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第１７回産業福祉常任委員会会議録 

平成２４年１２月６日（木） 

    開 会     午後 １時１０分  

    閉 会     午後 ２時００分 

 

 

〇会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●町民課 

  ①平成２４年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

  ②平成２４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 

 ●産業課 

  ①指定管理者の選定について（パパスランド） 

  ②清里町中小企業融資制度要綱の一部改正について 

  ③平成２４年度一般会計補正予算（産業課所管分）について 

  ④平成２４年度焼酎事業特別会計補正予算（第２号）について 

 ●建設課 

  ①平成２４年度除雪計画について 

  ②平成２４年度簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）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主査    阿部 真也 

 ■産業課長       斉藤 敏美    ■商工観光・林政Ｇ総括主査 野呂田成人 

 ■焼酎Ｇ主幹      松浦  聡     

 ■建設課長       古谷 一夫    ■建設管理Ｇ総括主査  清田 憲宏 
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 ■上下水道・公住Ｇ主幹 岡崎  亨 

 

  

○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 

 

 

●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１７回産業福祉常任委員会を開催したいと思います。 

 

 

○村島委員長 

 １の町からの、協議・報告事項について町民課から①、②とございます。１２月定例会に向け

ての補正予算でございます。委員の皆様方には慎重にご審議を賜りたいと存じます。それでは、

町民課お願いします。 

 

○町民課長 

 それでは、町民課より２件の協議事項について、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 町民課所管の一般会計補正予算の主な概要についてでございますが、地域振興対策費につきま

しては、良好な環境保全を図るために、葬祭場及び清掃センターの立木の整理と、清掃センター

搬入路の老朽化が著しい防護柵を改修するために必要な経費を補正するものでございます。２番

目の各種医療対策費につきましては、国保加入者所得の落ち込み、特に農業所得の大きな落ち込

みに伴いまして、国民健康保険税の減収及び一般被保険者高額療養費等の増額などに対処するた

めに、国保特別会計へ一般会計より繰出金の補正をするものでございます。また、後期高齢者医

療療養給付金につきましては、前年度の療養給付費確定に伴う負担金の補正を行うものでござい

ます。清掃事業費につきましては、平成２５年度から予定しております清掃センター長寿命化事

業の実施に向けまして、総体事業費及び年次プロットの精査を行うために、実施設計費を補正す

るものでございます。また、焼却施設のガス減温器内の伝熱管に穴が発見されたため、早急な補

修を行うために必要な経費を補正するものでございます。 

 国民健康保険特別会計補正予算につきましては、一般会計補正予算で概要をご説明いたしまし

たが、歳入につきましては、国民健康保険税の減額と繰入金の増額補正。歳出につきましては、

一般被保険者高額療養費及び出産育児一時金の増額補正でございます。 

 それでは、各会計の補正予算の詳細につきましては、各担当者よりご説明申し上げますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは、平成２４年度一般会計補正予算（町民課所管分）についてご説明いたします。 
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 では、１ページをご覧ください。総務費・地域振興費・地域振興対策費における、公共施設環

境整備事業からご説明いたします。工事請負費におけます、葬祭場外構整備工事及び清掃センタ

ー外構整備工事でございます。良好な環境保全を図ることから、葬祭場外構におきましては、管

理運営上支障がありますシラカバ等の伐採により、適正な管理を進めるため。清掃センターにつ

きましては、管理運営上支障がありますシラカバ等の伐採の他、老朽化している防護柵を改修い

たします。葬祭場外構整備工事は７０万２千円。清掃センター外構整備工事といたしまして２８

７万３千円。計３５７万５千円を補正するものでございます。２つ飛ばさせていただきまして、

衛生費・清掃費・清掃事業費における、清掃センター長寿命化実施計画業務委託事業から説明い

たします。既にこの常任委員会において説明しておりますが、平成２２年度に策定しました清掃

センター長寿命化事業計画に基づき、国の循環型社会形成推進交付金及び地方債を活用しまして、

清掃センターの大規模改修を平成２５年度～平成２９年度の５年間で実施を予定しております。

来年度からの実施に向けまして、事業費の確定等のため事業の実施設計を行うものでありまして、

委託料としまして５３０万円の補正となります。次に、清掃センター補修事業でございます。２

ページの図にもございますが、老朽化が著しいガス減温器の補修を行います。詳細な施設確認の

結果、排ガスを処理する集塵機へ温度を下げて送る設備であります減温器内の伝熱管が損傷して

おり、空気の循環に影響する危険性が判明したところでございます。また、現在の集塵機入口の

温度が下がりにくくなっていることから、ガス冷却室用の水を常時使用し温度を下げていること

から、使用料が増大しており、業務に大変支障をきたしております。このようなことから、早急

に対応するため、今回の補正で補修を計画しているところでございます。施工内容につきまして

は、伝熱管等資材費及び工事費合わせまして、工事請負費としまして８６０万円の補正となりま

す。以上でございます。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 続きまして、１ページ中段の衛生費・保健衛生費・各種医療対策費でございます。国民健康保

険特別会計への繰出金として、合計で２,３８４万円の計上でございます。詳細につきましては、

国民健康保険事業特別会計の２号補正ということで、議案の３ページで説明をしたいと思います。 

 国民健康保険事業特別会計補正予算でございますが、まず歳出についてご説明申し上げます。

歳出の補正でございますが、２款保険給付費の中の、一般被保険者高額療養費の内容の欄で１,０

５８万円の増。これは現在の給付状況に基づきまして、来年の３月までの推計によりまして増額

の補正をさせてもらうという試算でございます。その次の段の出産育児一時金ですが、現時点で

の年度内の出産予定者の確認を一応させてもらっておりまして、その分を見込みまして１２６万

円の増額をさせていただきたいということでございまして、合計しまして１,１８４万円の給付費

の補正を計上してございます。 

 次に歳入です。先ほど課長からも説明がありましたが、国民健康保険税の減少分につきまして

の補正でございます。内容ですが１,２９０万円、現年分でございますが減額補正という形にさせ

てもらいたいと思います。また、その次の段にあります９０万は、滞納繰越分でありまして、昨

年度来からの持ち越し分の徴収実績分に基づきまして、徴収成果を上げている部分で９０万増額

という形で調整する形を取らせていただきたいと思います。差し引きして補正額がマイナスの１,

２００万でございます。それに対しまして、歳出に伴います部分を一般会計からの繰入金で補い

たいということでございまして、歳入の款で繰入金で、出産育児一時金の繰入分として、３分の
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２が一般会計から繰り出すというルールになっておりますので、１２６万円に対する分として、

８４万円で積算させてもらっているところでございます。また、それ以外は、先ほど来説明させ

ていただきましたが、税の減少分を補う分ということで、２,３００万円でございます。合計しま

して２,３８４万円を活用させていただきたいということでございます。現計予算額が７億３,３８

６万４千円でございます。こちらに１,１８４万円の補正ということで、補正後が７億４,５７０万

４千円と予算額となってございます。 

 戻りまして１ページでございますが、中段にございます、後期高齢者医療保険事業の給付費の

補正でございます。こちらは一般会計になりますが、後期高齢者医療につきましては特別会計の

設定がございますが、給付費全体の部分でいきますと、その内の半分を国、それから都道府県と

市町村の負担というルールがございます。その金額の内、２３年度の実績に基づきまして増額し

た分を、今回補正をするという形でございます。補正額が５４万円でございまして、今年度内に

負担として支出をしていく形でございます。補正後が５,５２８万３千円になります。 

 以上で説明を終わります。 

 

○町民課長 

 今、担当から説明がございましたが、私の方から国保会計の今後の見込みということから、若

干説明をさせていただきたいと思います。９月にも３００万ほどの補正をさせていただいており

ます。今回１２月も約２,３００万ほどの補正ということでございます。国保会計につきましては、

今後大変厳しい状況でございます。保険給付費の一般保険者療養給付費につきましては、５月か

ら７月については、大変高い数字で支出等々をしてきているところでございますが、１１月、１

２月につきましては、ある程度落ち着いてきているということで、予算で見ている数字に近くな

ってきている状況でございます。しかしながら、全体的には高どまり傾向で推移をしてきている

状況でございます。今後、国、道の財政調整交付金ですとか、国の療養給付費負担金など歳入の

状況と、療養給付費の推移を見定めながら、国保会計の運営を行っていきたいと考えております。

歳入状況によっては、今後さらなる一般会計からの繰入等々が必要になってくる場合もございま

すので、その時にはまた委員会におきまして、ご協議をさせていただきたいと思いますので、ご

理解のほどをよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、町民課より①、②について説明がございました。何かありましたら受けたいと思いま

す。 

 

○澤田副委員長 

 清掃センターのガス減温器の寿命は。どのくらいの頻度で替えていくのですか。 

 

○町民課長 

 ２ページの図面を見ていただきたいのですが、ここの１スパン・２スパンと書いてある場所に

つきましては、平成２１年度に整備してございます。今回、３スパン目につきましては、先ほど

担当総括よりお話があったとおり、今年度点検をした結果、破孔が見受けられたということで、

この部分について今回、補修をするということでございます。当施設につきましては、整備して
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から相当数の年数が経ってきていることから、順次に確認をしながら、必要な部分については補

修をさせていただきたいと考えてございます。 

 

○池下委員 

 国民健康保険方で聞きたいのですが、今回２,３００万円の補正ということで、総体金額が７億

４千万円です。最近５年ぐらいの数字を見た時に、どれぐらいの伸びになっているのか。わかり

ますか。 

 

○町民課長 

 国保の関係でございますが、伸び的には一般療養給付費、医療費ですね。医療費につきまして

は大体１割以上の伸びが続いてきている状況でございますが、今年度につきましては、２３年度

と同じような推移できているのかなと思っております。ただ、２３年度が２１年度から見ますと、

やはり伸びてきている状況でございます。何とか医療費を抑えるようないろんな方法を含めて、

対応していきたいと考えております。 

 

○池下委員 

 こういう時代になりますと、過疎地は特にそうなんですが、病院にかかる割合が問題となって

きます。最近、清里クリニックが大変評判が良くて、今までかっていない患者さんたちも、より

かかるようになったのも一つの要因ではないかなと思います。やはり、これからも伸び率は上が

ると思うんですよ。そんな中で、どのようにすれば良いのか。当然、予防も大事なのですが、町

にある財源の中で、こういう部分の割合が大きく占めてくると思うのですが、最終的にはどのよ

うにしようと町は考えているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○町民課長 

 医療費の抑制対策ということだと思いますが、基本的には、自らの健康は自ら守るというのが

基本だと思っております。そして、健康な体づくりに努めていただくことが、基本的には国保会

計の運営ですとか、家計の負担の軽減につながると考えているところでございます。そのために

は特定健診ですとか、特定保健指導の受診による生活習慣病の予防、それと日常的な健康維持に

より医療費軽減を図っていくことが重要でないかなと考えてございます。また、国の方で奨励し

ております、効能が同じで安価で購入できるジェネリック医薬品、こちらは国の方でも推奨して

おりますので、その辺の利用も軽減に繋がっていくのではないかと思っております。その辺のこ

とも踏まえながら、今後、広報活動を行っていきたいと考えております。以上でございます。 

 

○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 

 無ければ、町民課終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 
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 それでは産業課、①から④について、説明願います。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項４件について、ご説明させていただきます。 

 最初に１点目の、指定管理者の選定についてご説明しますので、４ページをお開き願います。

パパスランドの指定管理者につきましては、１０月１日から公募の結果、有限会社パパスさっつ

るから応募がありました。応募の件数は１件です。指定管理者の選定については、条例に基づき、

副町長を委員長とする指定管理者選定委員会において、申請書類の審査並びに申請者から直接聞

き取り調査を実施し、パパスランドの施設の適切な維持及び管理並びに経費の縮減など、総合的

に厳正に審査した結果、有限会社パパスさっつるは指定管理者候補者として選定されましたので、

議会に報告するものでございます。 

 それでは、１の指定管理者の選定について。施設の名称はパパスランド。指定管理者の名称及

び代表者名は、清里町字神威１０７１番地 有限会社パパスさっつる 代表取締役 藤田二郎。

指定期間は平成２５年４月１日～平成２８年３月３１日。基準価格は１,１６０万円に対しまし

て、提示価格は１,１５０万円でございます。 

 次に２の債務負担行為について。パパスランドの指定管理業務は、平成２５年度～平成２７年

度までの複数年契約となることから、提示価格の３年分を限度額として、３,４５０万円を債務負

担するものです。なお、本件については、地方自治法並びに条例の規定に基づき議会の議決によ

り決定するものであることから、次回開催予定の１２月定例議会に提案を予定しております。 

 それでは、パパスランドから提示された申請書の主な計画内容について、ご説明いたします。

１点目の、パパスランドの収支計画についてでございますが、収入については現状より概ね３０

％増加させる見込みとなっており、支出につきましては、人件費は雇用の増加により増加するも

のでございますが、光熱水費など新しい施設、新しい機器を有効利用することで、経費の縮減を

図るという内容になっており、不足額１,１５０万円を委託料として申請しております。 

 ２点目は、定休日についてでございます。今までは毎週月曜日を定休日としておりましたが、

道の駅の機能、また温泉施設のコミュニティー機能の充実を図るため、年中無休で営業するとい

う内容で申請が上がってきております。 

 ３点目に、レストラン、売店、テイクアウトコーナーについての食材並びに販売品は、できる

限り清里産とし、清里産で対応できない物については、オホーツク産、北海道産を優先するとい

う計画で申請が出されております。また実演コーナーでは、清里産きたほなみを使用したうどん

を実演し、商品についてはレストラン並びに売店での販売準備を進めていくということでの申請

となっております。 

 ４点目といたしましては、地域や他施設との連携について、商工会、観光協会、自治会、ＪＡ

など多くの地域団体と連携を深めるとともに、地域イベントなどに積極的に参加するとともに、

自らもイベントを企画することで、地域を盛り上げ町民の期待に応えられるよう努力してまいり

たいと申請が上がってきておりますので、ご報告いたします。 

 続きまして、清里町中小企業融資制度要綱の一部を改正について、５ページ～８ページで説明

いたしますので、５ページをお開き願います。 

 清里町中小企業融資制度は、運転資金並びに設備資金の借入者に対し、借入利子の一部を利子

補給することで、中小企業の育成並びに経営の合理化を促進することを目的とした制度となって
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おります。今般の改正の趣旨は、年末年始において、緊急に融資が必要になった企業を対象にし

た緊急つなぎ資金を追加し、借入利子を１００％補助する制度を改正するものでございます。 

 ６ページをお開き願います。清里町中小企業融資制度要綱の一部を改正する要綱新旧対照表で

ございます。左側は改正前の要綱になっており、変更はございません。右側の改正後の要綱でご

ざいますが、附則の１、２、この要綱は平成２４年１２月１５日から施行するもので、２は第４

条に規定する資金に、貸付額を１企業者につき５００万円以内、貸付決定日を平成２４年１２月

１５日～平成２５年１月１５日、償還期限を平成２５年３月３１日までとする資金、以下「緊急

つなぎ資金」を追加するもので、３には、前項の緊急つなぎ資金の利子補給率は、第６条の規定

に関わらず、貸出利率の１００％とするに改正するものでございます。 

 ７ページをお開き願います。７ページの制度要綱は、改正前の要綱でございます。中ぐらいに

第４条がございますが、第４条、第１項、第１号には、短期運転資金、長期運転資金、設備資金

の３種類がありますが、今般の改正は、この３種類の資金とは別に緊急つなぎ資金として、貸付

額、一企業者につき５００万円以内。貸付決定日を２４年１２月１５日～２５年１月１５日、償

還期限 平成２５年３月３１日を追加するものでございます。 

 ８ページをお開き願います。中ぐらいに第６条がございますが、第６条第１項には、それぞれ

の資金の利子補給率が記載されておりますが、今回の緊急つなぎ資金の利子補給率は、第６条の

規定に関わらず、貸出利率の１００％とするという内容に改正するものです。 

 なお、この改正に伴う予算額については、現計予算額で実行し、平成２４年度中、全体利子補

給率を累計した上で、３月定例町議会において補正提案をしてまいるものでございます。 

 以上、１番と２番の説明を終わり、３番以降は担当より説明させます。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 ３番、平成２４年度一般会計補正予算（産業課所管分）について、ご説明を申し上げます。９

ページ目をお開き願います。 

 今回の補正につきましては、緊急経済対策にて実施するものでございます。２款総務費・９項

地域振興費・１目地域振興対策費において、商店街の街路樹等にイルミネーションを設置する事

業費２５０万円を一般財源で計上しております。今回設置する箇所につきましては、清里郵便局

から石井組付近までの延べ１千メートルで、植樹してあります松の木約８０本程度にソーラー電

池を利用したイルミネーションを設置するものであり、各商店に対する電気料の負担は伴わない

ものとなっております。正式には定例会において補正予算可決後の動きとなりますが、事前に道

路管理者である土木現業所及び斜里警察署に事業説明をし、実施については了承を得ております。

定例会後に正式に道路占用許可等を行うとともに、各商店の皆様にも屋外の自然の中で実施する

イルミネーションですので、外れている等の報告の協力をお願いしていきたいと考えております。 

 以上で説明を終わります。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 １０ページの平成２４年度焼酎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。 

 今回の補正につきましては、保留しておりました繰越金の措置をするもので、歳入歳出ともに

３２３万２千円を増額させていただきます。歳入につきましては、繰越金を３２３万２千円増額

いたします。歳出につきましては、基金積立金を３２３万２千円増額いたします。 
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 以上で説明を終了させて頂きます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、産業課の方から説明がございました。何かございませんか。 

 

○加藤委員 

 中小企業のつなぎ融資の関係なのですが、期間が非常に短い、支払いが３月３１日までで。そ

んな中で、この緊急融資の部分はどうなのかなというのが１点。 

 それと、８ページの第６条にあります短期運転資金というのは、多分１年間の運転資金だろう

と解釈するのですが、間違いないですか。これも多分３月３１日までの分だと思うのですが、こ

れに対する書換え借入が可能な方法として処理するのかしないのか。この辺を合わせてお伺いし

ます。 

 

○産業課長 

 まず、１点目の期間が短いという部分についてでございますが、あくまでも今回の改正は、緊

急つなぎ資金という考え方で改正するものでございますので、短期間になっております。 

 次に２点目の、運転資金の年数は１年ということでございますが、運転資金には短期運転資金

１年ものと、長期運転資金５年ものがございます。従いまして、１年ものについては、書換えと

言うか、例えば、ちょうど１２月２０日とかに満期が来て、こちらのつなぎ資金につながなけれ

ばならないというような場合については、この資金も該当すると考えております。 

 

○加藤委員 

 緊急だからと言って、緊急に必要だから貸し出すのは良いのですが、回収がこの短期間で本当

に可能なのかどうか。効果があるのかという疑問点が１つ。 

 それと、短期の場合の期間が間に合えば、つなぎでその部分もできるよと。多くの場合、１年

借りた部分が１２月で切れる場合が多いという解釈で良いのですか。 

 

○産業課長 

 借入期間の満期が必ずしも１２月ということを想定しているものではございません。そういう

場合もあると思います。年末に例えば卸問屋に支払する期間が迫ってきて、ちょうど資金が対応

できないという場合を想定して、緊急つなぎ資金というものを無利子で用意するという制度でご

ざいます。 

 

○加藤委員 

 それと９ページの補正予算の関係で、ソーラーで行うということなのですが、経費はかからな

いように見えて、実はソーラーパネルであれば蓄電をしなければならないので、蓄電池の対応年

数というものもあると思うのですが、それらの耐用年数はどれぐらいと捉えて導入しようとして

いるのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 
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 現実的な物は、本当に小さい蓄熱電池なんです。屋外で使用しますので、その物自体のサンプ

ルをちょっと見たのですが、そこには耐用年数は書いていなかったように思います。ただ、冬期

間、外でやるものですから、吹雪等の可能性もありますから、もしかすると、すぐに切れてしま

う可能性もあるかもしれませんが、とりあえず今回につきましては、本年度設置と撤去まで、夏

の間も全部ということになると、また老朽化ではないのですが、すぐに壊れてしまう可能性もあ

りますので、耐用年数については、申し訳ありませんが今は答えられない状況です。 

 

○加藤委員 

 イルミネーションをソーラーでやることは良いことなのですが、今言った蓄電池、電池の耐用

年数というのは非常に短いと思うんですよ。多分維持費がかからないからやりましょうというこ

とで、発注をかけていると思うのですが、多分２年しない内に電池の交換が必要になってくると

思う。その場合の対応というのは、どのようにしていこうとしているのか。それらについては想

定外の話だから、その時の話になっちゃうのか。あたかも良いように見えるんだけど、ソーラー

でやるからいいという話には、なかなかなっていかないと思うので、その辺を十分に検討されて、

本当に２５０万分全部いるのか、あるいは維持費のことも考えてどうしていくのかということも

検討しないで、そのことは今、答えかねますと。そうしたら経費が出てきた後は使わないのかと

いう話にもなってしまいますので。その辺の対応はどのようにしていくのか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 ただ今の加藤委員のご質問にお答えします。実質的に先ほど申しましたように、議会定例会後

という動きになりますが、加藤委員が言われたとおり、今後はずした後はどうするか。商工会の

方にお願いするのか、町の方で保管するのか。その辺も詰まっていない状況であるということは

ご理解いただきたいと思いますが、壊れた場合は、継続して続けていくのであれば、足し増しを

しなければいけない部分も出てくるかなと考えております。 

 

○加藤委員 

 経費の足し増しということですか。蓄電池は必ず耐用年数があるんですよ。だから、必ず交換

するという問題をどう捉えているのかなということなんですよ。今の時点で。電気代はかからな

いと言いながら、早い話がバッテリーですよ。どんなシステムにもバッテリーは付いているんで

すよ。それが無かったら夜に電気は点かないわけですから。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 壊れた場合につきましては、やはり修繕料なりで電池の交換が必要になってくるのかなと思っ

ております。今のは時間帯にすると、暗くなってから５時間持つ太陽電池にはなっているのです

が、その電池の交換につきましては、やはり壊れた段階で、イルミネーションは引き続きやって

いくようになってくれば、交換しながら実施をしていかなければならないと思います。 

 

○加藤委員 

 緊急対策と言いながら、２５０万で皆が明るくなるのではなくて、町内の小売業で儲かるのは

２割ぐらいしかないわけですが、本当にその後のいろんなことを考えた時に、適正な方法と設置
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だけの部分じゃなく、維持の方法も十分に検討して、規模を考えた方が良いと思いますが。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 予算規模２５０万円を上げさせていただいているのですが、実質的には入札を行って、残等も

出てくる可能性はございます。加藤委員に言われたことを頭に入れながら、事業を執行していき

たいと考えております。 

 

○前中委員 

 中小企業融資制度の変更が今、提示されまして、つなぎ融資ということで新たに設けますと。

支払期間が２ヶ月ですか。そんな中で従来の制度の中に貸付額、林産企業に限って言えば、設備

資金２千万、運転資金１,５００万。町内の中小企業、林産企業以外であれば１,３００万の運転資

金という形で今あるのですが、今回新しく５００万のつなぎ資金を設けたということで、まるま

る５００万借りた時に、この極度額の中の範疇で収まれば良いのですが、仮に運転資金の部分で

中小企業の商店街、あるいは林産企業もそうですが、１,３００万を仮に超すような事案が出た時

には貸せないとなる。その極度額の設定は変更していないのですが、これを変更するという討議

は無かったのか。 

 

○産業課長 

 今回の改正は、あくまでも緊急つなぎ資金ということで提案させていただいております。今、

前中委員からご質問のありました、第４条の貸付額の改正並びに第６条の補給率の見直しにつき

ましては、現在、来年の４月１日施行を目標に、３月常任委員会等に提案していく考え方で今、

進めておりますので、お知らせらいたします。現在考えているのは、貸付額の７ページの下の方

に、貸付額について林産企業者、林産企業者以外の業者ということで、７００万、１千万、５０

０万、８００万とありますが、その下に、町長が特に認めた場合という条項がございます。この

金額までは、最低引き上げていこうということで、内部検討しているということで、ご理解いた

だきたいと思います。実施日については、平成２５年４月１日に向けて今、次期常任委員会等で

協議をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員 

 今の課長の説明の中で、今回は火急的なつなぎの融資として、１２月１５日のひと月、１月の

中までの融資のつなぎで、その後の次年度以降は新たな枠組みの中で、新しい制度を設定してい

きたいと。その中では、運転資金、設備資金等々の貸出し、極度額の設定額もある程度の中では、

増額の形で持っていきたいと捉えてよろしいのですか。 

 

○産業課長 

 そのような方向で今、検討を進めておりますので、ご理解賜りたいと思います。 

 

○池下委員 

 １点だけ聞きたいのですが、イルミネーションですが、今現在、北栄さんの向かい側の公園の

所でもやっていたと思うのですが、あればどうするのですか。 
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○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 旧信金跡地のポケット公園ですが、昨年やっていたのは清里盛り上げ隊で、商工青年部や役場

の若い人たちでやっておりました。それについては、聞くところによると、今年度も町の交付金

事業を活用してやっていきたいということでお話がありました。今回、私どもの方で大型プラン

ターを設置して、それをその場に置いて冬囲いさせていただいているのですが、それにイルミネ

ーションを付けるような形で、本年度はやっていくということで話が進んでおります。 

 

○池下委員 

 今回やるのはソーラー発電付きってことなのですが、今まで盛り上げ隊がやっていていたもの

には、そういう機能はないと思うんです。今年、電気に関しては７％の節電要請が出ている中で、

やるのはやぶさかではないのですが、やっぱりそういうことも十分踏まえた中でやっていただけ

ればと思います。その辺のことも行政側から、盛り上げ隊の方に一言言っておいてもらえたらな

と思います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 今、池下委員から言われたご意見は、もう一度、確認の意味も込めてお話をさせていただきた

いと思います。 

 

○村島委員長 

 私からも１点。中小企業の融資制度。私も一般質問でお聞きした経緯があるわけですが、貸す

のは銀行、保証協会付きで、私の伺っているところでは、保証協会にしても銀行にしても、町長

が認める場合云々という項目がありますよね。これ全然、銀行側の方はそんなことは一切聞いて

いないと、私は直接伺っています。ですから、そういう制度を改正されるのは結構なのですが、

金額だけを載せられて、町長のＯＫが出れば貸しますよという答弁でありました。ですが、貸す

方は銀行であって保証協会付きですから、保証協会の方でだめだと出たら、その金額に及ばない。

ですから、私は金額を増額しなさい、しなさいと言わせていただいたんです。やはり改正したら

改正したなりに、きちっとやってもらわないと、行き届いてないということを申し上げておきた

いと思います。 

 

○産業課長 

 信金、信組などの金融機関の方が、町長が特に認めるという部分を十分理解していないという

内容でございましたが、実は先般も金融機関の方々、また林産企業の方々に来ていただきまして、

現状の状況確認だとかしておりますので、実績として町長が特に認める部分での貸付者がいない

ということでございますが、内容的には理解されているものと思います。それで、先ほど前中委

員の質問にもお答えしましたが、４月１日施行を目指して大幅に貸付額の引上げの内容を検討し

て、次期常任委員会に提案していくということで、今、検討しておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 

○村島委員長 
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 よろしくお願いいたします。他にございませんか。 

 無ければ、これで産業課終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは、建設課より、①平成２４年度除雪計画について、②の平成２４年度簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号）について、説明願います。 

 

○建設課長 

 １２月定例会に先立ちまして、建設課からは議案に提示のとおり２点について、ご報告並びに

協議を申し上げたいと、かように考えてございます。 

 １点目は、既に自治会及び指定管理者、斜里郡３町と調整してございますが、２４年度の除雪

計画ができ上がっております。過日の自治会長会議等でも周知してございますが、内容について、

後ほど担当総括主査より説明申し上げます。 

 併せて、２４年度の簡易水道事業の特別会計でございますが、職員の昇格に伴う部分での人件

費の微調整についてございますので、１２月定例会にて補正を提案させていただきたいと、かよ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたします。順次、担当者より説明を申し上げます。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 議案の１１ページをご覧ください。平成２４年度の除雪計画について、ご説明させていただき

ます。１枚めくっていただきまして、除雪体制の５の連絡体制でございますが、記載の電話番号

にかけて、不在の場合につきましては、清建工業の田中所長の携帯に転送となります。次のペー

ジの除雪計画の除雪路線延長につきましては、農道を含めた道路１６７路線、１６３．５キロメ

ートル。歩道３１路線、２６．３キロメートルを本年度実施いたします。昨年との主な変更箇所

につきましては、１５ページの除雪路線図の中ほどに記載されております、９線道路の２０号か

ら２１号までの区間がウエンベツ川改修工事により平成２４年１１月１日～平成２５年２月２８

日までの期間、通行止めとなります。工事終了後３月１日からは町で除雪を行います。その他に

つきましては、大きな変更点はございません。以上で、説明を終わります。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 続きまして、平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の概要につきまし

て、議案の１６ページによりご説明を申し上げます。今回の補正につきましては、簡易水道事業

の職員１名の昇格に伴い、不足する人件費と負担金を増額補正するもので、歳入歳出それぞれ３

３万６千円を追加し、予算総額を８,２００万円とするものです。 

 それでは、歳出よりご説明いたします。補正の科目は、総務費の給料で１６万４千円、職員手

当等の時間外勤務手当と期末勤勉手当を合わせまして１２万２千円の増額。また、負担金補助及

び交付金の退職手当組合負担金で５万円を増額し、補正総額で３３万６千円の増額。補正後の総

務費予算額を２,４３０万１千円とするものです。 

 歳入につきましては、現年度分の水道使用量を３３万６千円増額し、補正後の使用料及び手数

料の予算額を５,０９３万７千円とするものです。以上で説明を終わります。 
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○村島委員長 

 建設課の方から、①、②について説明がありました。何かありましたら、質問を受けます。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 よろしいですか。無いようですのでこれで終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは、２の次回の委員会について、お願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回、産業福祉常任委員会につきましては、未定となっておりますが、委員長と協議をしなが

ら日程の設定をしたいと考えております。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ３のその他。 

 

○議会事務局長 

 事務局からは、ございません。 

 

 

●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

これで第１７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 午後２時００分） 


