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第１１回産業福祉常任委員会会議録 

平成２４年７月２６日（木） 

    開 会     午前 １０時４７分 

    閉 会     午前 １１時３８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地デジ共聴施設整備事業について 

  ②清掃センター長寿命化事業について 

  ③まちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金認定及び申請状況について 

 ●保健福祉課 

  ①北網地域への道東ドクターヘリの運航圏拡大について 

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  村 島 健 二    副委員長  澤 田 伸 幸 

     委 員   田 中   誠    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  池 下   昇 

    委 員    前 中 康 男    ※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       澤本 正弘    ■町民生活Ｇ総括主査  清水 英勝 

 ■町民生活Ｇ主任    井田 淳平    ■町民生活Ｇ主事    長屋 智洋 

 ■保健福祉課長     薗部  充    ■保健Ｇ主幹      藤代 弘輝 

 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  柏 木 繁 延 

      主  任  鈴 木 由美子 
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●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１１回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 町からの協議・報告事項と言うことで、町民課より①から③までございますので、説明お願い

いたします。 

 

○町民課長 

 それでは、町民課から３件の協議・報告事項について、ご説明いたします。 

 １点目の地デジ共聴施設整備事業につきましては、本年の４月から６月の期間において、現地

調査等による札弦・神威地域の地デジ共聴施設実施設計業務を実施してきています。その結果、

共聴施設の設置箇所・施設形式など施設の整備概要が確定しましたのでご報告いたします。また、

今後の整備スケジュールにつきましてもご説明いたします。 

 ２点目の清掃センター長寿命化事業につきましては、当センターの焼却施設が昭和５８年、破

砕処理施設が昭和６０年に整備しており、既に３０年間程度過ぎております。この間、予防保全

的な修繕などによって施設運営を行ってきていますが、設備・機器類の老朽化が進行してきてい

る状況であります。平成２２年度には清掃センター長寿命化計画を策定し、施設の基本能力の回

復や省エネルギー対策によるＣＯ２排出量削減のための基幹的設備の改良を実施し、当センターの

延命化を図ることとしております。国の交付金と地方債を活用しまして、清掃センター長寿命化

事業を平成２５年度から展開するために、国及び道と協議を進めてまいりたいと存じますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 ３点目のまちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金の認定及び申請状況につき

ましては、６月２９日に開催されました第２回認定状況と第３回申請状況について、ご報告いた

します。 

 それでは、各案件の詳細につきまして、各担当者よりご説明いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

 

○町民生活Ｇ主任 

 まず、札弦・神威地区地デジ共聴施設整備事業についてご報告させていただきます。２ページ

をご覧ください。札弦・神威地区の地デジ難視聴地域をカバーするために、地デジ電波の受信点

と送信点をそれぞれ設置いたします。なお、今回の札弦・神威地区につきましては、技術的に同

じ場所での受信・送信が可能となりますので、施設設置箇所は１カ所の設計となっております。

施設の設置場所については神威８１４番地１、神威、南出博氏所有の山林となっております。こ

ちらについては、今後町有地としての取得を進めていきたいと考えております。 

 次に設置する施設の概要ですが、次の３ページをご覧ください。上の地図が先ほどお話ししま

した設置位置図になります。また、下が今回設置する設備の図面となります。今回の工事では先
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ほどの用地に２５メートルの鉄塔を建設いたします。そこに地上から１４メートルの高さに網走

局からの電波を受ける受信アンテナを、またポールの先にアンテナマストを取付け、送信アンテ

ナを６基設置いたします。送信アンテナの高さは約２８メートルとなり、ここから電波を出すこ

とにより札弦・神威地区をカバーいたします。 

 次に事業費になります。施設の整備費といたしまして、１,９５３万円。また、附帯事業費とい

たしまして、用地取得費が５千円、取得する用地にある立木の補償費が８万２千円、用地を確定

させるための測量委託料として２４万６千円となっており、合計で１,９８６万３千円となってお

ります。財源につきましては国からの補助金が１,３２４万４千円、過疎債が３３０万円、その他

としてＮＨＫからの助成金が２９４万円、一般財源が３８万１千円となっております。なお、施

設整備費につきましては当初予算で計上しておりますが、附帯事業費につきましては、今後補正

予算を計上してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に今後のスケジュールになりますが、国補助金に係る要望調書は既に提出しております。

８月中には補助金内示があり、その後補助金交付申請を国に提出し、その後約１ヶ月程度で補助

金の交付決定がされますので、先ほどお話しいたしました補正予算議決後、補助の交付決定後に

工事着工となります。工事完了・電波の送信は来年１月末と考えています。以上です。 

 

○町民課長 

 補足説明をさせていただきます。その前に、この資料の方でございますが、ちょっと訂正をお

願いいたします。誠に申し訳ございません。３番目のスケジュールと書いてありますが、この３

を４にまずは訂正をしていただきたいのと、あと事業費内訳の一般財源で、一番下段が３８１と

なっております、その上が３８３となっておりますが、３８１の間違いでございますので、訂正

のほどをお願いしたいと思います。 

 それで今、担当の方からの説明がございましたが、今回の調査・設計によりまして、施設を設

置する位置が確定しております。それに伴いまして、用地取得費、立木の補償費、用地の確定費

に係る費用等につきまして、今後の議会に補正予算をお願いしていきたいと考えてございますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。以上です。 

 

○村島委員長 

 それでは、引き続き②をお願いします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは、２点目の清掃センター長寿命化事業についてご説明いたします。４ページをご覧く

ださい。先ほど説明がありましたとおり、平成２２年度に策定しております清掃センター長寿命

化計画については、清掃センターの現状分析と、国の基幹的設備等改良事業の採択要件を満たす

ための改良範囲の抽出及び今後の整備の方向などを検討するために、策定したものでございます。 

 ２の事業概要にありますとおり、事業実施期間は、平成２５年度から平成２９年度の５年間と

しております。 

 概算事業費ですが、国の交付金である循環型社会形成推進交付金及び地方債を活用し、平成２

５年度は通風設備等に８,８００万円、平成２６年度は焼却・破砕設備等に７,９９０万円、平成２

７年度は燃焼設備等に９,０８０万円、平成２８年度は電気計装設備等に６,９８０万円、平成２９
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年度は排ガス処理設備・建屋等に７,０４０万円、合計３億９,８９０万円を予定しております。 

 ３のスケジュールをご覧ください。平成２４年度の町政執行方針にも掲載されておりますが、

国の補助などを活用した清掃センター施設長寿命化事業を展開するための、循環型社会形成推進

地域計画を本年度中に策定し、計画的な維持修繕による施設の適正な管理運営と施設の延命化に

努めてまいります。以上でございます。 

 

○町民課長 

 担当より、概算事業費及びスケジュール等をご説明しましたが、今後、平成２５年度からの事

業化に向けまして、国・道と具体的に協議を行っていきたいと考えてございます。今のところ、

事業費につきましては概算でございますので、国の方の交付金の採択の方向性が見えた段階で、

事業費の精査、それと年度プロットの確定等々をしていきたいと思いますので、その段階では委

託料の補正等も計上させていただきたいと考えてございますので、よろしくお願いをしたいと思

います。以上です。 

 

○村島委員長 

 引き続き、③お願いします。 

 

○町民生活Ｇ主事 

 それでは、まちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金認定状況について、ご説

明いたします。５ページをご覧ください。平成２４年６月２９日開催のまちづくり運動推進協議

会推進会議におきまして、共創のまちづくり事業交付金に係る第２回目の審査結果について、申

請がありました８事業の認定状況をご説明いたします。 

 まず、例年、各自治会から申請されている事業につきましては、継続したまちづくり活動とし

て認めていることから、交付率３分の２とすることで委員の皆様にも了承を得ており、①～⑥の

自治会事業については、交付率３分の２で決定しております。 

 次に、自治会以外の団体からの認定状況についてご説明いたします。⑦ですが、清里町市街連

合自治会から申請がありました、「大人盆踊り大会」でございます。町民に対し交流の輪とにぎ

わいを創出するとともに、故郷の良き思い出を感じていただくため、盆踊りを復活開催するもの

でございます。審査におきましては、地域活性化につながるなど、継続して実施を期待するとい

う意見もあったところです。交付率につきましては５分の４と決定されております。⑧ですが、

東京大学陸上運動部清里町後援会から申請がありました「東京大学陸上運動部交流事業」でござ

います。合宿地として訪れる東京大学陸上運動部を応援するとともに、交流を深めることを目的

とし、合宿の支援活動や町内の子どもたちの交流事業及び東京清里会との交流事業を実施するも

のでございます。審査におきましては、子どもに夢を与える事業である、清里町のＰＲになるな

どの意見がございました。交付率につきましては５分の４と決定されております。認定状況は以

上ですが、交付決定日は６月３０日付けとなっております。 

 次に３をご覧いただきたいと思います。第３回目の共創のまちづくり事業交付金の申請状況で

すが、清里盛り上げ隊から申請があり「昔ながらの青空市」でございます。町内で栽培された野

菜を生産者が販売する、昔ながらの野菜市を実施、また、同じ場所でフリーマーケットも実施し、

多くの人との交流を図ります。認定については、７月２３日開催のまちづくり運動推進協議会推
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進会議におきまして審査を終了しておりまして、交付率５分の４で了承されておりますが、只今

認定処理中でございます。以上でございます。 

 

○町民課長 

 今、担当より第２回目の認定状況、第３回目の申請ということで、ご説明をさせていただきま

した。自治会につきましては、３分の２ということで進めてきております。清里市街連合自治会

の大人盆踊り大会につきまして、確か７年振りの復活ということで、清里市街の自治会が中心と

なって、他に民謡同好会ですとかが協力という形で、盆踊りを復活させていこうという事業でご

ざいます。また、東京大学陸上部につきましては、５分の４となっておりますが、基本的には会

員の皆さんの会費、それから個人負担により運営するということで、どうしても事業を展開する

上で、不足となる部分について、まちづくり交付金事業を活用させていただきたいという内容で

申請があったものでございます。以上で、説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、町民課の方から説明がありました。何かございませんか。 

 

○加藤委員 

 今の⑧で、交付率は５分の４だけども、この金額でよろしいですということで、３８万円でと

の理解で良いのですか。 

 

○町民課長 

 基本的に５分の４で３８万円となっておりますが、これは上限ということで、それの以内で基

本的に会員の皆さんからいただいた会費、個人負担でいただいたもので本来は運営するところで

すが、今回いろいろと事業をたくさん展開する中において、不足する部分にこの支援を活用して

いきたいという内容でございます。 

 

○加藤委員 

 毎回、まちづくり推進協議会が決定しているわけですが、事業展開の中でいろいろと参加費を

取っていたり、取ってなかったりと、十分に精査されているとは思うのですが、例えば６番目と

１番目は同じラジオ体操でありながら、その後にバス旅行が付いているとかという形、それが同

じ健康事業で計画しているからと言いながら、このバス旅行等については参加費だとかはゼロな

のか、一部費用負担があるのか。あるいは参加すれば弁当の果てまで全部ＯＫになっているのか。

その辺の細かい話ですけども、交付金事業を展開する上で、ばらつきの無いような形で十分され

ているのだろうかと。確認ですが、その辺はどうなんでしょうか。 

 

○町民課長 

 基本的に各団体さんから出てきているものにつきましては、事業の内容について、事務局なり

でも精査しながらやっているということでございます。ただ、その団体さん、例えば、今回の同

じ子育て事業でいきましても、新町と水元では中身的なものがちょっと変わっているということ

で、当然、バス旅行があるところと無いところもございますし、あと、ラジオ体操に出てきた子
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どもに対する景品と言いますか、それが単価的に違うもの等もございます。その辺、各団体があ

まりにもばらつきが無いような形になるように、こちらである程度精査しながらやっているとい

うことで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 その辺、十分に検討されたいと思います。 

 それと、もう１点、この中で出てきている江南の関係なのですが、前回の時に確か、夏祭り事

業と言いますか、元の旧学校跡地で盛大にいろんなことをやりますよということもあったと思う

のですが、３自治会となれば江南全体を示しているような気がするわけで、そういういろんな形

での申請度合いや内容について、本当にどういう形が良いのか、申請が出てくる度にそれぞれ毎

月毎月やって。極端なことを言えば、例えば今回、第３回の申請で出てきている、こういう新し

い事業なんかの場合には、当然のように共創のまちづくり協議会で審査していかないとならない

と思いますが、毎年の計画で決まっているものだとかは、事業ごとにやっていくのも大切かもし

れませんが、それぞれで毎年実施されるようなものについて、年間計画の中でやっぱりきちっと

計画されて、妥当なのかどうなのか。こういうふうに毎回、１回、２回、３回と出てきたら、こ

れはどうなのという、いろんな状態が出てくると思うんです。ということは、こういう形で出て

来て、その都度申請してＯＫとやっていった時に、自治会ごとの事業展開でされているところ、

されて無いところ、いろんな問題がありますけども、そういうばらつきの無いような形で、清里

町全体を通してやっぱりこの事業を展開されていかなければならないと思いますので、出てきた

都度にやっていくというのも、新しいことについては必要なのですが、でも、年間で組まれてい

るような事業に関しては、やっぱりその内容・方法について、町長が代わって２年目なので、そ

の予算の取り方、執行の仕方もあると思いますが、その辺について、いろんな形での検討が必要

な部分があるとすれば、重ねていただきたいと思います。 

 

○町民課長 

 今の申請の状況なのですが、基本的に自治会における事業につきましては、春の自治会長会議

で説明をさせていただきまして、いつまでに自治会における事業を申請してください、というよ

うなお知らせをしているのですが、自治会によっては、どうしても申請が遅れるというようなこ

ともありまして、今回、１回目、２回目で、こういう自治会から出てきているということでござ

います。そして今、加藤委員がおっしゃったとおり、本来でありましたら自治会以外の各団体さ

んが考えている事業が毎月なりに出てきて、それを審査していくと言うのが本来の姿かなと思っ

ております。ですから、町民課としましても、自治会の事業につきましては年間スケジュールが

おおよそ決まっているはずですから、ある程度決められた期日に提出していただけるように、再

度お話をさせていただきながら、進めてまいりたいと考えております。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

 

○勝又委員 

 清掃センターの関係について聞きたいのですが、８月から地域計画策定と言う、斜里郡３町の
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協議という部分なんですけども、ここでどんなことが協議されるのかということが一つ。 

 それから、循環型のこの交付金で対象事業が１／３の事業なんだけども、７５０万ですか、国

庫から出るのが。どんなことが推進地域の計画ってことで挙げられるのか、ちょっとわからない

んですけども、あまり補助もたいして付かないような状況で、補助を使うと、ちょっとした制約

がかかるのではないかと捉えるのですが、この辺をちょっと詳しく。 

 

○町民課長 

 まず財源の関係で、今言った補助事業費の対象が７５０万ということで、低いというような中

身でございますが、基本的に国の交付金事業につきましては、下の方に書いてあるのですが、対

象となる事業がＣＯ２削減に資する基幹的施設と限定されているということで、基本的に今回の総

体事業費約４億の内、それに関する事業が約２,３００万程度しか無いということもありまして、

それの３分の１ということで、今回の７５０万となっております。それ以外の施設の整備につき

ましては、過疎債でありますソフトの方を活用しながら展開をしていきたいと思っております。

今回の整備にあたりまして整理した中で、毎年単独費で４千万近くかけてやっていくのが良いの

か。もしくは、国の交付金を活用しながら、当然事業全体の採択を受けますと、過疎債ですとか

一般単独事業債ですか、そういう起債も活用できるということもありまして、今回、４億円とい

う事業もある中で、対象と対象外とを一緒にした中で、事業採択を受けて進めていきたいと考え

てございます。 

 それと、循環型社会形成の計画につきまして、斜里町の処理施設を整備するにあたって、斜里

郡３町で作っております。それが、平成２３年度でその計画自体が終了しております。今回、こ

の交付金を活用して事業を実施するにあたりまして、改めて斜里郡３町の循環型社会形成推進地

域計画というものを策定しなければならないとなっておりますので、前回策定しております計画

を一応踏襲しながら、今度の清里町で行う事業を盛り込んでいきながら、計画を策定していきた

いと考えております。 

 

○議長 

 今、循環型の関係で、過日、斜里町のセンターを初めて見させていただきました。自然遺産と

いうことで、大変なご苦労をなさっているなぁと見てきたのですが、一つ、うちの町も真似しな

ければならないと思った施設がありまして、今回の清掃センターの施設の長寿命化とは関係ない

のですが、ちょっとお聞きをしたいと思うのが、管理型です。不燃ごみの管理型の問題なのです

が、今、私どもは緑に第２期工事をやって今使用していると思いますが、あれの上は建設が難し

い地形だと思うのですが、新たに用地を探してやるとなると、また膨大なお金がかかると。斜里

では管理型の埋め立てごみが少ないのです。何で少ないのかなと思ったら、粉砕をしている。例

えば畳であれば、うちの町は畳は緑の清泉の所へ持って行って埋めるというやり方をやっている

のですが、斜里は全部粉砕して、それを燃やすんですね。タンスなんかもそうなのですが、壊し

て入れるのと、形そのまま入れるのでは相当な違いがあるだろうと思うので、是非、清掃センタ

ーの長寿命化もそうなのですが、管理型の長寿命化も併せて今回やるべきではないかと思うので

すが、その辺の考えはいかがでしょうか。 

 

○町民課長 
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 今、議長がおっしゃるとおり、斜里町の方ではそういう管理型の運営をしているということで、

当センターにおきましても、焼却炉の横に破砕施設があるということで、ある程度壊す、破砕し

ながら、中に混じっている燃える物を風で送りながら飛ばして焼却しているという状況でござい

ます。今、議長がおっしゃったとおり、畳ですとか布団、カーペットにつきましては、今の状況

では燃やすような状況ではございませんので、最終処分場に持って行って埋め立てているという

状況でございます。ですから、基本的には破砕施設と言うよりも、裁断施設と言いますか、そう

いう施設がもし整備可能であれば、そこで畳、布団、カーペット類を裁断しながら焼却して、不

燃物の埋め立てを少なくしていくという手法もあるのかなとは考えてございます。その辺、今回

の長寿命化と併せながら、担当の方でもいろいろと検討なりをしている状況でございます。それ

と、粗大ごみのタンス等につきましては、搬入になった後、センターの職員が極力壊しながら、

燃やせるような状況にして処理をしているという状況でございますので、ご報告をさせていただ

きたいと思います。 

 

○議長 

 斜里の場合は、粉砕機で突っ込んで、ちゃんと燃えるやつと燃えないやつに分かれるようにな

っているのです。そういうことで、せっかくやるのであれば、清掃センターの長寿命化と併せて、

そういうものもやられたらいかがかと思いますので、積極的に検討してみたら良いかなと思いま

すので、検討してください。 

 

○町民課長 

 今の課題につきましては、施設の長寿命化と併せまして、検討させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員 

 地デジの関係なのですが、受信する側の家庭で、いろんな装置を付けなければならないという

ことはないのか。 

 

○町民課長 

 基本的に受信される世帯につきましては、アンテナの向きを変えるですとか、今の電波と違う

電波を送信しますので、チャンネルの方を変えるといったことしかございません。ですから、自

分で屋根に上がって合わせるのは危険が伴いますので、電気屋さんにお願いしながらアンテナの

方向を調整していただくことになります。 

 

○勝又委員 

 緑も同じですか。 

 

○町民課長 

 緑につきましても、各世帯が対応するのは、アンテナの向きを変えることとチャンネルを電波

に合わせて変えるということでございます。 
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○前中委員 

 先ほど議長の方から要望もあった件なんですけども、確認で聞きたいのですが、農家はやはり

間伐材の関係で、枝処理に本当に困っているんですけども、今の話で破砕機と言うのですか。そ

ういう物が間伐材の処理も可能なのかどうなのか。キャパの問題があると思うのですが、ちょっ

と僕はわからないですが。もし、そういう形で多様な運用も可能なのかどうなのか。 

 

○町民課長 

 基本的に枝等につきましては、焼却施設に入れるためには５０センチに切断して、紐で縛って

出していただくと。これでないと、施設の中で砕いたりとかできませんから、そういう形で皆さ

んにお願いをしています。それで、カラマツの枝の焼却等々で大変困っているのかなとは思うの

ですが、それにつきましては、そのようにしていただかないと、なかなか施設の中では処理しき

れない状況でございますので、そういう形でご理解をしていただきたいと思います。 

 

○議長 

 粉砕機みたいな機械を入れてもだめなのか。 

 

○町民課長 

 今、議長からそういう機械を購入すれば良いのではないかと言うようなお話もありましたが、

ちなみに、枝なり伐根なりを粉砕する機械は今はリースでございます。美幌でそういうリースが

ございまして、例えば、そういう枝なり伐根をどこか１カ所に集積しておいて、そういう機械を

リースで活用しながらチップ化するとか、そういうことも可能ではないかなとは思っております

が、町としてそこまで踏み込んでいくことは、今のところ考えてございません。そういうことで、

ご理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 カラマツをチップにして敷き藁としての活用もあるのかなと言うのと、もう１点はやはり燃料。

札弦ベニヤさんも現状では、外皮を購入して燃料にしているという話も聞いていますし、やっぱ

り一番問題なのは、木材の水分が、仮にこういうごみ焼却場で燃やすことになると、温度の低下

だとか、たぶん木材を燃やすとなると、六価クロムの規制がかなり厳しいかと思うんですけども、

そこら辺をクリアしなければならないので、破砕機で仮にタンスだとか細かな半端材だとかを燃

やすと、僕も勉強不足でわからないのですが、そういう法令の有害物質の基準値でかなり厳しい

という話も聞いています。そんな中でちょっと話が別になるんですけども、その辺も今後の協議

の中に挙げていっていただければなと思います。 

 

○町民課長 

 今、前中委員からお話がありました、耕地防風林の枝払いですとか、伐根については、大きな

課題だと私共も認識しております。その処理にあたりまして、リサイクルできるような方法があ

るのか。また、生ごみの関係もございますので、その辺とうまく調整しながら堆肥ができないの

かどうか。その辺も踏まえまして、いろいろとこれから検討してまいりたいと思いますので、ご

理解いただきたいと思います。 
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○村島委員長 

 他に、ございませんか。 

 無ければ、これで町民課終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは、保健福祉課より、北網地域への道東ドクターヘリの運航圏拡大について、６ページ

の説明をお願いします。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からは、北網地域への道東ドクターヘリの運航圏拡大について、ご説明申し上げま

す。 

 道東ドクターヘリの運航圏を広げ、北網の本町他２市７町がドクターヘリに加入する件でござ

いますが、３月１４日に北見市と網走保健所が釧路市に出向き、道東ドクターヘリ運航調整委員

会に要請書を提出いたしました。委員会は「通常６月に開催する総会の開催時期を早め、参加を

決定する。４月１日に決定は間に合わないが、出動要請に応じる」とのことでありました。５月

２２日に、平成２４年度第１回道東ドクターヘリ運航調整委員会が開催され、６ページをご覧い

ただきたいと思いますが、運航拡大が５月２２日付けで承認されました。これ以降は、６月１日

に２市８町を対象に北見保健所において、消防等を対象とした運航説明会が開催され、運航要領、

ランデブーポイントの選考基準、冬期間の注意事項、無線通信システム等の説明がありました。

７月６日には清里町において、基地病院よりランデブーポイントの視察、翌日７日には斜里地区

消防組合小清水分署において、実動訓練が行われました。あいにく天候不良によりドクターヘリ

の出動はできませんでしたが、緊急通報からヘリに患者収容までの訓練を実施いたしております。

以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、説明がございましたけども、この件について、何か質問等あれば受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

○保健福祉課長 

 議案にはございませんが、１件お話させていただいてもよろしいでしょうか。 

 

○村島委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○保健福祉課長 

 福祉医療従事者人材確保補助事業についてでございます。これは、清里町内で福祉事業医療を

行う事業者が、その事業に必要な新卒者を福祉医療従事者として雇用した場合に、町が１人に付

き月額２万円を１年間交付し、事業者が給与に上乗せをして支給すると。これにより、安定的な

人材確保の支援を図るものでございますが、事業の実施期間が平成２０年～平成２４年度までの

５年間と要綱で規定してございます。しかし、事業所では既に来年の新規採用に向けて求人を行
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っている状況にございます。来年度以降の採用支援のため、本委員会には改めて予算提案時期に

ご協議申し上げますが、現行と同等以上の支援事業をさらに継続してまいりたいと、町として考

えておりますので、ご理解をいただけないでしょうかというお願いでございます。以上でござい

ます。 

 

○村島委員長 

 詳しい内容は、次回に出てくるのでしょうか。 

 

○保健福祉課長 

 予算の時期には、また詳しくご協議申し上げようと思っております。 

 

○加藤委員 

 同等以上でという言葉があったのですが、その辺はどのように考えているのでしょうか。 

 

○保健福祉課長 

 今、月額２万円を１年間交付してございますが、２万円で良いものなのか、あるいは１年で良

いものなのか。予算が付いて回ることですが、下げることはしないで、現状かステップアップで

きればと考えております。また、事業所の方とも相談しながら案を練ってまいりたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは、２番についてお願いします。 

 

○事務局長 

 次回の委員会の関係でございますが、先ほどの総務文教委員会でお話申し上げたとおり、臨時

会のタイミングでと考えております。また、このタイミングなのですが、現課の課長とも話して

いるのですが、お盆前になるのではないかと。お盆を明けてからとはならないだろうということ

で、盆前にと考えておりますので、日程調整しまして、決まりましたら委員長と相談しながらと

いうことでございます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ３、その他。 

 

○事務局長 

 事務局はございません。 
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●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第１１回産業福祉常任委員会を終了いたします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時３８分） 


