   溝口 富男 
■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    ■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 

■農業Ｇ総括主査    原田 賢一 

■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 

 

  
○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２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・報告事項について町民課から１０件ありますので、順次お願いいたします。 

 

○町民課長 

 それでは町民課から、平成２２年度特別会計補正予算、それから条例改正及び条例改正の概要

について、それから平成２３年度の一般会計主要施策事業並びに平成２３年度の特別会計の予算

についてそれぞれ担当より、ご説明申し上げます。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 平成２２年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）についてご説明いたします。３ペ

ージをお開き願います。まず、歳入から主な項目についてご説明いたします。１款国民健康保険

税は滞納繰越分の増収に伴うものであり、５０万円増額になります。３款国庫支出金のうち、療

養給付費負担金は医療費の伸びに伴うもので、３４０万円の増額となります。高額療養費共同事

業負担金・特定健康診査等負担金は歳入実績に伴うそれぞれの増減であります。特別調整交付金

は１２月に補正を行った国保連合会負担金について、国保総合システム事業の精算増額分となり

ます。４款療養給付費交付金は退職者等被保険者に係る医療費の減少に伴い、９２６万３千円減

額となります。５款前期高齢者交付金は６５歳から７４歳までの前期高齢者に係る医療費の増加

に伴い、１０２万３千円増額となります。７款共同事業交付金につきましては、高額医療費共同

事業交付金が費用額で８０万円以上、保険財政共同安定化事業交付金が費用額で３０万円以上の

医療費に係る交付金で、それぞれ医療費の増額に伴う交付金の増額によるものであります。８款

財産収入は基金利子となります。１１款諸収入は、各項目の歳入実績精算に伴う増減になります。

続きまして、下の表、歳出についてご説明いたします。１款総務費は、国保連合会負担金の増額

でございます。２款保険給付費につきましては、各項目の医療費等の給付実績に伴う不足額・余

剰額を精査した増減額によるもので、２,３９５万９千円の増額でございます。３款後期高齢者支

援金等から６款介護納付金までは、それぞれ拠出金、納付金等の精算確定に伴う減額となります。

７款共同事業拠出金につきましては、過去３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２１年度精算により拠出金が確定となりましたので、３６０万９千円を減額す

るものであります。８款保健事業費につきましては、特定健診受診者の確定により、事業費を１

７４万３千円減額、疾病予防費は国保連とのデータ作成特定業務の減額に伴い、１１万１千円を

減額いたします。主な補正額の内容は以上で、歳入・歳出とも４１７万５千円を増額し、歳入・

歳出現計予算額は７億２,４５６万２千円となります。以上で説明を終わります。 
 続きまして、平成２２年度老人保健特別会計補正予算（第２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。まず、歳入につきましては、増減ありません。続きまして、下の表、

歳出についてご説明いたします。１款医療諸費は、各医療費の給付見込みがありませんので、す

べて減額いたします。２款諸支出金は、老人保健特別会計廃止による精算のため、繰越金を一般

会計へ返納するための増額によるものであります。歳入・歳出総額は変わらず、歳出の１款と２

款の間で４９万５千円を増減するものであります。以上で説明を終わります。 
 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２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。歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料が当初より
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調定額が増加して収入になる見込みとなりましたので、２１２万１千円を増額いたします。続き

まして、下の表、歳出でございますが、２款後期高齢者医療広域連合納付金を、歳入の増加と同

額の２１２万１千円を増額補正いたします。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 特別会計の３件の２２年度補正予算の説明でございましたが、質疑を受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 それでは、次に移りたいと思います。 

 

○町民課長 

 それでは４点目の、清里町国民健康保険条例の一部改正について６ページでご説明申し上げま

す。今回の改正につきましては、出産育児一時金は経過措置で、平成２３年３月３１日まで、３

５万円から３９万円に暫定的に引き上げてきましたが、この度、平成２３年４月から健康保険法

施行令の改正により、恒久化されたことによる改正及び国民健康保険法改正により、条例を一部

改正するものであります。改正条文につきましては、新旧対照表によりご説明いたします。なお、

改正箇所につきましては、アンダーラインで示しております。第５条第１項につきましては、出

産育児一時金を３５万円から３９万円に改正するものでございます。これに伴いまして、附則の

経過措置、第４項を削除いたします。次に、第７条につきましては、国民健康保険法の改正によ

り条項が繰り上がっておりますので、第７２条の５を第７２条の４に改正するものでございます。

附則につきましては、施行期日及び適用を規定しております。 

 次に５点目の、清里町国民健康保険税条例の一部改正についてご説明を申し上げます。今回の

改正は、地方税法等の一部改正に加え、近年本格的な高齢化社会における疾病構造の変化、医療

技術の大幅な進歩等により、医療費が増加する中で課税所得は減少傾向にあります。このため、

平成２３年度は基金の繰入れを行うとともに、国民健康保険税限度額を７３万円から７７万円に

引き上げ、並びに所得割額の改正を行い、保健事業の安定的な運営に努めて参ります。なお、こ

の国民健康保険税改正及びこの後ご説明いたます、国民健康保険事業特別会計予算案については、

去る２月１日の清里町国民健康保険運営協議会で審議を終え、ご理解をいただいております。そ

れでは、８ページの新旧対照表によりご説明申し上げます。なお、改正箇所につきましては、ア

ンダーラインで示しております。第２条第２項につきましては、基礎課税限度額５０万円を５１

万円に１万円引き上げるものでございます。第３項につきましては、後期高齢者支援金等課税限

度額１３万円を１４万円に１万円引き上げるものでございます。第４項につきましては、介護納

付金課税限度額１０万円を１２万円に２万円引き上げるものでございます。第３条第１項につき

ましては、基礎課税額に係る所得割額１００分の４．４を１００分の５．５に改正するものでご

ざいます。第８条につきましては、介護納付金に係る所得割額１００分の０．９を１００分の１．

０に改正するものでございます。第２３条につきましては、国民健康保険税の減額を規定してお

り、基礎課税限度額５０万円を５１万円に、後期高齢者支援金等課税限度額１３万円を１４万円

に、介護納付金課税限度額１０万円を１２万円に、それぞれ改正するものでございます。附則に

つきましては、施行期日及び適用区分を規定しております。 

 次に 6 点目の、清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部改正について、
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１１ページでご説明申し上げます。今回の改正につきましては、この条例は平成１７年に施行さ

れ６年間が経過し、この間に滞納状況の変化及び制限を加える行政サービス等の事業廃止や、国

等への制度移行などにより、見直しが必要なことから、別表第１の納付を確認する町税等並びに、

別表第２の制限をする行政サービスの一部を改正するものでございます。主な改正内容につきま

しては、新旧対照表によりご説明いたします。なお、訂正箇所につきましてはアンダーラインで

示しております。初めに改正前の条例、別表第１から、第４項清里町国営土地改良事業負担金及

び第５項清里町北海道営土地改良事業負担金は、今まで未納者がいないことから、この項目を削

除いたします。改正後の条例、別表第１に、第４項として後期高齢者医療保険料、第５項に介護

保険料、第６項に水道料金、第８項から第１１項に住宅の家賃を新たに加えます。次に改正前の

条例、別表第２から第３項の保健福祉奨学資金貸付事業、第４項の精神障害者居宅介護等事業、

第５項の低肺機能者経費助成事業、次のページの第２１項の新規高卒者雇用促進事業、第２３項

の農村地域トイレ水洗化等推進事業、第２４項の家庭用コンポスター等購入補助金交付事業を削

除いたします。改正後の条例、別表第２には第２２項から第２５項として住宅の設置及び管理に

関する項目を加えます。附則につきましては、施行期日を規定しております。条例改正の説明は、

以上で終わります。 

 

○税務・収納Ｇ主幹 

 平成２３年度地方税改正の概要についてご説明申し上げます。１４ページの地方税法等の一部

を改正する法律案の概要をご覧ください。まず、個人住民税の諸控除の改正でございます。合計

所得金額４００万円超の納税義務者の成年扶養親族、２３歳以上７０歳未満の方に係る扶養控除

３３万円について、負担調整措置を講じた上で廃止いたします。ただし、障害者、要介護認定者

その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、６５歳以上の高齢者、学生については引き続

き控除対象といたします。上記の改正は、平成２５年分以後の個人住民税について適用するもの

でございます。次に、退職所得による個人住民税の１０パーセント税額控除を廃止いたします。

上記の改正は、平成２４年１月１日以後に支払われるべき退職手当等から適用されます。次に、

金融証券税制でございます。上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率３パーセントの

適用期限を２年間延長し、平成２５年度１２月３１日までといたします。次に、市民公益税制で

ございますが、認定ＮＰＯ法人以外のＮＰＯ法人への寄附金であっても、地方団体が条例におい

て個別に指定することにより、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができることとい

たします。個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額を５千円から２千円に引き下げます。以上

の改正は、平成２４年度以後の個人住民税について適用するものでございます。平成２３年中の

寄附金から対象になるということです。次に１５ページ、納税環境整備でございます。国税の見

直しと併せて、納税者が更正の請求を行うことができる期間、現行１年を５年に延長いたします。

上記の改正は、平成２３年４月１日以後に法定納期限が到来する地方税について適用いたします。

平成２２年度改正における国税の見直し内容等を踏まえ、罰則を見直します。上記の改正は、平

成２３年６月１日以後にした違反行為について適用になり、罰則が強化されることになります。

次に、税負担軽減措置等の見直しでございます。税負担軽減措置等について、固定資産税、不動

産取得税等を中心に見直しをします。全体２４１項目のうち、廃止４９項目、縮減１５項目行わ

れる予定になっております。その他でございます。法人実効税率の引下げと課税ベースの拡大に

伴う都道府県と市町村の増減を調整するため、道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲し
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ます。道府県たばこ税１千本につき、１,５０４円を８６０円とし、６４４円減額します。市町村

たばこ税につきましては１千本につき、４,６１８円を５,２６２円とし、６４４円プラスするもの

でございます。上記の改正は、平成２４年４月１日から適用いたします。航空機燃料税の税率の

引下げに伴い、地方に減収が生じないよう、航空機燃料譲与税の譲与割合を２３年度から平成２

５年度までの間、現行の１３分の２から９分の２とします。施行期日は平成２３年４月１日でご

ざいます。この地方税法に係る清里町税条例の改正は、法案成立後、国から改正内容の詳細が示

されてから行う予定となっております。現在の見通しでは、３月末ころの改正になるのではない

かと見込まれているところでございます。説明を終わります。 

 

○委員長 

 ④の条例改正から⑦の地方税改正の概要までで、ご質問ございましたら受けたいと思います。

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、⑧平成２３年度一般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２３年度一般会計当初予算主要施策事業（町民課所管分）についてご説明申し上げます。

１６ページをお開きください。２款総務費・２項総務管理費・５目自治振興費において、まちづ

くり地域活動推進事業交付金事業を行うものでございます。施策内容につきましては、第５次総

合計画の協働・共生・共創のまちづくり及び自立のまちづくり計画重点事業である地域パートナ

ーシップ事業を推進するため、総合的な交付金制度により自治会等を主体とした地域活動の支援

を行うものであります。また、申請された事業を住民組織が審査し決定する仕組みを新たに導入

していくものでございます。１７ページをお開きください。交付金の今回の見直しの関係につき

まして、資料左側は現行の交付金の流れとなっておりますが、今までは申請された事業をすべて

町民課において事業の審査・認定をしてきたところでございます。今回の見直しにつきましては、

右のイメージのように共創のまちづくり事業について、まちづくり運動推進協議会に審査・承認

をしていただき、それを町民課で認定作業を行うという形で進めていきたいというものでござい

ます。１６ページにお戻りください。予算の内訳は、運営交付金として、自治会運営交付金に３

９５万円、自治会連合会交付金２８万５千円、まちづくり運動交付金に４０万円、研修会参加補

助１３万３千円、事業交付金につきまして、協働・共生のまちづくり交付金ということで、花い

っぱい、敬老会、除雪支援事業に３６６万２千円、共創のまちづくり交付金といたしまして、環

境美化、いきいきサロン、子育て支援含む公募型に４００万円、自治会館整備事業５７万円とな

っており、総額１,３００万円の事業費を計上してございます。ちなみに、これらの自治会の申請

に係るものにつきましては、予算編成前に各自自治会から希望を提出いただいて、積み上げた数

字を出しております。続きまして、同じく自治振興費の地上デジタル放送無線共聴施設整備設計

事業でございます。地上デジタル放送移行に伴う、新たな難視地域（ホワイトリスト）に指定さ

れた緑地区に、地上デジタル放送の無線共聴施設を整備し、難視の解消を図ることを目的に実施

するものでございます。１８ページをお開きください。平成２３年１月２１日に総務省及び全国

デジタル放送推進協議会が発表しました、地デジ難視対策衛星放送対象リスト（デジタル放送難
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視聴地区）ホワイトリスト第５版で、右の神威２３、川向１、青葉３、緑町９５、清泉２の合計

１２４世帯が新たな指定を受けたものでございます。このリストに指定を受けた世帯には、アナ

ログ放送終了から受信対策が完了するまでの期間、対策として地デジ難視対策衛星放送補助が提

供されます。こちらの放送につきましては、東京をキー局とします民法、それと NHK の東京局

の放送を衛生で受信できるというものでして、一時的にテレビが見えなくなるその間を補償する

ための制度でございます。放送設備の受信設備のない世帯には、設備も無償提供されるというこ

とで、ここに登録された世帯に対して、現在受信施設整備支援センターの方で、（２）の申し込

みの手続きに回っていることころでございます。地上デジタル放送移行に伴う新たな難視の対策

手法としては、無線共聴施設の新設と個別受信対策ということで対処をしていきたいと思います。

緑町については対象世帯が非常に多いことから、総務省からも個別対策では対応できないといわ

れているため、無線共聴施設を整備することとしました。なお、緑町以外の地区におきましては

個別受信対策で、アンテナの取替えや受信位置の変更など進めていくものです。１６ページにお

戻りください。この施設整備に伴う受信点調査、設備設計及び国への申請手続き等も含めた設計

費用として５００万円を計上するものです。続きまして、４款衛生費・２項清掃費・１目清掃事

業において、ごみ処理業務委託事業を実施するものです。ごみ処理業務の委託により、一般廃棄

物収集、処理業務を円滑に行うものであります。収集業務、可燃・不燃・粗大・資源・古布・乾

電池、処理業務、焼却・破砕・分別・埋立を行うものであります。委託料の内訳は、人件費４３

１２万３千円、物件費３４４万８千円、合計で４,６５７万１千円を計上するものです。以上でご

ざいます。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 続きまして、４款衛生費・１項保健衛生費・３目各種医療対策費において、乳幼児医療費扶助

事業を実施いたします。現在、北海道医療の補助対象は一部所得制限があり、年齢に応じた入院、

通院の部分が扶助されておりますが、清里町においては、平成２０年度より制度拡充により、小

学校卒業までの乳幼児、児童に対して所得制限なしに入院、通院全額に扶助を行っております。

対象となる方は重度医療、ひとり親医療、生活保護者を除く未就学児１７４名と小学生２２２名

を予定しております。事業費合計１,１８０万円を道支出金３６０万円、一般財源８２０万円を財

源に計上しております。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ２３年度一般会計当初予算の町民課所管分の説明でございましたけども、何か質疑がございま

したらお受けしたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 よろしいですか。それでは次に、⑩の平成２３年度国民健康保険事業特別会計予算についてと、

後期高齢者医療特別会計予算について、説明お願いします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 平成２３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、２０ページをお開き願います。２款保険給付費につきましては
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事業費合計４億６,１８７万４千円ですが、国庫支出金１億７,１９６万円、道支出金３,８２０万

円、その他９,１１８万４千円、一般財源１億６,０５３万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８,６０１万３千円を国庫支出金３,１７６万６千円、その

他３千万円、一般財源２,４２４万７千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３,８１０万円を国庫支出金１,４３４万３千円、その他１５４万５千円、一般財源２,
２２１万２千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１億１９３万４千円を国庫支出金４５０万２千円、道支出金４５０万２千円、そ

の他７,９００万６千円、一般財源１,３９２万４千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６２８万３千円を国庫支出金７７万１千円、道支出金

１０９万５千円、その他７４万９千円、一般財源３６６万８千円を財源に計上しております。１

ページお戻りいただき１９ページをお開き願います。２３年度国保会計当初予算につきましては、

只今の主要施策並びに事務関係経費などを含め、歳入歳出とも前年対比で４７５万８千円を減額

し、歳入歳出予算額は６億９,９１８万２千円となります。以上、国保の説明を終わります。 
 続きまして、平成２３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２２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５,４１２万７千円を、その他１,３９７万５千円、一般財源

４,０１５万２千円を財源に計上しております。１ページお戻りいただき２１ページをお開き願い

ます。平成２３年度後期高齢者医療特別会計当初予算につきましては、只今の主要施策並びに事

務関係経費などを含め、歳入歳出とも、前年対比で３３４万５千円を増額し、歳入歳出予算額は、

５,５４６万９千円となります。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 只今、国民健康保険特別会計と後期高齢者医療特別会計の２３年度の予算の説明を受けました

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 

 無いようですので、終わりたいと思います。 

 

○委員長 

 保健福祉課より、協議・報告事項ということでお願いしたいと思います。①子育て支援保育料

補助事業要綱廃止についてから⑤まで、順次お願いいたします。 

 

○保健福祉課長 

 それでは保健福祉課所管分の議案につきまして、５点ございます。１番目と２番目の２３ペー

ジ、２４ページにおける子育て支援保育料補助事業実施要綱の廃止及び２４ページ保育費用徴収

規則の改正について、これにつきましては関連がございますので、一括して私から資料の説明を

させていただきたいと思います。別紙の要綱について配付させていただいたところでございます

が、それについても参照していただきたいと思います。 

 まずはじめに、清里町子育て支援保育料補助事業実施要綱の廃止について説明したいと思いま

す。清里町子育て支援保育料補助事業実施要綱につきましては、平成１８年度より第３子の保育
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所、幼稚園への通園に関わる保育料を免除することで、子育ての経済的負担軽減による子育て支

援を目的に要綱制定し、事業を実施して参りました。平成２２年度より国による新たな子育て支

援対策である「子ども手当」の現金給付による制度が開始したところであります。保育料補助事

業については段階的に縮小の方向で、今年度は２分の１の支給、これにまつわる要綱改正を行っ

たところであります。本要綱については平成２３年３月３１日をもって廃止して、平成２３年度

以降は保育料補助による現金給付は行わないことということでいきたいというように考えてござ

います。委員各位にはご案内のとおり所管委員会の理解を得ながら、１１月臨時会において予算

措置いただきました０歳から４歳までを対象としたヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン、

１歳から高校生までを対象とした新型インフルエンザ予防ワクチン、中学生女子を対象とした子

宮頸がん予防ワクチン接種、これらの全額補助をはじめとする現物給付による子育て支援が現状

における最善の方策と考え、今後とも現物支給の方向で拡充して参りたいということでございま

す。このことが要綱廃止の大きな理由であります。また、次の保育費用徴収規則の改正につきま

しても、子育て支援保育料補助事業要綱の廃止に伴う第３子入園者への保育料免除規定の削除で

あります。以上で、清里町子育て支援保育料補助事業要綱の廃止及び保育費用徴収規則の改正に

ついての説明を終わらせていただきます。 

 

○委員長 

 それらについて質問ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 それでは次、平成２２年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についてお願いいたしま

す。 

 

○保健福祉課長 

 平成２２年度の介護保険特別会計補正予算につきましては、担当総括主査であります野呂田総

括主査から説明申し上げます。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 平成２２年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。２５ペ

ージをお開き願います。今回の補正予算につきましては、実行予算における予算の調整を行うも

のです。歳入につきましては、介護保険料の第１号被保険者介護保険料を１２万円減額、滞納繰

越分１万５千円増額、国庫支出金、道支出金、支払基金交付金、繰入金の介護給付費分につきま

しては、歳出の保険給付費の実績により、それぞれの負担割合に基づき国庫３４８万４千円、道

２１４万円、支払基金８８万５千円、町繰入金３７０万円を計上しております。また、本年度の

実績見込みで、保険給付費が伸びていることから基金積立金１,００５万３千円を取り崩し、財源

不足に充当いたします。介護保険の基金積立金につきましては、毎年度繰越額の２分の１をめど

に積立を行っております。現在の基金保有額は２,６１４万円となっており、今回の取り崩しで約

１６００万円の基金保有額となります。次に歳出について、ご説明いたします。歳出につきまし

ては、いずれも保険給付費の伸びにより、増額補正を行うものです。居宅介護サービス費で６３

０万円、居宅介護サービス計画給付費で２０万円、施設介護サービス給付費で８３０万円、手数
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料で１万７千円、高額介護サービス等費で１３４万円、特定入所者介護サービス等費で４００万

円を計上いたします。歳入歳出とも２,０１５万７千円を増額し、歳入歳出の合計は、４億３６７

３万円となります。次のページ２６ページにつきましては、補正予算の概要となっており、只今

ご説明いたしました歳出の財源内訳を記載している表となっております。以上で説明を終わりま

す。 
 

○委員長 

 只今の、介護保険事業特別会計補正予算について質疑を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、④の平成２３年度一般会計当初予算主要施策事業についてお願いします。 

 

○保健福祉課長 

 ４番目の、保健福祉課所管分の一般会計の主要施策につきましても、担当総括主査よりご説明

いたします。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 平成２３年度一般会計当初予算主要施策事業（保健福祉課所管分）についてご説明いたします。

２７ページ目をお開き願います。私より福祉介護グループ及び子育て支援グループの主要施策事

業についてご説明いたします。１点目、社会福祉協議会補助事業につきましては、清里町社会福

祉法人補助金交付要綱に基づき６９９万円を一般財源にて計上しております。次の難病者等通院

交通費扶助事業につきましては、障害者及び特定疾患者の通院、通所に対し、清里町難病者等通

院交通費助成要綱により交通費の助成として２５０万円を一般財源で計上しております。次の、

福祉医療事業者人材確保補助事業につきましては、町内事業所の福祉医療の安定的な人材確保の

支援を図ることを目的に、清里町福祉医療人材確保補助要綱に基づき１６８万円を一般財源で計

上しております。なお、本補助事業につきましては、平成２０年度から平成２４年度までの時限

要綱となっております。次の障害者自立支援事業につきましては、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９,７８９万７千円を計上しております。２８ペー

ジをお開きください。次の福祉サービス事業につきましては、高齢者及び障害者、難病者に対し、

各種在宅生活支援を行うための費用一般財源と利用者負担金により５４０万５千円を計上してお

ります。次の介護老人保健施設きよさと運営事業につきましては、清里町社会福祉協議会を指定

管理者として、施設の運営を行う経費２億９,８３０万円を計上しております。財源につきまして

は介護報酬収入となっております。次の子ども手当支給事業につきましては、現在、平成２３年

度子ども手当の支給に関する法律が国で審議中でありますが、その内容に基づき対応できる額を

予算措置するものであります。平成２２年度は中学校卒業までの子ども一人につき１万３千円が

支給されておりましたが、平成２３年度より３歳未満は２万円に増額が予定され、国・道・町の

負担割合に基づいた費用８,３８１万１千円を計上しております。次の子育て支援センター運営事

業につきましては、事業の運営費として１４９万５千円を計上しております。財源につきまして

は次世代育成支援対策事業交付金となっております。以上で説明を終わります。 
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○保健Ｇ主幹 

 続きまして私の方から、保健グループの主要施策についてご説明させていただきます。資料の

２９ページをお開きください。この表のとおり予防費については大きく３つに区分けしておりま

す。１つ目の各種健診事業につきましては、例年同様、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ための特定健康診査をはじめ、がんの早期発見と早期治療を図るための各種

がん検診、さらには肝炎ウイルス検査、脳ドック検診などの各種検査を実施して参ります。また、

女性特有のがんである乳がんと子宮がん検診、さらには北海道の要領に基づくエキノコックス症

検査を実施いたします。これらの検診事業に係る所要額といたしまして１,０４９万９千円、特定

財源として道補助金４２万７千円、各種検診での個人徴収金１６３万３千円を計上しております。

２つ目の予防接種事業につきましては、予防接種法に基づく定期接種として乳幼児などの各種予

防接種、６５歳以上の高齢者インフルエンザ予防接種、これに合わせ任意予防接種ですが、全額

公費負担として昨年１１月臨時会において予算措置いただきました０歳から４歳までを対象とし

たヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチン、１歳から高校生までと低所得者を対象としたインフ

ルエンザ予防接種、さらには２３年度新しく中学１年生になります女子生徒と４月から新たに新

中学２年生となる生徒から、新高校１年生になる方までの女子の３回目となる子宮頸がん予防ワ

クチン、これらの所要額として１,２２２万８千円を計上してございます。特定財源といたしまし

てはインフルエンザ、子宮頸がん等ワクチン接種に係る道負担金、道補助金として２２４万９千

円を計上しているところであります。３つ目の母子保健事業につきましては、母子保健の推進の

ための乳幼児健診、保健指導、母親学級等の開催と共に、標準とされる１４回の妊婦健診費用の

すべてを公費で負担いたします。この事業に係る所要額として４８７万６千円、特定財源として

は妊婦健診に係る道補助金７８万７千円、母親学級での個人負担金５万３千円を計上していると

ころであります。続いて、保健福祉総合センター費の運営管理事業でございます。この表に書か

れておりますとおり大きく燃料ですとか光熱水費、その他の経費という形の中で、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つの複合施設です。過去の実績を基に

これらの維持管理費として２,８８２万８千円、特定財源といたしまして医師住宅使用料の他、雑

入として電気料・上下水道料・燃料費などの収入と公衆電話使用料として総額１,９７４万円を計

上しているところであります。以上で説明を終わります。 
 

○委員長 

 一般会計当初予算（保健福祉課所管分）の説明をいただきました。質疑を受けたいと思います。

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、次に進みたいと思います。⑤平成２３年度介護保険事業特別会計予算につ

いて、説明お願いします。 

 

○保健福祉課長 

 平成２３年度介護保険事業特別会計予算について、担当の総括主査より説明させます。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 
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平成２３年度介護保険事業特別会計予算についてご説明いたします。３０ページ目をお開き願

います。平成２３年度介護保険事業特別会計予算の歳入につきましては、介護保険料６,８３０万

２千円、使用料及び手数料２千円、国庫支出金９,３９５万７千円、道支出金６,３０２万９千円、

支払基金交付金１億１,９１６万５千円、財産収入１万３千円、繰入金５,６２７万５千円、繰越金

１００万円、諸収入５２万９千円となっております。歳出につきましては、総務費４８４万１千

円、保険給付費３億９,６４１万９千円、地域支援事業費９７万３千円、基金積立金１万４千円、

公債費２万５千円となっており、歳入歳出の合計は４億２２７万２千円、前年対比２７８万９千

円の増額。率にいたしますと、前年対比１００．７パーセントとなります。歳出ベースで見ます

と全体の９８．６パーセントが保険給付費の構成比となっており、各種給付支援事業を行って参

ります。以上で説明を終わります。 
 

○委員長 

只今、平成２３年度介護保険事業特別会計予算の説明でしたが、質問を受けたいと思います。 

 

○田中委員 

 最初の子育てのことで聞きたいのですけども、保育所の第３子以降の保育料の助成の廃止とい

うことで、その理由として子ども手当が支給になったことで。そこら辺、保育料っていうのは所

得が関係してくると思うんですけども、参考までに聞きたいのですが、子ども手当をもらうこと

によってこれが廃止になったと。その差って言うのは保育料は所得で違うんですけども、一般平

均の保育料からすると、どっちがどうなのか。 

 

○保健福祉課長 

 今、個別の保育料については、持ち合わせておりませんので正確な額は言えないんですが、保

育料ベースでいきますと、保育所の保育料で通常保育所に在所している部分で３人目にいきます

と１０分の１になるんです。ただ、中学生や小学生の兄ちゃんや姉ちゃんがいて保育所に３人目

ということになると、通常の料金になるんですが。これでいきますと平均で１万５千円から２万

円程度の金額になるのかなと。月額ですね。ざっくり言っていますから正確ではありませんけれ

ども。それが１万２千円の保育料で１万３千円の子ども手当と比較してどうなんだと言えば、ど

っちとも言えないというのが現状でございます。主旨としては保育所や幼稚園に通っている人た

ちに恩恵があるので、子ども手当は全員にくるし、現物給付で予防ワクチンとか健康づくりの部

分で全体に広くというのが廃止の大きな理由であります。ちなみに人数でいきますと平成２２年

度、今年度の上半期の人数でいきますと、この制度の対象となっているのがやまと幼稚園で６名、

新栄保育所で１名、清里保育所で７名、札弦保育所で３名ということで、全体で１６名がこの支

援制度の網にかかっているというようなところで、少ないから網を破ると言うことではなくて、

この制度の網をもう少し広げた部分で現物支給で広く全体にということが、廃止の主な大きな理

由でありますので、ご理解賜りたいと思っております。 

 

○田中委員 

 ここで論議しても仕方ない訳ですけども、なかなか３人目を保育所に通わす親というのは大変

だろうと思うんですよね。今言った主旨も分かるんですけども、子育ての方に国も支援しようと
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している中ではどうなのかなと。 

 

○保健福祉課長 

 この委員会が終わったら、幼稚園、保育所に説明会を実施して理解していただこうということ

で、話を詰めているところでございます。 

 

○委員長 

 全体を通じで、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、保健福祉課終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 産業課より、協議・報告事項について５項目ございます。まず１つ目、清里町農業振興資金条

例の一部改正についてからお願いいたします。 

 

○産業課長 

 清里町農業振興資金条例の一部改正について、議案の３１ページでご説明申し上げます。議案

の新旧対照表を説明する前に、改正するに至った経過等についてご説明いたします。農業振興資

金条例は、昭和５１年に農業者の農業生産基盤の整備と経営安定を図ることを目的に制定された

ものでございます。貸付資金については、町と農協が造成し無利子で貸し付けする清里町独自の

制度であります。造成資金の額は２億７千万円ほどで、町が造成した額は１億３,７００万円とな

っております。多くの農業者が有効にこの資金を活用しているところでありました。平成１８年

になりまして、斜里郡３ＪＡの合併協議が始まったことから、町、農協ともに、この独自制度の

あり方について協議を進めてきた結果、今回の改正の運びとなったものでございます。改正の主

旨につきましては、今までの資金造成方式から農協資金を貸し付けする方式に変更し、町と農協

は貸付金利を折半して農業者に利子助成を行うものでございまして、農業者には現行と同じ内容

で借り入れできる内容に改正するものでございます。それでは３１ページの新旧対照表により説

明いたします。左側が改正前、右側が改正後、アンダーラインが改正箇所となっています。第１

条は目的でありますが変更ありませんので省略します。第２条の見出し、「資金造成」を「利子

助成」に改め、条中の全文を「町は、清里町農業協同組合（以下「町農協」という。）との協定

に基づき、町農協から貸付を受けた農業者の金利負担軽減を図るため利子助成を行う。」に改め、

第３条は、条中「資金の額、並びにその他管理、及び運用の細部」を「貸付資金の額並びに利子

助成率、その他の細部」に改めるものです。第４条は変更ありませんので省略します。附則にお

いてこの条例は公布の日から施行し、平成２３年４月１日から適用するもので、改正前条例第２

条の規定により造成した資金は、造成額に応じて返還するものでございます。なお、只今の改正

案につきましては、３月議会定例会に提案する予定の案件でありますので、よろしくご審議願い

ます。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 
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 只今の農業振興資金条例の一部改正についての提案でございましたが、何かございませんか。 

 

○加藤委員 

 利子補給という形になっていますが、貸付金額については今まで積み立ててあった２億７千万

という範囲内での貸付方法と言うか、運用方法については変わらないということでよろしいので

すか。 

 

○産業課長 

 基本的には２億７千万で変わりないということでございますが、農協との協議の中で、実際に

資金の利用額が２億５千万以下で推移していることから、２億５千万円にしようかということで

今、農協と協議しているところでございます。 

 

○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。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 それでは②の、平成２３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、説明

お願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは、産業課所管分の主要施策について、担当の方からご説明をさせていただきます。ま

ず３２ページをご覧いただきたいと思います。総務費・開発促進費でございます。この中の花と

緑と交流のまちづくり事業につきましては、町民の皆さんと行政のパートナーシップによりまし

て、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１,１５３万６千円となりますが、花と緑の環境づくり事業に７６５万７千円、交流事業

に３８７万９千円を計上しております。財源につきましては地方債及び一般財源となっておりま

す。次に３３ページにつきましては、原田主査よりご説明申し上げます。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 次に私の方からご説明申し上げます。農林水産業費３３ページでございます。はじめに２目農

業振興費の農業経営基盤強化資金利子補助事業について説明いたします。本施策につきましては、

経営改善計画等の認定を受けた農業者の資金借入利子を助成するものであります。平成２３年度

におきましては新規融資を２０件見込みまして、既に融資を行っている分を含め、合計２０１件、

４９７万１千円の利子を助成するものです。財源のうち道補助金が２分の１となっております。



 

- 15 -

次に３目畜産業費の町営牧場整備事業について説明いたします。本施策は江南牧場の草地維持を

目的として行います。草地改良については本年度は４牧区１０．９ヘクタールを対象とし３９０

万円、それから追肥につきましては１から６牧区３７．４ヘクタールを対象として１２５万円、

施設修繕については１から４牧区の有刺鉄線の張り替え、２,５００メートルで８８万円、合計６

０３万円を計上いたします。次に４目農地開発事業費の国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理

事業でございます。本施策は畑地かんがい施設の適正な維持管理を図るために斜網地域維持管理

協議会へ支払う負担金となっております。本町は２３．９パーセントの負担割合となっておりま

す。なお、事業費は１,３２７万４千円を計上し、財源のうち受益者負担及び雑入が１,１５９万５

千円となっております。以上で農林水産業費の説明を終わります。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

それでは次のページ、３４ページをお開きいただきたいと思います。商工振興費につきまして

は、コミュニティセンター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

入を差し引いた額の６６０万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。次にコミュニティセンター建設資金償還金補助につきましては、コミセンが平成１０年度

に建設され５年間据え置きで平成１５年度より借入金の償還を行っておりまして、２３年度償還

分について１,０７６万６千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っておりま

す。次に観光振興費です。観光振興費につきましては、２３年度よりキャンプ場とパークゴルフ

場以外の施設を総体的に管理するため、従来の観光費と温泉施設費を一本化しまして新たに創設

したものです。この中で、まずは観光促進事業につきましては、みどりのフェスティバルに１８

０万円、ふるさと産業まつりに３８０万円、ウィンターフェスティバルに３０万円を補助するも

ので、合計５９０万円を予算計上しております。財源につきましては一般財源となっております。

次に斜里岳山小屋管理運営事業につきましては、山小屋の管理運営に係る指定管理委託の経費１

５４万円を計上するものです。財源につきましては一般財源となっております。次に温泉施設管

理運営事業につきましてはパパスランド、緑の湯に係る指定管理委託料で２,２７１万７千円を計

上するもので、財源につきましては一般財源となっております。次にオートキャンプ場費です。

オートキャンプ場管理運営事業につきましては５０７万５千円を計上しまして、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４０

０万３千円と残りは一般財源でございます。最後に江南パークゴルフ場費です。江南パークゴル

フ場管理運営事業につきましては６３６万８千円を計上しております。施設の維持管理にまつわ

る経費でございます。財源につきましては使用料３００万円と残りは一般財源でございます。以

上で産業課所管分の説明とさせていただきます。 

 

○委員長 

 只今の説明について質疑を受けたいと思いますが、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 それでは、③の指定管理の選定についてお願いいたします。 
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○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは指定管理者の選定について、３５ページをご覧いただきたいと思います。この度の緑

温泉の指定管理者の選定につきましては、１２月２８日から１月３１日までの間募集を行ったと

ころ、現在、指定管理を受けている有限会社パパスさっつる１社から申請がありました。選定に

あたりましては指定管理者選定委員会を開催しまして、委員会の構成は副町長を委員長としまし

て教育長、総務課長、そして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７日と１０日に行われまして、選定方法及び書

類審査、パパスさっつるの代表者をお呼びいたしましてヒアリング審査を行っております。その

後、審査の結果を報告書にまとめ町長へ報告を行い、２月１５日に副町長よりパパスさっつるへ

選定結果の通知を行いました。今回の指定期間は、２３年４月１日から２６年３月３１日までの

３ヵ年としまして、基準価格４７０万円に対して４６５万円の提示額となっております。今後は、

議会の議決を得られた後に指定管理者の指定を受けることとなります。なお、この度の指定管理

におきましては、総務省より指定管理者制度の運用について通知がありまして、指定期間が複数

年にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが確実に見込ま

れる場合には、債務負担行為を設定することとされましたので、それに基づき債務負担を設定す

るものです。以上でございます。 

 

○委員長 

 指定管理、緑温泉についての説明でしたが、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 次にいきたいと思います。④平成２２年度地域振興券の交付結果についての説明をお願いしま

す。 

 

○産業課長 

 平成２２年度地域振興券の交付結果について３６ページでご報告申し上げます。１番の交付状

況についてでありますが、交付対象者４,５９２人、内４,５８４人に一人１万円を交付いたしまし

たので、交付金額の総額は４,５８４万円となり、交付率は９９．８３パーセントとなりました。

２番目の未交付状況でありますが、居所不明者や長期旅行中により棄権された方など８人が未交

付となり、未交付金額は８万円となっております。３の換金状況については、３回換金を行い、

最終の換金総額は４,５７１万３千円となり、換金率は９９．７２パーセントとなっております。

交付を受けながら使用されなかった未使用金額は１２万７千円となりました。以上、報告を終わ

ります。 

 

○委員長 

 地域振興券の交付結果でございましたが、何かございますか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 無いようですので、緑清荘の利用実績について、２３年１月分について説明お願いします。 
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○産業課長 

 緑清荘の利用実績について３７ページでご報告申し上げます。指定管理により業務委託をして

いる業者の利用実績につきましては、年１回、６月開催の常任委員会に例年報告して参りました

が、緑清荘につきましては昨年１２月にリニューアルオープンしたこと、またそのことにより客

室数の増加や町からの補助金をゼロにしたこと等、リニューアルオープンに際して前と状況が大

きく変わっておりますので、本年平成２３年１月につきまして昨年平成２２年１月とを比較し、

ご報告を申し上げるものでございます。収入については温泉使用料、宿泊使用料、食堂売上など、

それぞれ２５パーセント近い伸びとなっております。また町からの委託料につきましては昨年は

１ヶ月６６万１００円補助しておりましたが、リニューアルオープン後はゼロというようなこと

になっております。収入の合計で本年１月においては１,４５６万４,４６０円で、前年と比較し２

８０万円相当の伸びとなっております。伸び率は２４パーセントでございます。支出についてで

ございますが、人件費、原材料費などが２０パーセント前後の伸びを示しております。また増築

し、光熱水費がかなり伸びると見ていたのですが、１１．５パーセントほどの伸びで止まってお

ります。諸費につきましてはここに記載のとおりです。支出総額は本年１月が１,３５６万６,５７

４円で、前年対比より２２０万４,７１７円、率にして約２０パーセントの伸びになっております。

収入から支出を差し引いた額は、本年は９９万７千円ほどで前年の１月より良い結果となってお

ります。次に温泉入浴者や宿泊数についてでございます。温泉入浴者数につきましては、昨年よ

りも１７パーセント伸びの５,７５２人、１日平均１８５人となっております。宿泊者数につきま

しては前年より約８０パーセント伸びの５２７人、１日平均１７人となっております。宴会利用

者とレストラン利用者はほぼ同じでございまして、前年より１６パーセント伸びのここに記載の

とおりとなっております。以上、緑清荘の利用実績についての報告を終わります。 
 

○委員長 

 緑清荘の利用実績の報告でした。質疑等ございますか。何かございますか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 産業課全体で、質問を受けたいと思います。ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 無いようなので、これで産業課終わります。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 建設課より、協議・報告事項について、９項目ありますので、１番上の町道路線の廃止及び認

定についてお願いします。 

 

○建設課長 

 建設課の協議報告事項につきまして、ご説明させていただきたいと思います。まず１点目の町

道路線の廃止及び認定についてでございます。３８ページ目をご覧になっていただきたいと思い

ます。先の委員会においてご協議をしておりました緑清荘から道道向陽清里停車場線までの約２

５８メートル区間につきまして、社会資本整備総合交付金事業により実施する運びとなっており
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ます。実施に向けまして道路法の定めに基づき路線認定を行うものでございます。詳細につきま

しては、担当総括主査よりご説明申し上げます。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 議案３８ページをご覧ください。清里町道羽衣３丁目通り、黒の路線になります。中央通りか

ら緑清荘北側入り口までの４９６メートルを廃止し、新たに羽衣３丁目通り、赤の路線になりま

すが、中央通りから緑清荘北側入り口を経由して、道道向陽清里停車場線までの７５３．５メー

トルを認定するものであります。以上で説明を終らさせていただきます。 

 

○委員長 

 町道路線の廃止及び認定について、説明ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 よろしいですか。 

 

○委員長 

 ②清里町営住宅条例の一部改正についてお願いします。 

 

○建設課長 

 清里町営住宅条例の一部改正について、ご説明申し上げます。今回の条例の一部改正につきま

しては、町営住宅の入居者の資格を定めました第６条において、町営住宅の適正な管理を行うた

めに公営住宅法の趣旨を踏まえながら当該条項に入居者資格要件を加えるものであります。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 

 資料３９ページの新旧対照表によってご説明いたします。町営住宅条例第６条第１項、入居者

資格についての規定でございますけれども、この資格の第１号から第４号は条項を省略してござ

いますけれども、第１号は同居親族要件でございます。第２号は入居収入基準、第３号は現に住

宅に困窮していること、第４号には暴力団員ではないことをそれぞれ４項目にわたって入居資格

として規定してございます。今回新たに課長も申し上げておりましたが、入居者の負担の公平化

を図る観点から第５号として新たに「町税及び使用料等を滞納していない者であること」を追加

するものであり、附則は施行期日を規定するものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 町営住宅条例の追加でありますけども、皆さんから何かございませんでしょうか。 

 

○中西委員 

 滞納者は入居出来ないということで、今まではそれが無かったんですけども、今現在は滞納が

あるんですか。それと過去はどのくらいあったのか。 
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○建設課長 

 平成２１年度決算の額でご説明させていただきたいと思いますが、平成２１年度の決算額でい

きますと滞納額として約１２０万円ほどございます。その内、公営住宅に係るものが約８７万円

程度で、件数にしますと１８件ほどの方が滞納されているという内容になっております。今回、

条例改正に当たりまして、町税及び使用料等を滞納しない者ということで１項目を加えさせてい

ただくのですが、基本的に公営住宅法というのは住宅に困窮する低所得者に対して低い家賃で賃

貸するものというような主旨でございます。しかしながら、町民としての義務を果たさずに権利

ばっかり主張するということはやっぱり不合理だということも含めまして、今回入居者の資格と

して町税及び使用料等を滞納していない者というものを加えさせていただきたいというふうに考

えております。ちなみに、地域特別賃貸住宅、地域優良賃貸住宅の条例等については整備させて

いただいておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○中西委員 

 これは条例を改正するんだけども、今のところ無いんですか。滞納が今あるのに条例を改正し

て、無ければ良いんだけども、ある人はどうなるのか。条例が出来てしまうとどうなるのか聞き

たいんですが。 

 

○建設課長 

 この条例の改正でございますが、今後入居される方、希望される方から適応するということで

ございまして、今、滞納されている方については担当職員も含めまして滞納額分の納入をすると

いうことで、随時滞納者と色々協議をしながらやっておりますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

 

○中西委員 

 そういうふうに条例を作るのなら、困窮しているから入っても、先の人が滞納しても入ってい

るじゃないかってこととかにならなければ良いと思いますけれども。努力はしていると思います

ので、よろしくお願いします。 

 

○委員長 

 次、平成２２年度一般会計補正予算（建設課所管分）の説明をお願いします。 

 

○建設課長 

 平成２２年度一般会計及び簡易水道事業、農業集落排水事業特別会計の補正予算についてご説

明いたします。今回の補正につきましては建設課所管の一般会計、簡易水道及び農業集落排水事

業特別会計の各々の実行予算に基づきまして、不用額の調整と特定財源等の調整措置を行うもの

でございます。詳細につきましては、各担当の総括主査及び主査よりご説明いたします 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 建設課管理グループ所管分について、ご説明させていただきます。議案４０ページをご覧くだ

さい。歳入で１２款・１項・５目・１節において道路等占用料で４千円の減。１３款・４項・２
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目・２節社会資本整備総合交付金で３６３万５千円の減。１９款・１項・４目・１節において社

会資本整備総合交付金事業債で２４０万円の減となっております。１３款、１９款につきまして

は、道路新設改良事業の事業費減に伴う歳入の減でございます。議案４１ページをご覧ください。

歳出で、２款・９項・１目・地域振興総合対策事業の住宅用太陽光発電システム導入費補助で１

２０万円の減。７款・１項・１目・道路等整備事業の委託料で２６２万５千円の減。公有財産購

入費で１９万８千円の減、負担金補助及び交付金で１万７千円の減、補償補填及び賠償金で１０

万円の減、合計２９４万円の減となります。引き続き議案４２ページをご覧ください。７款・１

項・２目・道路新設改良事業費の工事請負費で９６万９千円の減、公有財産購入費で１９万７千

円の減、負担金補助及び交付金で５４７万円の減、合計６６３万６千円の減となります。７款・

２項・１目・公園管理事業の需用費で４万１千円の減、役務費で２万円の減、委託料で４万２千

円減、合計で１０万３千円の減となります。以上で説明を終らさせていただきます。 

 

○上下水道・公住Ｇ主査 

 私の方から公営住宅に関係する部分についてご説明いたします。４０ページの使用料及び手数

料、住宅使用料２５０万円の増額でございます。実行予算により精査見積りの結果２５０万円の

収入増が見込まれますのでご報告いたします。次、国庫支出金。１節住宅費国庫交付金につきま

しては、地域優良賃貸住宅整備事業交付金で１８万８千円、公的賃貸住宅家賃低廉化事業交付金

で３４万６千円、合わせて５３万４千円が追加となってございます。１８款諸収入・１節町預金

利子につきましては、公営住宅の敷金定期預金利子について当初予定していた金利より低下があ

ったということでマイナス５千円の補正計上になってございます。４３ページをお開きください。

住宅費・公営住宅管理事業でございますけども、１節報酬の委員報酬、住宅入居者選考委員会に

まつわる委員報酬でございますけども、委員会開催の未開催等により１０万円が不用となります

ので調整させていただきます。２目の住宅建設費・公営住宅建設事業におきましては、委託料に

おいて地域優良賃貸住宅建設工事施工監理業務委託料がマイナス２６万７千円、公営住宅等建設

工事実施設計変更業務委託料マイナス５万２千円、合わせて３１万９千円の不用額が生じますの

で、減額補正をさせていただきます。以上です。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

 それでは、特別会計の補正予算につきまして説明させていただきます。４４ページをご覧いた

だきます。簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）です。今回の補正につきましては、会計の

職員数の減によります人件費の補正と、事業完了によります工事請負費の精査が主だったものと

なっております。下段、歳出です。総務費です。一般管理費におけます人件費ですが、１名分の

人件費と共済費の率の確定に伴いまして９０７万２千円の減となっております。委託料につきま

しては、メーター検針ですが実行に伴いまして５万円の増、負担金ですが、１名分の退職手当の

負担金等によりまして９６万２千円の減、公課費につきましては、消費税納入残として５万８千

円の減、合わせまして総務費で１,００４万２千円の減となっています。施設費です。工事請負費

です。メーター更新の工事請負残２４４万８千円の減。公債費は変更ございません。基金積立金

です。今回の補正によりまして１２６万９千円の増。合わせまして総額１,１２２万１千円の減と

なっております。上段、歳入です。使用料及び手数料です。変更ございません。財産収入ですが、

簡水基金の利息の低下に伴いまして４千円の減です。繰入金です。簡易水道基金の繰入金ですが、
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今回の補正の歳出減に伴いまして１,１２１万７千円の減です。繰越金、諸収入はございません。

以上、現計予算額８,３８４万３千円を１,１２２万１千円減額いたしまして、７,２６２万２千円と

するものです。 

 続きまして、４５ページを見ていただきます。農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

です。農集排につきましての今回の補正は、実行に伴います使用料収入の補正と、事業完了によ

ります工事請負費の精査が主だったものとなってございます。下段、歳出です。総務費です。一

般管理費におけます人件費ですが、人事院勧告に伴います手当の改正と共済費率の改正に伴いま

して２１万２千円の減。公課費ですが、消費税の納入額３千円の減です。施設管理費です。施設

関係の委託料の請負残といたしまして２４万６千円の減。備品購入費、メーター購入費１万５千

円の減。合わせまして総務費におきまして４７万６千円の減となっております。続いて、事業費

です。委託料です。下水道の台帳の委託の請負残３万７千円、工事請負費といたしまして処理場

の機器修繕の執行残６７万円の減、合わせて７０万７千円の減となっております。公債費につき

ましては、変更ございません。合わせて総額１１８万３千円の減となっております。上段、歳入

です。分担金及び負担金につきましては、公共桝等の新設の要望が無かったため１０万円の減と

なっております。使用料及び手数料につきましては、現年度分の使用料ですが実行に伴いまして

１００万円の増となっております。繰入金です。今回の補正によりまして、一般会計からの繰入

金２０８万３千円の減です。繰越金、諸収入は変更ございません。合わせまして現計予算額１億

２,２９５万５千円が１１８万３千円減額いたしまして、１億２,１７７万２千円とするものです。

以上です。 

 

○委員長 

 一般会計、特別会計２つの補正の説明を頂きましたので、皆さんから質問受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○委員長 

 それでは、平成２３年度一般会計当初予算主要施策事業（建設課所管分）と、簡易水道事業特

別会計予算、農業集落排水事業特別会計予算について、説明お願いします。 

 

○建設課長 

 各会計の当初予算につきましては、継続事業及び人件費などの義務的経費を計上させていただ

いております。土木費につきましては、道路橋梁や公園緑地及び公営住宅の維持管理に要する所

要経費を計上しております。また、継続事業といたしまして、ひまわり団地に建設しております

地域優良賃貸住宅建設事業及び平成２１年度から実施しております住宅用太陽光発電システム導

入補助事業に要する経費を計上しております。 
 簡易水道並びに農業集落排水事業特別会計につきましては、適切な施設管理に努めるべく所要

の予算を計上させていただいております。詳細につきましては、各担当の総括主査及び主査より

ご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 
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○建設管理Ｇ総括主査 
 それでは建設課管理グループ所管分の主要施策事業について、ご説明させていただきます。議

案４６ページをご覧ください。７款・１項・１目・道路等整備事業の区画線引業務委託で１５４

万円、測量業務委託で１８６万円、その他としまして１２３万２千円。合計で４６３万２千円を

計上させていただいております。同じく、道路橋梁及び河川指定管理業務委託事業としまして８,
７８９万６千円を計上させていただいております。７款・２項・１目・公園等整備管理事業の管

理業務で３０８万４千円、修繕事業で３１１万円、合計６１９万４千円を計上させていただいて

おります。７款・３項・１目・住宅用太陽光発電システム導入補助事業といたしまして３００万

円を計上させていただいております。以上でございます。 
 
○上下水道・公住Ｇ主査 
 同ページの一番下段、住宅建設費・公営住宅建設事業についてでございます。平成２３年度公

営住宅建設事業につきましては、継続事業として債務負担行為によりひまわり団地単身向け地域

優良賃貸住宅１棟６戸の建設と外構工事を行うものでございます。事業費は６,３２９万円、財源

内訳は国庫支出金で２,５６０万４千円、一般財源が３,７６８万６千円でございます。なお、次ペ

ージには建設位置図を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。以上でございま

す。 
 
○上下水道・公住Ｇ総括主査 
 それでは特別会計の２３年度予算について説明させていただきます。資料４８ページを見てい

ただきます。簡易水道特別会計２３年度予算です。総額でいきますと７,５６０万３千円となって

おりまして、昨年に比べますと８１０万４千円減額となっております。要因といたしましては、

会計の職員数の減によります人件費と、公債費のピークが過ぎたということがありまして、それ

が主な要因になっております。下段、歳出です。総務費です。人件費１名分７５４万４千円です。

施設管理費を含みます一般経費１,５９２万５千円、合わせて２,３４６万９千円を計上しておりま

す。この施設管理費の中に委託料約５００万ほどが含まれておりますが、この中で今年度より日

常業務の効率化のため、施設の日常点検の委託料を新たに計上しております。また、現在使用し

ております電話回線を使った水道メーターの検針ですが、今年から始まりました光ケーブルの普

及の対応と今後のメーター更新の圧縮策として、検針員によるメーター検針に徐々に移行するよ

うな予算計上をしております。続いて施設費です。実施設計委託、道道向陽清里停線の道路工事

に伴います水道管の移設等２路線合わせまして３００万円、メーター更新費用といたしまして１

６８万円、合わせまして１,９８０万円となっております。公債費です。元金２,６６６万４千円、

利子５６４万５千円、合わせまして３,２３０万９千円。基金積立金です。簡水基金の積立金２万

５千円分。総額７,５６０万３千円です。上段、歳入です。使用料及び手数料。使用料５,０５０万

５千円、手数料９万６千円、合わせまして５,０６０万１千円となっております。財産収入です。

基金の利息２万５千円。繰入金です。一般会計からの繰入金１,３４０万８千円に、簡易水道基金

からの繰入９５６万８千円、合わせて２,２９７万６千円です。繰越金です。昨年度同額２００万

円です。諸収入、最低現金利息１千円、総額で７,５６０万３千円とするものです。 
 続きまして、４９ページを見ていただきます。農業集落排水事業２３年度予算案です。農集排

につきましては、１億１,６１７万４千円となっておりまして、昨年に比べますと５８８万１千円
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の減額となっております。主な要因といたしましては、公債費のピークが過ぎておりますのでそ

れが主な要因となってございます。下段、歳出です。総務費です。人件費１名分９６８万１千円、

一般経費６５万５千円、施設管理費２,２６２万８千円、合わせて総務費で３,２９６万４千円とな

っております。事業費です。一般経費１１６万円、下水道台帳委託料３０万円、工事請負費３４

０万円、合わせて４８６万円となっております。公債費です。元金５,８８７万４千円に、利息１,
９４７万６千円、合わせて７,８３５万円で、総額１億１,６１７万４千円です。上段、歳入です。

分担金及び負担金につきましては、公共桝新設の分担金１０万円、使用料及び手数料につきまし

ては、使用料３６６万５千円に手数料１万８千円、合わせまして３,６６２万３千円となっており

ます。財産収入です。生産物売払収入２万円、繰入金、一般会計からの繰入金７,７９３万円です。

繰越金１５０万円。諸収入といたしまして、預金利息１千円。合わせて１億１,６１７万４千円と

するものです。以上です。 
 
○建設課長 
 予算関係につきまして、何点か補足説明をさせていただきたいと思います。まず１点目は、簡

易水道事業特別会計の関係でございます。今、総括主査より説明があった中で、特異的なことと

いうことでご説明させてもらいたいことが２点ほどございます。まず１点目は、委託料の中にお

きまして、施設点検業務の委託ということで総括の方から説明があったかと思いますが、上水道

の職員は１名ということで、昨年度までは２名体制で実際行ってきておりまして、昨年度１名減

ということで事務等々を行ってきているところでございます。今回、事務の効率化を図るために、

日常的な施設の点検等々につきまして、委託をやっていきたいというふうに考えてございます。

内容的には、町内にあります排水地などの７施設、第１簡水でいきますと排水池、計量滅菌施設、

増圧施設、第２簡水施設でいきますと同じく排水池、計量滅菌施設、計量減圧施設等々でござい

ます。大体現状といたしまして、半日程度の施設の点検等々を今のところ検討してございます。

これについて、水道等の経験のある所に委託をしていきたいというふうに考えてございます。そ

れと２点目でございます。水道メーター機の検針業務の関係でございます。これにつきましては、

今現在１,６２０戸のメーターが整備されてきてございます。これにつきましては、８年サイクル

で機器の更新という形で更新等を実施しているところでございます。検針の手法といたしまして、

電話回線が約６０パーセントで９８０件、検針員による検針が４０パーセントで６４０件という

中身で検針業務を行ってきているところでございます。今回、検針の移行についてでございます

が、大きな要因といたしまして固定電話が減少してきているということと、先ほど総括の方から

ご説明があったとおり、光ケーブルが平成２２年度から導入されてきているということで、光ケ

ーブルに対する住宅に対して新たに設備を投資しなければならないということが今回出てきてお

ります。それと経費の削減という形を考えてございまして、今回、電話による検針から検針員に

よる検針に機器の更新と共に随時移行をしていきたいというふうに考えてございます。以上でご

ざいます。 
 
○委員長 
 ２３年度一般会計当初予算と、特別会計２つの説明がございました。質問を受けたいと思いま

す。 
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○中西委員 
 今の課長から説明のあった、簡易水道が２名体制だったのが１名になるということですが、今

までは２名で３６５日必ず点検に行ってという仕事をしていたと思うんですよね。職員がやって

いたんですけども。これ、民間委託か他の業者に委託になるんですけども、どんな仕事も大事だ

と思うけども、特にこの簡易水道って大事なんですけども、民間委託だとかで大丈夫なんですか。

いずれしなければいけないのかも知れないけども。いつまで職員は置くんですか。いずれは全部

委託ということではないんでしょ。どうなんですか。 
 
○建設課長 
 委託する業務の内容でございますが、日常的に今、水道にいる職員１名が半日程度かかりまし

て、各々の施設に行きまして計器の点検、それから飲料水、水の濁り等々を目視してくるという

ような点検業務でございます。これにつきまして、先ほどご説明したとおり、ある程度水道を経

験している所にお願いしていきたい。委託をしていくということで考えてございます。なお、う

ちの職員につきましても、当然水の安全を管理するということで、当然委託業者に指導を徹底し

ていきますし、２週間に１度程度はやはり職員が点検をして歩くということも含めながら、対応

していきたいというふうに考えてございます。 
 
○委員長 
 よろしいですか。 
 
○中西委員 
 分かりました。 
 
○勝又委員 
 先ほどの検針員の関係で電話回線で９００件、検針員で６４０件。電話の関係では電話の無い

所もあったり、光の対応などそういうのも含めて新たな投資が必要だということで、全部検針員

が検針するような形になっていくのですか。 
 
○建設課長 
 メーター器につきましては、８年でワンサイクルで更新されて行きますので、これから年間約

２００戸近くが毎年更新されますので、その時に併せまして、今の電話回線機器から普通の検針

員の方に移行していきたいというふうに考えてございます。ちなみに設備の投資の方でございま

すが、光ケーブルに対応する設備投資になりますと、室内の配線工事も必要になってくる。それ

と無線機器の導入ということで、１戸当たり約６万ほどの設備がかかってくる。新たにですね。

それがまた毎年８年毎ぐらいに室内は別として、また８年ごとに更新が必要になってくるという

ことで、今よりも相当更新費用がかかってくるということも含めまして、今回検針員の検針の方

に随時移行させていただきたいなという考えでございます。 
 
○田中委員 
 水道料の基本的にメーターで今やっているけど、これについては一般家庭、我々考えると、家
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族だとかそんなんで月の水道料の設定とかっていう方法を考える訳ですけども、これはやっぱり

法的にそういうメーターを付けて管理をしなきゃ駄目だっていう、そういう法律的なものがある

のか、どうなのか。参考までに聞きたいんですが。 
 
○建設課長 
 これにつきましても、水道法に基づいて法律でそういうメーターを設置しなければならないと。

尚かつ、８年ごとに更新しなければならないということ、これは計量法でございます。というこ

とで定められているものですから、これは仕方ないんだというふうに考えでございます。 
 
○田中委員 
 我々、単純に考えると８年に１回メーターを取り替えたり、色んな人件費だとかメーター確認

の人件費だとか、そういうことを考えるとタダでも良いのではないのかと思ってしまう。これは

余談ですけども。 
 
○委員長 
 その他、ございませんか。 
 
○議長 
 今、答弁出来ないかもしれませんが、我々も勉強不足なんで後から資料でも出してもらえれば

と思うんですけども、公営住宅なんですが、公営住宅には当然決まりがある訳でして、うちの町

でやられている公営住宅については低所得者向けの一般の公営住宅と、それから所得がある人の

特賃の公営住宅、それにさらに単身者用の特賃がある訳ですが、例えばですね、単身者用のやつ

は所得はいくら以上なのか。いくら以下なら駄目なのか。それから、普通の公営住宅は所得が低

くなければ駄目だと。いくら以上は入れませんよという決まりがあると思うんですが、後で結構

でございますので、その資料を教えていただきたいと思います。 
 
○委員長 
 ⑨の口頭説明の公営住宅の家賃減免事業も含めてお願いします。 
 
○議長 
 後で結構でございますので出していただきたいと思います。３種類ですよね。 
 
○上下水道・公住Ｇ主査 
 ２種類です。 
 
○議長 
 ２種類ってことは、特賃が１種類と普通の公営住宅が１種類。単身の特賃と家庭の特賃は基準

が同じなんですか。 
 
○上下水道・公住Ｇ主査 
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 町営住宅は低所得者向けでありまして１５万８千円からになっております。町営住宅に入れる

収入基準が。世帯向けで町営住宅の収入基準を超える人は、特賃とか特公賃とか、今ひまわり団

地に出来ております地域優良賃貸住宅の方に１５万８千円を超える人はそちらの方に移行して入

居していただく形になります。単身者については１５万８千円という明確な基準は無いんですが、

所得が入居する時点でそこまで無くても、将来的に収入が増加していくことを勘案されて入居は

出来ます。 
 
○議長 
 単身者も優良賃貸住宅なんですか。 
 
○上下水道・公住Ｇ主査 
 そうです。単身者町営住宅は高齢者とか一部の方しか入居できませんので。 
 
○議長 
 もう１点。１５万８千円というのは、例えばボーナスとかも入れてなのか。年収割る１２で計

算するんですか。 
 
○上下水道・公住Ｇ主査 
 税込み年収から、サラリーマンですと所得控除後の所得で計算します。さらに扶養があればそ

の控除とか。ですから単純に５００万あるからそれを１２で割って１５万８千円ということでは

ないです。 
 
○議長 
 後で資料をください。 
 
○建設課長 
 分かりました。 
 
○委員長 
 あと⑨の説明は口頭でお願いします。 
 
○建設課長 
 最後の報告事項になりますが、公営住宅家賃減免事業について口頭でご説明をさせていただき

ます。現在、平成１８年度以降に建設され管理をしております公営住宅に対しましては、公的賃

貸住宅家賃低廉化事業というもので国より交付金助成を受けているところでございます。今回、

北海道では平成２３年度から社会資本整備総合交付金事業を活用いたしまして、新たに公営住宅

家賃減免事業というものを取り組むということになってきております。この交付金の申請に当た

りまして、実施基準などの規定を明確に定めることが要件というふうになってきております。今

回、町営住宅条例施行規則第１３条、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の条項に、要件を満たす

ような減免期間の設定、減免額算定に係る端数計算の方法等の規定を整備しまして、事業申請の
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準備を進めていきたいと考えてございます。ちなみに、事業対象減免額につきましては平成２２

年度実績でいきますと約１７０万円ほどの減免額というふうになってきております。このうち事

業が採択された場合は約４５パーセントが国から交付されるという内容でございます。なお、今

回この申請をしますと、公営住宅家賃減免事業が採択されましたら、補正にて予算計上させてい

ただきたいと考えてございます。ちなみに、平成２２年度の実績等々でご説明いたしますと、対

象入居者が約７６戸ほどございます。あと見込みでは先ほどお話したとおり約１７０万円程度と。

約４５パーセントの国からの交付ということになりますと７６万５千円程度が国からの交付金と

して入ってくるという内容でございますので、事業の採択に向けて準備を進めていきたいと考え

てございます。以上で説明を終わらせていただきます。 
 
○委員長 

 只今の、口頭での説明でございますが、何かお聞きしたいことはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 それでは終わります。 

 

○建設課長 

 それと、ちょっとよろしいですか。今年建設しております公営住宅、もう完成間近でございま

す。もし、この委員会でお時間がありましたら、是非新しく出来た、建設しました住宅等をご覧

になっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○事務局長 

 この後にも会議があるので、その様子を見て時間があればということにしたいと思います。暗

くなると見えませんので。 

 

○建設課長 

 よろしくお願いいたします。 

 

○委員長 

 焼酎事業所より、協議・報告事項ということで説明をお願いいたします。平成２２年度販売状

況についてからお願いします。 

 

○焼酎事業所副所長 

 ５０ページの平成２２年度販売状況についてご説明いたします。１月末までの焼酎販売は６,４
１８万１千円、前年同月対比の累計で８８．５パーセント、８３６万７千円の減。現行予算に対

しまして、９６．５パーセントの調定率となっております。以上で説明を終了させていただきま

す。 

 

○委員長 

 続いて、２２年度焼酎事業特別会計補正予算について、お願いします。 
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○焼酎事業所副所長 

 ５１ページの平成２２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５４０万円減額させていただきます。歳入の財産収入は４００万円の増額で、最終予算

額７,０５０万円であります。製品の販売本数は全体で約７１,４００本。販売数量につきましては

アルコール２５度換算で約５５キロリットルを見込んでおります。一般会計繰入金は９４０万円

を減額いたします。歳出をご説明いたします。総務費は２００万円を減額いたします。内訳でご

ざいますが、職員手当等、共済費、報償金、普通旅費、食糧費、通信運搬費、広告料、手数料、

賠償責任保険料は不用額を、委託料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２,
８４１万８千円とするものです。製造費は３３７万円を減額し、最終予算額を４,６０８万９千円

とするものです。賃金、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、加工用原料費、酒税、それ

ぞれ不用額を減額いたします。公債費は今後支出の見込みがありませんので３万円全額減額いた

します。歳入歳出予算ともに５４０万円減額させていただき、総体の予算額を７,４５０万７千円

とさせていただきます。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○委員長 

 平成２２年度販売状況と、２２年度特別会計補正予算の２つについて、質疑を受けたいと思い

ますが、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 無いようですので、平成２３年度焼酎事業特別会計予算について、説明をお願いします。 

 

○焼酎事業所副所長 

 ５２ページから５４ページの平成２３年度予算についてご説明いたします。最初に５４ページ

の製造販売計画からご説明いたします。２３年度の製造計画は１の製造計画のとおり、１７回仕

込みの３０キロリットルで計画しております。販売数量は２の販売計画のとおり製品販売本数は

焼酎製品で７万９００本。焼酎販売数量は５５キロリットルで計上しており、販売金額は６,７２

０万円であります。５２ページへお戻りください。続きまして予算の総括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１,２８０万円減額の６,７２０万円であります。２款 

繰入金は前年度より６４０万円減額の３００万円であります。総務費に充当させていただきます。

３款繰入金は前年度と同額の５０万円であります。４款諸収入は前年度と同額の２万円でありま

す。歳入合計の予算額は前年度より１,９２０万円減額の７,０７２万円であります。歳出について

ご説明いたします。総務費は２,５４８万円の予算額であり、前年度予算より１,１９８万５千円の

減額であります。人件費の減、役務費の減などが主であります。製造費は前年度より７２１万５

千円減額の４,５２１万円であります。製造経費と瓶詰めなどに要する経費であります。公債費は

前年と同額の３万円であります。歳出合計は７,０７２万円です。５３ページの款別・性質別・節

別の分類表をご覧ください。人件費は前年と比較して１,１０１万５千円の減であり、主に職員の

異動によるものです。物件費は前年度と比較して８１８万５千円の減であり、製造経費及び瓶詰

め経費が主であります。賃金、需用費の減は製造計画数量の減によるものです。役務費の減は製

造計画数量及び販売数量計画の減によるものです。原材料費の減は製造計画数量の減によるもの
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です。以上で説明を終了させていただきます。 

 

○委員長 

 ２３年度の焼酎事業特別会計予算について、質疑を受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 全体を通して、何かございませんか。 

 

○議長 

 どうして売れないのか。 

 

○焼酎事業所副所長 

 一般的なことで申し上げますと、飲酒人口が減っているということだと思います。若い人はあ

まりお酒を飲まなくなってきているということでございまして、これは元々当然のことではあっ

たのですが、飲酒にかなりうるさくなりまして、二日酔いになるまで飲まなくなってきておりま

す。それから、私どもの焼酎は観光地でも扱っていただいておりますけども、競合製品が出てき

ているということと、あまり酒をお土産で買わなくなってきていると、ホテルの売店等々にお聞

きするとそのように聞いておりますので、そういったことが色々関係してきているのかと思って

おります。また、町内におきましては飲食店がここ数年かなりお店を辞めておりまして、こうい

うお店へ行っていた方が残っているお店に行くかと言ったらなかなかそうもいかなくて、飲酒す

る機会も地元についても減ってきているというふうに考えております。以上でございます。 

 

○議長 

 焼酎を造り始めた時の長屋君が亡くなって、松浦君が代わってやられて大変な時に責任者にな

られて大変かと思うんですが、それだけ厳しい状況になってくると、やはり本物志向でないけど

も、長屋さんが造っていた時より美味しい焼酎を造らないと売れなくなるのかなと思いますので、

やはり美味しい焼酎を造ることと、併せて何かお聞きをすると寝かせている焼酎を古酒と言うら

しいんですけど、５年ものだとか１０年ものだとかという樽ではなくて、うちは次から次に足す

から古いのが無いんだというような話を聞いているんですけど、美味い焼酎を造るのにあなたは

燃えているのか、どうなのか。古酒が出来ないようなタンクの使い方だと言うんだけども。 

 

○焼酎事業所副所長 

 前所長の長屋さんも一生懸命、情熱を傾けて製造されてまして、私はその下で修行と言います

か勉強をさせていただいて今日まできております。美味しい焼酎ということでございますが、こ

れはもちろん造っていかなければいけないと思いますが、ただ、焼酎を造るというのは微生物相

手なものですから、なかなかある程度のものは出来ますけれども、その時その時の発酵状態によ

って微妙なものがございますので、完全なものというのはなかなか難しいなというふうに感じて

おります。ただ、もちろん仕事と言いますか、与えられてやっている訳でございますから、日々

努力を重ねてより美味しい焼酎を造るということに力を傾けていきたいと考えております。それ

から、古酒の関係についてでございますけれども、今現在はご承知のとおり清里セレクションと
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いう５年ものを出しております。今まではタンクの関係で古酒用の焼酎と言いますのは、大体１

年おきに造っております。通常の焼酎というのはもちろん毎年造っているのですが、単独で置い

ておきますとやはりタンクがどんどん一杯になってきますので、１年おきに造って５年経ったも

のを残っている古酒用のタンクにブレンドしていくというやり方で、ご指摘のとおりでございま

す。ただ、現在皆様にも委員会等で在庫の関係をご質問いただいて、お話をさせていただいてお

りますが、今現在３年以上経っているものもタンクの中に入って残っておりますので、実際に今

販売しておりますのは清里セレクションの古酒以外でも３年以上経過している焼酎が入っており

ますので、これにつきましては、新年度につきましても製造数量３０キロで販売５５キロという

計画を立てさせていただいておりますので、単純に申しますと２５キロ分のタンクが空いてくる

ということになりますので、それぞれすぐとはいかないですけれども、１０年ものですとか今後

はそういった年数の経っているものを製造、販売していけるような体制が取れるというふうに考

えております。以上でございます。 

 

○議長 

 よろしくお願いいたします。 

 

○焼酎事業所副所長 

 分かりました。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○委員長 

 それでは、焼酎事業を終わります。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 次回の委員会について。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

○委員長 

 その他。 

（「なし」との声あり） 

 

 

●閉会の宣告 

 

○委員長 

それではないようですので、第２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
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労様でした。 

（閉会 午後３時２７分） 

 

 

 

 


