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第２回産業福祉常任委員会会議録 

平成２４年２月２２日（水） 

    開 会   午後 １時００分  

    閉 会   午後 ４時００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２３年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

  ②平成２３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 

  ③平成２３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清里町税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清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正について 

  ⑦清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例について 

  ⑧まちづくり地域活動推進事業交付金規則の一部改正について 

  ⑨平成２４年度地方税改正の概要について 

  ⑩平成２４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 

  ⑪平成２４年度国民健康保険事業特別会計予算について 

  ⑫平成２４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清里町介護保険条例の一部改正について 

  ②清里町子育て支援保育料補助事業実施要綱について 

  ③平成２３年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

  ④平成２３年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

  ⑤平成２４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 

  ⑥平成２４年度介護保険事業特別会計予算について 

 ●産業課 

  ①清里町団体営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例の一部改正について 

  ②緑ダム管理条例の一部改正について 

  ③清泉頭首工及び江鳶頭首工管理条例の一部改正について 

  ④平成２３年度一般会計補正予算（産業課所管分）について 

  ⑤平成２４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 

 ●建設課 

  ①町道路線の認定について 

  ②清里町営住宅条例の一部改正について 

  ③清里町公営住宅長寿命化計画（案）について 

  ④平成２３年度一般会計補正予算（建設課所管分）について 
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  ⑤平成２３年度簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について 

  ⑥平成２３年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

  ⑦平成２４年度一般会計当初予算主要施策事業（建設課所管分）について 

  ⑧平成２４年度簡易水道事業特別会計予算について 

  ⑨平成２４年度農業集落排水事業特別会計予算について 

 ●焼酎事業所 

  ①平成２３年度販売状況について 

  ②平成２３年度焼酎事業特別会計補正予算（第３号）について 

  ③平成２４年度焼酎事業特別会計予算について 

２．意見書の検討について 

  ①看護師・介護職員等の大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護、地域医療の拡充を

求める意見書（案） 

３．次回委員会の開催について 

４．その他 

 

 

○出席委員（６名） 

    委員長  村 島 健 二    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 

 

 

○欠席委員（１名） 

    副委員長 澤 田 伸 幸    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○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  三浦  厚 

 ■町民生活Ｇ主査    武山 雄一 

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

 ■福祉介護Ｇ総括主査  野呂田成人    ■福祉介護Ｇ主査    水尾 和広 

 ■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    ■商工観光・林政Ｇ主査 樫村 亨子 

 ■農業Ｇ主査      山嵜 孝英 

 ■建設課長       古谷 一夫    ■上下水道・公住Ｇ主幹 岡崎  亨 

 ■建設管理Ｇ総括主査  清水 俊行    ■建設管理Ｇ主査    酒井 隆広 

 ■建設管理Ｇ主査    山本 卓司    ■上下水道・公住Ｇ主任 荒  一喜 

 ■副町長        宇野  充    ■焼酎事業所副所長   松浦  聡 
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○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２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 

 町民課より町からの協議・報告事項、①から⑫について、順次説明願います。 

 

○町民課長 

 町民課より、１２事案につきまして、ご協議をさせていただきたいと思います。大きく分けま

して、１点目は平成２３年度町民課所管分の一般会計補正予算、国民健康保険事業及び後期高齢

者医療特別会計の補正予算でございます。２点目は、条例改正等の一部改正でございます。３点

目は、平成２４年度の町民課所管の一般会計、国民健康保険事業及び後期高齢者医療特別会計の

予算についてでございます。補正予算の主な事項といたしまして、一般会計につきましては、実

績に基づく乳幼児等医療費扶助事業の増額と、急激に伸びました医療費及び国道の調整交付金の

減額の見込みにより、国保会計の財源不足が想定されるため、一般会計より繰入を行い、国保会

計の財政基盤の安定化を図るために補正を行うものでございます。国庫特別会計につきましては、

国道の負担金及び補助金の確定と一般会計からの繰入による歳入並びに実績と今後の見込みによ

る、各保険給付費と歳出の補正を行うものでございます。 

 後期高齢者医療特別会計につきましては、保険料の見込み額による補正を行うものでございま

す。なお、国保特別会計におきましては、国道の財政調整交付金並びに医療費の確定、後期高齢

者医療特別会計につきましては、広域連合納付金等の確定により、３月の末日をもって専決処分

させていただきますことに、ご理解を賜りたいと存じます。 

 条例の一部改正につきましては、後ほど条例改正の要旨並びに新旧対照表によりご説明をいた

します。 

 平成２４年度町民課所管分一般会計、国民健康保険事業及び後期高齢者医療特別会計の予算に

つきましては、各会計の主要施策事業を展開して行くべき必要経費を計上しておりますので、ご

審議のほどよろしくお願いいたします。なお、国民健康保険税条例の一部改正並びに平成２４年

度国民健康保険事業特別会計予算案につきましては、去る２月９日開催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いるところでございます。それでは、各事案の詳細

につきまして、各担当よりご説明申し上げます。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 
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 引き続き、詳細についてご説明いたします。２３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。３ページをお開き頂きたいと思います。４款衛生費・１項保健衛生費・３目

各種医療対策費の乳幼児等医療費扶助事業につきましては、医療費の増加に伴いまして、不足額

２００万円の増額計上いたします。なお、財源内訳につきましては、道支出金１５０万円減、一

般財源３５０万円の増額になっております。続きまして、国民健康保険事業特別会計繰出金につ

きましては、国保特別会計補正予算でもご説明いたしますが、保険給付の増加に伴う国保会計財

政不足の解消をしまして、財政基盤の安定化を図るため２,８００万円を増額計上いたします。括

弧内の金額につきましては、補正後の全体額を示しています。以上、一般会計補正予算の主な内

容でございます。 

 引き続きまして、２３年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の概要についてご説

明申し上げます。４ページをお開きください。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現年課税分、滞納繰越分により収入増と現在なってございますので、

これらの増加分を補正するものでありまして、合計７２０万円の増になります。３款国庫支出金

のうち、療養給付費負担金につきましては、医療費が現在伸びていますので、それに伴うもので

１,８４０万円の増額になっております。高額療養費共同事業負担金、特定健康診査等負担金につ

きましては、歳入の実績に伴いそれぞれ減額を補正しております。財政調整交付金につきまして

は、国の仮計数に基づき試算した額に伴い、３,６７１万９千円を減額いたします。出産育児一時

補助金の９万円減額につきましては、本年度補助金確定によるものでございます。６款道支出金

は、国庫支出金と同様の理由によりまして減額するものでございます。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負担金並びに保険財政共同安定化事業交付金につきまして、そ

れぞれの高額な医療費に係る交付金でございまして、それぞれの医療費の増額に伴いまして、交

付金が増額になるものでございます。８款財産収入につきましては、国民健康基金解約に伴いま

す、基金利子分３千円でございます。９款繰入金は、国保会計の財政基盤安定化に一般会計から

の繰入金２,８００万円を増額するものでございます。１１款諸収入につきましては、各項目の歳

入実績精算に伴います増、特定健康診査徴収金に伴う減額となってございます。 

 続きまして、下の表の歳出についてご説明いたします。２款保険給付費につきましては、各項

目の医療費の給付実績に伴う不足分、並びに余剰額を精査したことによるもので４,３８０万３千

円の増額でございます。７款共同事業拠出金につきましては、複数年に伴う精算に伴いまして、

拠出金の確定となりました６３３万１千円を減額するものでございます。８款保健事業費につき

ましては、特定健康審査等受診者の確定によります事業費を２９０万７千円の減額、並びに疾病

予防費につきましては、６５歳以上の被保険者に係るインフルエンザ予防接種費用を負担する経

費としまして、４１万１千円を増額いたします。９款基金積立金は基金解約利息を基金に積み戻

すものでございます。主な補正内容は以上で、歳入歳出ともに３４９７万９千円を増額しまして、

歳入歳出の予算額は７億６,３０５万５千円となります。以上が補正の内容でございます。 

 続きまして、２３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款後期高齢者医療費保険料が当初より

調定額が減少する見込みになりましたので、２００万円を減額いたします。 

 続きまして、下の表の歳出でございます。２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、

歳入の減少と同額の２００万円を減額補正いたします。以上が、後期高齢者医療特別会計でござ

います。 
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○町民課長 

 私の方から条例等の改正について、ご説明申し上げます。まず６ページ目をお開きいただきた

いと思います。条例の一部を改正する条例要旨ということで記載をしてございます。 

 まず１点目の、清里町税条例の改正につきましては、経済社会の行動の変化に対応した税制の

構築を図るための、地方税法等の一部改正する法律及び東日本大震災からの復興に関し、地方公

共団体が実施する防災の為の施策に必要な財源に係る地方税の臨時特例に関する法律の施行に伴

い、清里町税条例の一部を改正するものでございます。一つ目といたしまして、個人住民税に関

しましては、退職所得に係る住民税の１０％、税額控除が廃止されます。平成２５年１月１日以

降に支払われる退職手当等から適用されるものでございます。２点目は、平成２６年度から３５

年までの間、約１０年間、個人町民税の均等割の税率を減額５００円引き上げ、年額３,５００円

に改めるものでございます。町たばこ税につきましては、道たばこ税の一部を町たばこ税に移譲

されるものであり、町たばこ税につきましては、１千本につき６４４円移譲され、４,６１８円が

５,２６２円となり、平成２５年４月１日からの適用となります。 

 ２点目の、清里町国民健康保険税条例の改正につきましては、国民健康保険税の１回当たりの

納付額を低減し、納税者の納付環境の改善を図るために、普通徴収の納期を現行の４期から７期

に改めるものでございます。 

 ３点目の、清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の改正につきましては、子供たちの健全

な育成及び子育て世代の保護者の負担軽減を図り、子育て支援を推進するために、対象年齢を中

学校卒業まで拡充するために、満１２歳から満１５歳に改めるものでございます。２点目は、児

童福祉法の一部改正による障害施設一元化に伴い、知的障害児通園施設の位置づけの変更による

改正をするものでございます。 

 ４点目の、清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の改正につき

ましても、児童福祉法の一部改正に伴う改正でございます。 

 それでは、各条例の改正につきまして、新旧対照表でご説明いたしますので、７ページの新旧

対照表をご覧になっていただきたいと思います。７ページから９ページまでは清里町税条例の一

部を改正する新旧対照表でございます。たばこ税の税率、第９５条中「４,６１８円」を「５,２６

２円」に改め、町民税の分離課税に係る所得割の額の特例等に関する附則第９条を削除し、第３

級品たばこに対するたばこ税の税率の特例、第１６条の２第１項中「２,１９０円」を「２,４９５

円」に改めるものでございます。７ページから８ページにおきましては、東日本大震災に係る雑

損控除額等の特例に関しまして、地方税法の改正に伴い、アンダーラインで示している字句等に

ついて改めるものでございます。９ページをご覧になっていただきたいと思います。第２６条に

つきましては、先ほどご説明いたしました、町民税の均等割の税率を年額５００円引き上げる、

個人町民税の税率の特例等の定めを加えるものでございます。附則につきましては施行期日、町

民税に関する経過措置、町たばこ税に関する経過措置を定めるものでございます。１０ページを

ご覧になっていただきたいと存じます。清里町国民健康保険税条例の一部を改正する新旧対照表

でございます。第１２条第１項の現行の納期「４期」を、右の改正後の欄のとおり納期を「７期」

に改めるものでございます。附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。なお、

オホーツク管内における市町村の平均納期数につきましては、７期ということでございます。１

１ページは、清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する新旧対照表でございま
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す。第２条第１項中「満１２歳」を「満１５歳」に改め、第３条第項中「知的障害児通園施設に

通所している者を除く」を削るものでございます。附則につきましては、施行期日を定めるもの

でありますが、ただし書きにより、平成２４年３月３１日以前の受診に要した医療費については、

従来のままとするものでございます。１２ページをご覧になっていただきたいと思います。清里

町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する、新旧対照表

でございます。第３条第２項中「知的障害児通園施設に通所している者を除く」を削るものであ

り、附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 

 それでは８番目の、まちづくり地域活動推進事業交付金規則の一部を改正について、ご説明い

たしますので、１３ページをご覧になっていただきたいと思います。まちづくり交付金事業につ

きましては、町民の皆さんが自主的、主体的に地域づくりに参画し、地域活動を通じで協働・共

創のまちづくりが推進されるように交付金の見直しを平成２３年度に行ってきたところでござい

ます。今回の改正につきましては、更なる地域活動事業の充実を図るために、共創のまちづくり

事業交付金の交付限度額を「３０万円」から「５０万円」に改めるとともに、表中の区分及び対

照のアンダーラインで示している部分について、整理を行うものでございます。 

 ９番目の平成２４年度地方税制の改正の概要を説明いたします。１４ページをご覧になってい

ただきたいと思います。この概要につきましては、１月３１日国会に提出されております、平成

２４年度地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部改正する法律案の概要でございま

す。１点目といたしまして、福島復興再生特別措置法の制定に伴う新たな支援策として、記載の

とおり２項目の改正が行われます。２点目の、住宅・土地税制に関するものといたしまして、一

つ目として、新築住宅に係る固定資産税の軽減措置を平成２４年度から平成２５年度までの２年

間延長するものでございます。２番目としまして、不動産取得税の住宅及び土地に係る課税、本

則ですと４％ございますが、それを３％にする特例措置、並びに宅地評価土地に係る課税標準を

価格の２分の１とする特例措置を平成２４年度から２６年度までの３年間の延長となります。３

点目としまして、土地に係る固定資産税の負担調整措置は、原則として、現行の仕組みを平成２

４年度から平成２６年度までの３年間延長するとともに、住宅用地特例の現行を継続するもので

ございます。３点目の自動車税制に係るものといたしまして、自動車取得税におけるエコカー減

税の再編等について、記載のとおり２項目の改正が行われています。１５ページの４点目の、地

方自治の確立に向けた地方税制度改革につきましては、地方税の特例措置として、国が一律に定

めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる仕組みを導入するものであり、

固定資産税の課税標準の特例措置２件について、地方自治体が法律で定める上限下限の範囲内に

おいて、課税標準の低減の制度の条例で決定できることが想定されております。５点目の負担軽

減措置等につきましては、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置

の創設。鉄道駅のバリアフリー化に伴い設置されるエレベーター等に係る固定資産税等の課税標

準の特例措置の創設、図書館、博物館、幼稚園を設置する一般社団・財団法人に係る固定資産税

等の非課税措置の追加など記載の６項目におきまして、固定資産税の特例措置の改正と経営取引

税の特例措置及び沖縄振興税制の２項目について、改正されるところでございます。１６ページ

をご覧になっていただきたいと思います。その他といたしまして、国有資産等所在地市町村交付

金法が記載のとおり、一部分改正されることとなってございます。改正される法律の施行期日に

つきましては、平成２４年４月１日付けでございます。平成２４年度地方税改正につきましては、

現在衆議院で審議されているところでございます。今後、法案の成立に伴い、清里町税条例の一
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部を改正することとなりますので、ご理解を賜りたいと存じます。なお、法案成立の時期により、

専決処分をさせていただくこともございますので、重ねてご理解賜りたいと存じます。以上で条

例改正の説明を終わります。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは、平成２４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、ご説明い

たします。１７ページをお開きください。 

 まず始めに２款総務費・２項総務管理費・５目自治振興費における、まちづくり地域活動推進

事業交付金であります。住民協働による地域自治活動を推進するために、住民自らによる主体的

な地域づくりとまちづくり活動に総合的な交付金制度により支援を行うものであります。大きく

は、運営交付金と事業交付金に分かれていますが、運営交付金といたしまして、自治会運営交付

金３９０万８千円、自治会連合会交付金２４万２千円、まちづくり運動交付金１００万円、研修

会参加補助１４万３千円の総額５２９万３千円となっております。事業交付金は、協働・共生の

まちづくり交付金といたしまして、花いっぱい・敬老会・除雪支援の３事業で３６５万３千円、

共創のまちづくり交付金としまして、地域活動を公募するもので４９８万６千円、自治会館整備

事業と致しまして５６万８千円、事業費総額１,４５０万円で一般財源で計上しております。続き

まして、２款総務費・２項総務管理費・５目自治振興費において、札弦・神威地上デジタル放送

無線共聴施設整備事業を実施するものであります。地上デジタル放送移行に伴う新たな難視地域

に指定された札弦・神威地区に、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

ものでございます。１８ページをお開きください。新たな難視地域の範囲は、実線で囲った範囲

となってございます。今回の施設整備により、この範囲の難視聴を解消する予定でございます。

無線共聴施設の受信点、送信点の予定箇所につきましては、現在ドコモの携帯アンテナが建って

いる付近となっておりますが、今後の実施設計により設置箇所が変更となることも想定されます

ので、ご理解を賜りたいと存じます。１７ページにお戻りください。地デジ共聴施設実施設計業

務委託料といたしまして５００万円、地デジ共聴施設設置工事費といたしまして２千万円、その

他といたしまして、無線局開設免許申請用の証紙代１万２千円、事業費合計２５１万２千円を国

庫支出金１,３３０万円、町債７８０万円、その他２９４万円、一般財源９７万２千円で計上して

おります。なお、財源の国庫支出金につきましては施設設置工事費の３分の２の補助率、町債に

ついては過疎債で充当率９０％、その他はＮＨＫ助成金であります。次に４款衛生費・２項清掃

費・１目清掃事業費において、ごみ処理業務委託事業を実施するものであります。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。収集業務につきまして

は、可燃・不燃・粗大・資源・古布・乾電池の６種類を収集し、処理業務につきましては、焼却

・破砕・分別・埋立の業務を行うものであります。委託料としまして、人件費４,３２１万５千円、

物件費３５９万２千円の事業費総額４,６８０万７千円を一般財源で計上してございます。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 引き続きご説明をさせていただきます。４款衛生費・１項保健衛生費・３目各種医療対策費に

おきまして、乳幼児等医療費扶助事業を実施いたします。現在、北海道医療の補助体制につきま

しては、一部所得制限がありまして、年齢に応じた入院・通院の部分が補助されておりますが、

清里においては平成２０年度より制度が変わりまして、小学校卒業までの乳幼児児童に対して所
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得制限無しの入院・通院全額の補助を行っておりましたが、今回、平成２４年度より新たに対象

者を中学校卒業まで拡充し、町内の幼児、児童、生徒の医療費の助成を行うものでございます。

対象となる方は、重度医療、ひとり親医療扶助、生活保護者を除く未就学児１８０名と小学生２

００名、中学生１１５名の計４９５名の現在予定をしてございます。事業費合計１,５６５万円を

道支出金４２２万５千円、一般財源１,１４２万５千円を財源に計上してございます。引き続きま

して、平成２４年度国民健康保険事業特別会計予算について、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ページをお開きください。２款保健給付費につきましては、事

業費合計４億８,０５１万４千円を国庫支出金１億１,８５２万３千円、道支出金で２,６７６万９千

円、その他１億８,３３５万６千円、一般財源が１億５,１８６万６千円を財源に計上してございま

す。３款後期高齢者支援金等につきましては、事業費９,２０１万円を国庫支出金３,９３７万１千

円、道支出金９９３万１千円、その他８万円、一般財源４,２６２万８千円を財源に計上してござ

います。６款介護納付金につきましては、事業費４,０５０万円を国庫支出金１,２９６万円、一般

財源２,７５４万円を財源に計上してございます。７款共同事業拠出金につきましては、高額医療、

保険財政事業合計９,８２２万４千円を国庫支出金４４９万４千円、道支出金４４９万４千円、そ

の他８９９万２千円、一般財源２４万４千円を計上してございます。８款保健事業費でございま

すが、特定検診、保健事業費合計で６７９万１千円を国庫支出金８２万９千円、道支出金８２万

９千円、その他８０万５千円、一般財源４０５万２千円を財源に計上してございます。各施策内

容につきましては、内訳をご覧いただきたいと思います。１ページ戻りまして１９ページをお開

き願います。２４年度国保会計当初予算につきましては、ただ今の資料施策並びに事務関係費の

総務費等の事務経費などを含めまして、歳入歳出ともに前年度対比２,３７６万６千円の増額した

歳入歳出予算額につきましては、７億２,２９４万８千円となります。以上、国保会計の予算説明

を終わります。 

 続きまして、２４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たいと思います。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５,７０７万８千円をその他１,６７５万７千円、一

般財源４,０３２万１千円を財源に計上してございます。１ページ戻りまして２１ページをお開き

願いたいと思います。ただ今の主要施策並びに住民基本台帳法改正に伴うシステム改修経費並び

に事務関係経費を含め、歳入歳出ともに前年度対比３９０万２千円を増額しまして、歳入歳出の

予算額につきましては５,９３７万１千円の当初予算となっています。以上、後期高齢者医療特別

会計の予算案でございます。以上、町民課からの１２点の内容についての説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 今、町民課から①から⑫まで説明がございましたが、全般的に何かございましたらページ数で

言っていただければと思いますので、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 無ければこれで終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは保健福祉課より、①清里町介護保険条例の一部を改正についてから、⑥まで順次説明
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お願いします。 

 

○保健福祉課長 

 それでは、保健福祉課方からご説明いたします。 

 清里町介護保険条例の一部改正についてでございますが、先月３１日に開催されました本委員

会で、第５期介護保険事業計画について清里町保健福祉計画策定委員会より答申を受けたものの

ご報告をさせていただきましたが、その後、パブリックコメントを経て、第５期介護保険事業計

画が確定いたしました。これを受けまして、平成２４年度から２６年度までの３カ年間の介護保

険料を定めるため、清里町介護保険条例の一部を改正するものでございます。 

 ②の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、未来を担う子供達への支援とし

まして、第２子以降の幼児の保育所並びに幼稚園の保育料の２分の１を補助し、子供たちの健全

な育成と子育ての負担軽減を図るものでございます。 

 ③の平成２３年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）につきましては、老人福祉費の介護

保険特別会計繰出金事業の増額補正と、児童母子福祉費の子供のための手当システム改修事業を

新たに実施するにあたっての予算の計上でございます。 

 ④の平成２３年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、それぞれの介護

給付の執行状況に合わせ、所要の補正を行うとともに、平成２４年度からの介護報酬改定に対応

するための、事務処理システムの改修事業に係る委託料の予算も補正でございます。 

 ⑤、⑥につきましては、平成２４年度の一般会計当初予算（保健福祉課所管分）の主要施策事

業のご説明と、平成２４年度清里町介護保険特別会計の予算について、ご説明するものでござい

ます。それでは、担当よりご説明させていただきます。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 清里町介護保険条例の改正について、ご説明いたします。２３ページ目をお開き願います。今

回の条例改正につきましては、第５期介護保険計画に係る平成２４年度から平成２６年度までの

３カ年の第１号被保険者の保険料額を定めたものであります。前回の常任委員会で、保健福祉計

画策定委員会の答申概要で、月額保険料４,４５５円の説明をさせていただきました。今回、提案

する月額保険料につきましては、１０円未満を切捨てし４,４５０円の設定とし、第２条において

所得段階区分ごとに記載の金額となっております。なお、保険料基準額は第２条第４号の５万３,

４００円となります。また、所得中間層の負担軽減を図るため、第３号と第４号を細分化するた

め、附則の第３条第１項、第２項において、特例保険料を設けております。２４ページ目をお開

き願います。２４ページの表につきましては、保険料を段階別に表した表となっております。区

分の欄にある第１段階から第７段階が、前ページの新旧対照表第２条第１号から第７号となって

おり、第３段階、第４段階を所得区分において、附則第３条にて謳っている細分化をしておりま

す。この結果、第４期介護保険計画において第７段階の保険料設定が、第５期介護保険計画にお

いては第９段階の設定となり、保険料軽減対策を行っていきます。介護保険条例については、以

上で終わります。 

 続きまして、清里町子育て支援保育料補助事業実施要綱について説明いたします。２５ページ

目をお開き願います。本補助事業の目的としましては、第１条に記載のとおり、第２子以降の保

育料を補助し、子育てにかかる経済的負担を軽減することを目的としております。第２条におい
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て、本要綱の用語の意義を記載しております。本事業につきましては、第２号に記載のとおり、

現に養育している中学生以下の子を第１子として数え、第２子以降が保育所、幼稚園に入所して

いる子を対象として補助を行います。第３条は補助額の記載で、第１号に保育所入所で保育料支

払額の２分の１の額を補助いたします。第２号については、幼稚園入園者で保育料支払額から幼

稚園就園費補助額を引き２分の１の額を補助いたします。第４条は申請の手続きの記載で、第３

号において町税・使用料の未納者で悪質な者には補助を行わないことができる規定を設けており

ます。第５条は上期・下期での分割交付の規定となっております。第６条は委任規定で、附則に

ついては施行期日の記載となっております。 

 続きまして、平成２３年度一般会計補正予算についてご説明いたします。２６ページ目をお開

き願います。３款民生費・１項社会福祉費・４目老人福祉費の介護保険事業特別会計繰出金事業

につきましては、町負担１２．５％に係る費用額となっており、介護給付費で１５５万４千円、

地域支援事業で１万４千円を計上しております。事務費繰出金につきましては、法改正に伴う介

護保険システム改修に係る町負担分３７０万８千円を計上しており、いずれも一般財源で合計１

２７万６千円を計上しております。２項児童福祉費・４目児童母子福祉費につきましては、子ど

ものための手当に係るシステムの改修業務委託費１７２万円を一般財源で計上しております。 

 続きまして、平成２３年度介護保険事業特別会計補正予算について、ご説明致します。補正予

算概要で補正に係る事業内容を説明致しますので、２８ページ目をお開き願います。１款総務費 

１項総務管理費・１目一般管理費につきましては、介護保険システム改修に係る費用６４６万８

千円を国庫支出金で２７６万円、その他で３７０万８千円を計上しております。２款保険給付費

・１項介護サービス等諸費・１目居宅介護サービス給付費につきましては、利用者の見込減によ

りマイナス６５８万２千円を、国庫支出金でマイナス１０８万３千円、道支出金でマイナス２０

８万１千円、その他でマイナス３１７万２千円、一般財源でマイナス２４万６千円を計上してお

ります。２目施設介護サービス給付費につきましては、利用者見込数の減によりマイナス４３０

万円を国庫支出金でマイナス７０万８千円、道支出金でマイナス１３５万９千円、その他でマイ

ナス２０７万３千円、一般財源でマイナス１５万円を計上しております。３目審査支払手数料に

つきましては、介護サービス利用審査件数の増により１万円を国庫支出金で２千円、道支出金で

３千円、その他で５千円を計上しております。２項高額介護サービス等費・１目高額介護サービ

ス等費につきましては、高額介護サービス該当者数の増のため１０万８千円を国庫支出金１万８

千円、道支出金３万４千円、その他で５万２千円、一般財源で４千円を計上しております。１項

特定入所者介護サービス等費・１目特定入所者介護サービス等費につきましては、利用者見込数

の減によりマイナス６６万２千円を、国庫支出金でマイナス１０万９千円、道支出金でマイナス

２０万９千円、その他でマイナス３１万９千円、一般財源でマイナス２万５千円を計上しており

ます。２７ページにお戻りください。ただ今説明したとおり、歳入歳出補正予算額４９５万８千

円を減額し、歳入歳出の合計４億２,５７９万８千円となります。 

 続きまして、平成２４年度一般会計当初予算保険福祉課所管分のうち、私より福祉介護グルー

プ担当分をご説明いたします。２９ページ目をお開き願います。３款民生費・１項社会福祉総務

費・１目社会福祉総務費につきましては、社会福祉法人補助要綱に基づき、事務局職員分の人件

費の４分の３に係る費用１７５万９千円を一般財源で計上しております。難病者等通院交通費扶

助事業につきましては、障害者や特定疾患者の経済的負担軽減するため、交通費助成２５０万円

を地方債で２００万円、一般財源で５０万円を計上しております。２目障害者自立支援費につき
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ましては、地域社会における障害者の総合的な支援対策として１億８８４万８千円を国庫支出金

で５,３４９万９千円、道支出金で２,６７４万７千円、一般財源で２,８６０万２千円を計上してお

ります。３目福祉サービス事業につきましては、介護予防サービスや高齢者、障害者、難病者等

の各種在宅生活支援を実施する費用として５８９万７千円をその他で９１万８千円、一般財源で

４９７万９千円を計上しております。３０ページ目をお開き願います。４目老人福祉費につきま

しては、介護老人保健施設きよさと運営事業として、指定管理者である清里町社会福祉協議会に

委託する費用２億９,３３２万５千円をその他で計上しております。２項児童福祉費・１目児童母

子福祉費・子育て支援保育料補助事業として、先ほど説明いたしました要綱に基づき、６９５万

９千円を一般財源で計上しております。子どものための手当支給事業につきましては、国の制度

による子どものための手当の支給に係る費用として６,３６３万円を国庫支出金で４,６９３万８

千円、道支出金で８２８万３千円、一般財源で８４万９千円を計上しております。 

 

○保健Ｇ主幹 

 それでは、２４年度当初予算概要について説明させていただきます。同じく３０ページを見て

いただきます。４款衛生費・１項保険衛生費・１目保険衛生総務費です。救急医療体制づくり事

業につきましては、地域と連携しております救急医療体制整備を目的としております。２３年度

よりスタートいたしました救急医療体制づくり業務委託料といたしまして、網走医師会、斜里国

保病院、小清水赤十字病院へ合わせて１９２万８千円の委託料を計上しております。さらに２４

年度よりスタートいたしますドクターヘリへの事業加入負担金といたしまして、当町分７８万４

千円、合わせて事業費２７１万２千円となってございます。財源は全額一般財源としております。

続きまして２目予防費です。各種検診事業費につきましては、疾病の予防と早期発見を目的とし

ております。内容中の検診者の中で、特定健康診査からエキノコックス血清検査までは例年どお

り６月と１２月に行います。ミニドック検診及び１月のレディース検診の実施を予定しておりま

す。脳ドック検診につきましては、これにつきましては例年どおり９月から１月にかけて網走脳

神経外科病院で行っております、個別の診察を予定しております。以上、事業費１,０９６万８千

円です。財源は道補助金・健康増進事業道補助金３２万７千円、その他といたしまして各種検診

に係ります個人負担金１６４万８千円。それ以外につきましては一般財源でございます。３１ペ

ージをご覧いただきます。予防接種事業です。予防接種によります子どもと高齢者への健康維持

を目的としております。内容中、（１）から（３）につきましては、定期の予防接種として実施

してまいります。（４）から（６）につきましても、２３年度同様継続して実施してまいります。

以上、事業費合わせまして１,２９７万３千円です。財源といたしましては全て一般財源になりま

す。続いて、母子保健事業です。妊婦検診費用助成と子育て支援を目的としております。妊婦検

診業務委託料につきましては、平成２３年度よりエコー検査を５回分をプラスいたしまして１４

回分の助成３８５万５千円。それに毎月実施しております、乳幼児健診の委託料が８４万円。合

わせまして５３２万９千円となっております。財源と致しましては、離乳食教室への個人負担金

３千円を除きまして、一般財源となっております。続きまして、５目保健福祉総合センター費で

す。保健福祉総合センター運営管理事業です。保健福祉総合センターの管理料でございます。ま

ず燃料費です。重油につきましては１,２３５万円、光熱費、電気上下水道料合わせて１,１４９万

５千円、修繕料他１,２３０万２千円となりまして、合計事業費３,６１４万７千円です。財源とい

たしましては、その他財源といたしまして使用料、医師住宅の使用料及び雑入といたしまして各
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施設の負担額２,７９５万８千円。残りにつきましては一般財源としております。以上です。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 平成２４年度介護保険事業特別会計の当初予算について、ご説明いたします。３２ページ目を

お開き願います。２款保険給付費につきましては、居宅介護サービス、施設介護サービス、審査

支払手数料、高額介護サービス、高額医療合算介護サービス、特定入所者介護サービスに係る費

用として、４億１,３９２万７千円を国庫支出金で９,８２５万９千円、道支出金で６,５２４万円、

その他で１億７,１７７万９千円、一般財源で７,８６４万９千円を計上しております。３３ページ

目をお開き願います。３３ページにつきましては、地域支援事業費となり地域包括支援センター

業務を社会福祉協議会に委託する費用及び任意事業として、２２６万７千円を国庫支出金で８０

万３千円、道支出金で４０万１千円、その他で５８万５千円、一般財源で４７万８千円を計上し

ております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、福祉課から説明のありました、①から⑥に対しましての質問はありませんか。 

 

○前中委員 

 １点だけ聞かせてください。清里町子育て支援保育料補助事業なんですが、第４条の３項の中

で、対象児童の世帯に町税・使用料等の未納があり、納付に相談に応じない悪質な者には補助を

行わないという部分があるのですが、具体的にこういう場合はどうなのかと言うことで、給食費

の未納だとかとかという案件の場合には、どのように捉えているのか、お聞かせ願いたいと思い

ます。 

 

○保健福祉課長 

 給食費につきましては、詳しくは承知しておりませんで申し訳ありませんが、該当しないよう

に記憶しておりますが、持ち帰りまして確認いたしますので、ご了承いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

 

○勝又委員 

 介護保険の条例改正部分なんですが、説明を聞いてもすんなりと納得できないのですが、改正

後の３番目、４番目の４万５０円、５万３,４００円の部分に、月額の４４５０円が合ってくるよ

うになるのか。 

 

○保健福祉課長 

 ２４ページをご覧いただいた方がわかりやすいかなと思いますので、２４ページをお開きくだ

さい。４,４５５円の答申をいただきましたが、今回４,４５０円と決めさせていただきました。こ

れに該当するところが第４段階の下を年額にしますと５万３４００円にあたります。これが基準

になりますので、ここから上は暫時減額、ここから下は増額となります。ちなみに第１、第２段
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階は０．５、第３段階が０．６２５、上が０．６５で第３段階の下が０．７５、第４段階の上が

０．８７５、第５段階が１．２５、第６段階が１．５、第７段階が１．７５という計算になって

ございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 無いようですので、保健福祉課終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは引き続き、産業課より①清里町団体営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例の一

部改正についてから、⑤までお願いします。 

 

○産業課長 

 産業課所管の５つの案件について、前段私の方から説明をさせていただきながら、詳細につき

ましては各担当より説明させていただきます。議案書の３４ページをお開き願います。最初に①

から③の各条例の一部改正につきましては、国において地域主権改革一括法が整備されたことに

伴い、それぞれ関連する町の条例を改正するものであります。次に④の平成２３年度一般会計補

正予算については、国の２０１１年第４次補正予算が２月８日に成立したことに伴い、関係する

事業費について、前倒しで予算計上をさせていただくものでございます。⑤につきましては、平

成２４年度当初予算の主要施策事業についてであります。それでは担当より説明させますので、

よろしくご審議願います。 

 

○農業Ｇ主査 

 それでは、①から③の清里町団体営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例より、緑ダム管

理条例並びに清泉頭首工及び江鳶頭首工管理条例の一部を改正する条例について、関連がありま

すので、一括して説明させていただきます。３４ページから３６ページをご覧ください。第２次

地域主権一括法によりまして、土地改良法の第９６条の４について、第２項が追加されます。こ

のため、土地改良法第９６条の４の引用箇所については、第９６条の４第１項に改める必要があ

りますので、今回改正いたします。以上です。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 ④の平成２３年度一般会計補正予算について、ご説明いたします。３７ページをご覧ください。

農林水産業費・林業費・林業振興費・負担金補助及び交付金・林業・木材産業構造改革事業補助

についてご説明いたします。事業内容としましては、林業機械の導入に係る補助でございます。

事業主体は札鶴林材株式会社になりまして、高性能林業機械の導入により機械化を進め、素材生

産の増加、また新規雇用にもつなげていくというものでございます。道からの間接補助による交

付金事業でございまして、事業費、これは消費税抜きの部分ですが、消費税抜きの事業費の３分

の１を補助するもので、財源内訳は全額道支出金となっております。国の第４次の補正予算で予
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算化されまして、２月２３日開催の道議会で同額計上されることとなっております。内訳につき

ましては、林業機械２台で、１台はフォワーダ、造材された材を積み込み運搬する集材用車両で、

積み込み用のグラップルというものを装備しています。１,０５０万円の税抜きの１千万円の３分

の１の３３３万３千円となっております。もう１台は、ハーベスタ、伐倒、枝払い、玉切り、集

積、伐倒木を集めて積んでおくものを一つの作業機で行える機械となっており、２,０７９万円の

税抜き１,９８０万円の３分の１の６６０万円で、合計９９３万３千円となっております。以上で

す。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは、平成２４年度一般会計当初予算主要施策の産業課所管分について、３８ページ～４

０ページで順を追って担当ごとに説明をさせていただきます。はじめに３８ページ、総務費、開

発促進費をご覧ください。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花と緑の環境づくり事業及び交流事業を推進してまいりたいと考えて

おります。事業費につきましては２,６３５万１千円となりますが、花と緑の環境づくり事業に８

８９万９千円、交流事業に１,７４５万２千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。以上です。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 次に私の方から５款農林水産業費について、ご説明いたします。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、ご説明いたします。本事業は、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ございます。本事業は、平成２４年度に貸付

決定されるものについては、全額国費負担ということで変更になっております。よって、平成２

３年度までに貸付を行っている１９１件の利子補助を４２４万３千円計上するものでございま

す。財源のうち、道補助金が２分の１となっております。次に、３目畜産業費の町営牧場整備事

業について、ご説明いたします。本事業は、町営江南牧場の草地維持を目的として行います。草

地改良におきましては、５牧区７．７ヘクタールを対象とし３４５万円。追肥につきましては、

５牧区を除く１～６牧区、３２．８ヘクタールを対象として１１３万円、合計４５８万円となっ

ております。財源のうち、５１万６千円を牧野使用料を充ててございます。以上です。 

 

○農業Ｇ主査 

 それでは、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について、ご説明い

たします。引き続き３８ページをご覧ください。国営土地改良事業により造成されました緑ダム

をはじめとする、畑地かんがい施設を国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会で一体的に

管理し、効率的な維持管理体制を図るための経費であります。事業費といたしましては、１２２

７万５千円を計上しております。財源内訳と致しましては、その他財源と致しまして、畑地かん

がい施設維持管理費分担金として、町内受益者より１,２０７万５千円。雑入の畑地かんがい施設

維持管理費他町分担金として、町外受益者より２０万円の合計１,２２７万５千円になります。続

きまして、道営農地整備事業につきましてご説明いたします。こちらの事業につきましては、平

成２４年度新規採択事業であります。事業の期間は、平成２４年度～平成３１年度までの８年間

で総事業費は１１億円を予定しております。事業の内容につきましては、江南地区の農業用排水



 

- 15 - 

路１条、１,５５０メートル。神威１９号道路１条、１,６５２メートルの整備。客土などを８５．

４ヘクタール。暗渠排水を５１９．８ヘクタール。主に区画整備を８７．９ヘクタール以上の事

業を計画しております。本年度の事業費につきましては１億円の予定で、事業内容につきまして

は主に調査、測量業務を予定しております。道営事業につきましては、食料供給基盤強化特別対

策事業、いわゆるパワーアップ事業により平成２７年度まで農業者の土地改良事業への負担軽減

が行われ、本来受益者負担２０パーセントのところ、７．５パーセントの大きな負担軽減となっ

ております。財源内訳といたしまして、道支出金といたしましては、パワーアップ事業で２８０

万円でございます。その他の財源につきましては、受益者分担金といたしまして７００万円でご

ざいます。以上です。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 続きまして、６目農産漁村活性化対策費の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業につい

て、ご説明いたします。３９ページをご覧ください。本事業は、平成２１年度に着手いたしまし

て、平成２４年度が最終年度となっております。平成２４年度の事業内容といたしましては、農

林水産直売・食材提供供給施設といたしまして、パパスランドの整備工事５億３,６３０万円。そ

れから連絡農道といたしまして、札弦南道路２５８メートルの整備工事に２,２８５万円、合わせ

て５億５,９３５万円となっております。財源につきましては、国庫支出金が１億５,５０１万６千

円、地方債が３億６,３００万円、その他が３,９００万円、一般財源が２３３万４千円となってお

ります。以上でございます。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 引き続き、３９ページの２項林業費・林業振興費・造林推進事業補助について、ご説明させて

いただきます。清里町森林整備事業補助金交付要綱に基づきまして、平成２４年度の造林事業に

つきまして造林推進事業費を計上させていただきたいと存じます。事業の内容につきましては、

新植事業が全体で８ヘクタールの事業予定で補助額が１３０万６千円。下刈事業が全体で４５．

９５ヘクタールの事業予定で補助額が１１万６千円。除間伐事業が全体で２．２ヘクタールの事

業予定で補助額が１万１千円となっておりまして、全体で１４３万３千円の予算でございます。

財源内訳につきましては、新植事業に対しての道支出金の未来につなぐ森づくり推進費補助金を

見込ませていただきまして、道補助金５６万２千円、一般財源８７万１千円を充てさせていただ

きたい内容となっております。以上でございます。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 引き続きまして、３９ページの商工費について、ご説明をさせていただきます。はじめに商工

振興費、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７２５万８千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、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、その後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、２４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全

て一般財源となっております。次に、商工会補助事業につきましては、商工会活動が円滑に行わ
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れるために、その運営費用の一部として１,０１７万１千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、店舗出店等支援交付金事業につきましては、平成２３年

度よりスタートした事業で、新商品開発や店舗出店、空き店舗活用などの取り組みに対し、その

費用の一部３分の２を支援するもので上限３００万円、３件分として９００万円を計上するもの

で、財源につきましては一般財源となっております。次に、住宅リフォーム促進補助事業につき

ましては、この事業も平成２３年度よりスタートした事業で、町民の住環境の向上を図るととも

に住宅関連産業の振興などを図るため、費用の一部３分の１を支援するもので上限３０万円、３

０件分として９００万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４０ページをお開きください。観光振興費をご覧ください。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１８０万円、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、パパスランド改修整備事業につきましては、パパス

ランド改修に係る新たな泉源の確保のための経費や設計業務に係る費用を計上したもので、泉源

探査業務委託４,８００万円、温泉施設棟解体工事設計業務委託６６０万円、外構調査設計業務委

託５１０万円、工事車輌通行用地に係る工損調査業務委託９４万２千円及び、その土地借上料２

５万円の６,０８９万２千円を計上するもので、財源につきましては地域づくり総合交付金２,４０

０万円、残り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、緑の湯に係る委託料で、パパスランドにおきましては２４年度は改修工事があること

から、指定管理による委託の形態をとらず業務委託を行い、５,６５０万９千円を計上するもので、

財源につきましては温泉使用料、活動室使用料等の収入の他、一般財源となっております。緑の

湯におきましては指定管理による管理運営を行い、４６５万円を計上するものです。次に、きよ

さと観光協会補助事業につきましては、２４年度より商工会と観光協会の役割を明確にした中で

円滑に事業が行われ、観光情報の発信による地域観光のＰＲやイベント等の企画運営が図られる

よう支援するため１８３万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。次にオートキャンプ場費、オートキャンプ場管理運営事業につきましては、４９６万４千円

を計上し、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となっております。財源

は使用料収入と公衆電話料３３０万１千円と、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、江南パークゴルフ場管理運営事業につきましては６４６万１千円を計上しまして、

施設の維持管理に係る経費でございます。財源は、使用料と自動販売機にかかる収入２５７万８

千円と残りは一般財源でございます。以上で、産業課関係の平成２４年度一般会計当初説明とさ

せていただきます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、産業課の方から①から⑤に対して説明がありました。何かご質問ございませんか。 

 

○池下委員 

 ３９ページの住宅リフォーム促進補助事業で９００万円計上しておりますが、２３年度はまだ

終わっていませんが、戸数的に何戸あって、総体的な金額はどれぐらいになったのでしょうか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 
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 現在のところ、総体で２１件ございまして、総額支払額は５５２万円となっております。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 無ければ、産業課終わります。ご苦労様でした。 

 ここで、１０分程度休憩します。 

                                休憩 午後２時３０分～ 

                                再開 午後２時４０分 

○村島委員長 

 それでは建設課より、①町道路線の認定について４１ページから、⑨平成２４年度農業集落排

水事業特別会計当初予算５２ページまで、お願いします。 

 

○建設課長 

 ３月の定例会に先立ちまして、建設課より先ほど委員長からもお話があったとおり、①の町道

路線認定から、⑨の平成２４年度の農集排当初予算まで一括的に、担当者よりご説明申し上げま

す。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 町道路線の認定について説明させていただきます。議案４１ページをご覧ください。平成２４

年度整備予定である、ひまわり団地内道路の１２０メートルを認定するものでございます。以上

で説明を終わらせていただきます。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 続きまして、清里町営住宅条例の一部を改正する条例の内容につきまして、ご説明申し上げま

す。今回の条例改正は地方主権改革一括法に基づき、従来、公営住宅に関する入居資格と収入基

準は公営住宅法並びに施行規則、施行令等により規定されておりましたが、今回各自治体の条例

に委任されることになりましたので、従来の公営住宅と同じ取扱いにするため、本町の町営住宅

条例の一部を改正するものでございます。また、併せて過去の条例改正において一部不整合があ

りますので、今回併せて整理をさせていただくものです。議案の４２ページと４３ページの新旧

対照表によりご説明申し上げます。はじめに、議案の４２ページをご覧ください。「入居者の資

格」を規定しております第６条におきまして、改正前の条例では公営住宅法の施行令第６条の各

条項として定めておりましたけれども、「入居者要件」を改正後の条例におきましては「町営住

宅条例施行規則」により定めることとし、それぞれ修正をかけております。また「収入基準」に

ついては、この条例の中で改正、定めるものです。第６条第１項の本文については、施行令の規

定から規則規定に伴う文言及び適用関連条項の整理を行うものです。同条第１号につきましては、

しないをしていないに文言を整理しています。同条第２号イ、ロ及びハにつきましては、所得上

限を規定することとして、イの身体障がい者その他規則で定める場合にあっては２１万４千円。

ロの激甚災害に関する法律既定の場合にあっては２１万４千円。但し、当該災害発生の日から３
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年を経過した後は１５万８千円。ハのその他の場合は１５万８千円で上限を規定するものです。

次に４３ページをご覧ください。「入居者資格の特例」を定める第７条第２項につきまして、過

去の改正における適用関連条項の整理を行うものです。附則につきましては、施行日を平成２４

年４月１日とするものです。以上で説明を終わります。 

 

○建設課長 

 続いての、清里公営住宅長寿命化計画（案）についてでございますが、先の常任委員会におい

て既に報告・協議をさせていただいておりますが、全体的な整理を行った上で、今般再度、協議

提案を申し上げたいと考えてございます。なお、前回の常任委員会でご協議申し上げたとおり、

今回の公営住宅の長寿命化計画については、現在あります町営住宅のストック総合計画を包括的

に見直しを行った上において、予防、保全的な維持管理をしっかりやって行く方向性の中で、整

理をさせていただいたと、このように考えております。また併せまして、古い住宅等に高齢者等

の方のお住まいが多いわけですが、そういった方に対する改善対策といったものを継続的に行っ

ていく。併せまして、民間住宅が少ないという状況もございますが、なるべくそういった住替え

が具体的に進むような、そういった施策展開を行っていきます。加えまして、ここ何年かはＲＣ、

鉄筋コンクリート主体でしたが、総合計画で謳っているとおり、木材の積極的利用といったもの

を前提におきながら、総合調整を図ってまいりたいと、かように考えてございますので、よろし

くお願いしたいと思います。お手元の議案に基づきまして、概要については担当の主幹よりご説

明申し上げます。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 それでは、お手持ちの議案の４４ページをご覧ください。長寿命化計画の概要でございます。

これにつきましては、先月の１月３１日の常任委員会の中でご報告をさせていただいている部分

もかなりな部分で重複をしますが、また改めましてご説明をさせていただきたいと思います。１

つ目の背景、目的でありますけども、ただ今、建設課長が前段申し上げましたとおり、地域住宅

交付金の適用を受けるため、既存の町営住宅ストック総合活用計画を包括する計画として、本町

の住宅事情や地域特性、町営住宅の状況を整理するとともに需要実態に即した建替、修繕、用途

廃止計画と維持管理計画を作っていくということであります。２つ目の計画期間につきましては、

平成２４年～３３年までの１０年間。ただ、本町の公営住宅は現在３８７戸ありますが、これら

全ての修繕計画を１０年間で謳い込むのは不可能でありました。そのため、構想期間を５年間設

けまして、構想期間を合わせて平成３８年までの計画で整理をさせていただいております。管理

戸数につきましては、平成３２年人口推計で４,２００人と第５次総合計画で謳われております。

これを基にいたしまして、住宅の需要を想定し、平成３３年には３３５戸、平成３８年には３２

５戸という形で戸数を設定させていただきました。４点目の、公営住宅等の状況と判定方法であ

りますが、これも前回ご説明申し上げましたとおり、既存３８７戸の公営住宅につきまして、１

次判定、２次判定、３次判定これを踏まえまして、団地ごとの建替え、修繕、用途廃止計画、こ

れらを作り上げております。５点目の、事業の実施計画でございますが、後ほど４５ページに一

覧表を用意してございますので、その中でご説明をさせていただきたいと思っております。これ

によりまして概略を申し上げますと、建設については平成３３年まで３８戸、３８年までに４８

戸、用途廃止については平成３３年までに９０戸、３８年までに１１０戸、改善・修繕これらに
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ついては平成３３年までに１６３戸、３８年には２２５戸。こういった事業を実施計画案を策定

しているところであります。また、低所得者向け住宅の確保という形で、これも前回ご報告をさ

せていただいておりますが、清里地区におきましては、羽衣第２団地１６戸は用途廃止をし、公

営住宅ではなく町有住宅という形で管理を検討していきたいという考え方で作り上げておりま

す。札弦地区につきましては、札南団地、札進団地それぞれ１６戸ずつ団地形成しておりますが、

半数の８戸ずつという形の中で個別修繕を行う中、住宅料が大幅に上がらない形で、低所得者向

け住宅を確保してまいりたい。緑におきましても、札弦と同じ考え方であります。青葉団地２０

戸のところ１２戸という形で規模を縮小いたしますが、個別改善によって確保してまいりたいと、

こういった考えでございます。６点目の整備水準につきましては、北海道の指針などがございま

す。これを基本とする中、本町の地域特性に対応した整備で、建設につきましては住宅規模、１

ＬＤＫは５０平米、２ＬＤＫは６５平米、３ＬＤＫは７５平米を基本としてまいりたい。住棟の

構成につきましては、周辺環境に調和したデザインということはもちろんでありますが、平成２

６年の新たな建設より木造平屋建住宅を視野に検討してまいりたいという考え方でございます。

改善等につきましては、３つの区分、居住性については３カ所給湯、福祉対応型については手す

りなど。長寿命化型についてはユニットバス、屋根、外壁改善、これらを改善していくという形

で整理をさせていただいております。続いて４５ページをお開きください。団地別の整備計画の

一覧表でございます。これについては、この表非常に小さくて見づらいですが、左より公営住宅

と特公賃住宅の区分けをしております。その次に団地ごとの区分、平成２４年度１月末現在の管

理戸数、入居実態、空き家戸数の並びになっております。その隣が、現在の公営住宅に定める家

賃ということで掲載をさせていただいております。次に計画の内容。この中で、改善、修繕、建

替、用途廃止として整理をし、後は平成２４年～３３年までの計画期間とした年度別計画の戸数、

３８年までの構想期間の５年間の該当戸数、一番右側は今後１０年間の計画期間、平成３３年ま

での実施をする計画の戸数の整理をさせていただいております。一つずつ説明をさせていただき

ます。上斜里団地は現在１２戸ありまして１２件の方が入居されております。平成２７、２８そ

れぞれ長寿命型の修繕を行いまして、平成３３年は同じく１２戸そのままで管理をしてまいりた

い。羽衣第２団地は１６戸のところ現在全て入居しております。これについては、先ほど申しあ

げましたとおり、低所得者向けの町有住宅を視野に入れまして、屋根など町単費によりまして修

繕をする中、平成３３年公営住宅としての用途を廃止する。取壊しではありません。町営住宅の

用途を廃止し、町有住宅といったところを視野に入れて進めてまいりたい。麻園団地は１６戸中

現在７戸の方が入居されております。平成２４年、明年度でありますが、６戸の用途廃止、取り

壊し。また、平成３３年にも同じく用途廃止による取壊しということで、平成３３年には管理戸

数が無くなる考え方でございます。麻園第２団地は現在４６戸で４４戸の方が入居されておりま

す。この団地につきましては、木造住宅８戸につきましては、平成２６年に改修を行いながら管

理をしていきたい。ブロック造の建物３８戸については、平成３１年には取壊しと建替えを進め

てまいりたいという形の中で、平成３３年には１２戸の建設、取壊しが１８戸、先ほど申した木

造の改修工事８戸、平成３３年には４０戸の管理戸数という形でございます。水元第２団地は新

町の清楽園の入口にあるブロック造の建物であります。１６戸のうち９戸が入居されております。

この団地につきましては、現在進めているひまわり団地の建替えの団地ということもありまして、

平成２６年から２９年にかけまして、１６戸全ての取壊しということで考えております。野川団

地、これは清里駐在所の後ろにある団地でございます。１４戸のところ全て入居されておりまし
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て、これにつきましては、平成２９年３月から３０年の２カ年間で長寿命型での整備を行いなが

ら管理を続けてまいりたいと。新町にありますさくらんぼ団地は４３戸全て入居されております。

これについても、２６年から壁と屋根の修繕をそれぞれ年度ごとに分けまして、改修工事を行い

管理を継続したいと思っております。羽衣団地は現在のところ３２戸中３１戸入居されておりま

す。これについても、できたばかりの住宅ということで、通常の維持保全の中で管理を行ってい

きたいという考え方でございます。ひまわり団地４戸につきましても、現在のものについては通

常の維持管理の中で保全をさせていただきます。今後の建替えの建設予定でございますが、平成

２４年４戸、２５年に同じく公営住宅４戸、２５年に設計をする中、２６年から木造平屋建てを

視野に入れながら検討をさせていただきたいと思っています。今後の建設戸数は１８戸というこ

とで、平成２９年には２２戸の管理戸数になるというものでございます。札南団地は１６戸中現

在１２戸の方が入居されております。平成２６年、屋根の改修工事を行いながら管理を続けてい

きたいと思っております。残りました８戸については、後ほど説明いたしますが、札弦市街地内

に８戸の建設を予定してございます。これらの建替えなどを視野に入れながら２７年、２８年の

２カ年間で８戸の取壊しをしていきたいと考えております。札進団地、２７年に１６戸中８戸の

住宅改修を行い、３０年の年に用途廃止を行い、平成３３年には８戸で管理をしていきたいと考

えております。先ほど来申し上げておりますとおり、札南と札進で１６戸の公営住宅の用途廃止

になります。これに代わるものといたしまして、札弦市街地内に８戸の新たな公営住宅の建設を

進めてまいりたいということで、２６年と３０年、それぞれ４棟ずつ建設を進めていきたいとい

う考え方でございます。青葉団地は現在２０棟ありまして、そのうち山村の方々含めまして１１

件の方が入居されております。この団地につきましては、平成２５年に１２戸改修工事をする中、

２５年、２６年で８戸の取壊しをし、将来１２戸で管理をしていきたいという考え方でございま

す。特公賃住宅、さくら団地、札弦団地、これにつきましては、ＲＣ造の年数もあまり大きくか

かっておりません。さくら団地については２５年、それと３１年でそれぞれ長寿命型の改修を予

定しておりますが、その他のＲＣ造の建物については、平成３１年により整備を進めてまいりた

いと考えております。これによりまして、平成３３年までの計画棟数でありますが、この表の右

下にあります建設が３８戸、改修工事が１６３戸、取壊工事が７４戸、用途廃止が９０戸になり

ます。平成３３年の管理戸数が３３５戸ということで、計画を進めているところであります。な

お、計画書につきましては、お手元にあろうかと思いますが、後ほどご覧いただきたいと思いま

す。以上、簡単ではありますが説明を終わります。 

 

○建設課長 

 ただ今の担当の主幹より申し上げましたけども、前回の常任委員会でも申し上げたとおり、経

過期間が１０年、さらに構想期間が５年、全体で１５年ございますので、総体的にこういった計

画でいきたいと考えてございますが、５年ごとに基本的な見直しを当然行っていく。また、こう

いった投資的事業、建築事業でございますから財政的な面については、当然年次的な予算の中で、

ご協議申し上げていきたいと考えてございますし、地区の全体的な住宅環境の変遷、こういった

ことや、高齢化におけるさまざまな課題といったものが生じてくると考えてございますので、そ

れはそれとして柔軟に、それぞれの状況に応じた中で進めていくという考え方、スタンスで進め

させていただきたいと、かように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 



 

- 21 - 

○建設管理Ｇ総括主査 

 続きまして、平成２３年度一般会計補正予算（建設課所管分）について、説明させていただき

ます。議案４６ページをご覧ください。歳入で１２款・１項・５目・２節において、町営住宅使

用料の実績に伴いまして２５０万円の増となっております。１３款・４項・１目・１節において、

公営住宅建設工事等の発注実績に伴う交付金５７万４千円の増となっております。１３款・４項

・１目・２節において、道路工事の発注実績に伴う交付金１６５万３千円の減となっております。

１９款・１項・３目・１節において、道営農道保全対策事業の負担金及び農山漁村活性化プロジ

ェクト事業連絡農道の実績に伴う農業債１００万円の減となっております。１９款・１項・５目

・１節において、道路工事の発注実績に伴います道路橋梁債２６０万円の減となっております。

議案４７ページをご覧ください。歳出でございます。７款・１項・１目道路等整備事業で、実績

により１１２万３千円の減となっております。７款・１項・２目道路新設改良事業で、実績によ

り３６７万２千円の減。７款・３項・１目公営住宅管理事業で、実績により９８万９千円の減。

７款・３項・２目公営住宅建設事業で、実績により１２１万９千円の減。５款・１項・５目道営

整備事業で、実績により２０万円の財源内訳の変更。５款・１項・６目農山漁村活性化プロジェ

クト事業連絡農道の実績により８３万５千円の減となります。以上で説明を終わらせていただき

ます。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正（第３号）に関する予算概要について、ご説明

申し上げます。議案の４８ページによりご説明申し上げます。今回の補正は実行予算に基づき、

委託料と工事請負費の不用額の減額及び人件費等の所要額を調整するもので、歳入歳出それぞれ

４９３万４千円を減額し、予算の総額を７,８７５万８千円とするものであります。 

 それでは、歳出よりご説明いたします。総務費につきましては、一般管理費の職員人件費で１

万８千円を増額し、委託料の３０万３千円と消費税額確定による１３万２千円の不用額をそれぞ

れ減額し、総額で４１万７千円の減額となります。施設費につきましては、工事請負費の不用額

５４１万７千円の減額となります。公債費につきましては、一般会計からの繰入金に関する財源

振替に関する財源の振替。基金積立金につきましては９０万円の増額となります。 

 歳入につきましては、工事請負費の実績により、簡水基金繰入金で５０２万５千円の減額。諸

収入につきましては、水道管移設補償金の確定に伴い９万１千円の増額となります。これにより

歳入歳出それぞれ４９３万４千円を減額し、予算の総額を７,８７５万８千円とするものでありま

す。 

 続きまして、平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計補正（第３号）に関する予算概要

について、ご説明申し上げます。議案の４９ページによりご説明申し上げます。今回の補正は実

行予算に基づき、委託料と工事請負費の不用額の減額及び人件費等の所要額を調整するもので、

歳入歳出それぞれ７１万５千円を減額し、予算の総額を１億１,６６８万１千円とするものであり

ます。 

 それでは、歳出よりご説明いたします。総務費につきましては、一般管理費の職員人件費で１

万８千円、消費税額の確定による２万２千円の不用額をそれぞれ減額いたします。また、施設管

理委託料の不用額２１万３千円の減額と合わせて、総額２５万３千円の減額となります。事業費

につきましては、委託料の７万６千円、工事請負費の３８万６千円の不用額をそれぞれ減額し、
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総額４６万２千円の減額となります。公債費につきましては、一般会計からの繰入金に関する財

源振替を予定しております。 

 歳入につきましては、分担金及び負担金で９万９千円の増額。財産収入の汚泥堆肥売払で２万

円の減額。繰入金につきましては、一般会計からの繰入金７９万４千円の減額となります。これ

により、歳入歳出それぞれ７１万５千円を減額し、予算の総額を１億１,６６８万１千円とするも

のであります。以上で説明を終わります。 

 

○建設課長 

 続きまして、平成２４年度の建設課が所管いたします主要事業施策について、ご説明いたしま

す。５０ページをご覧いただきたいと存じます。まず、農林水産業費の農道保全対策事業でござ

いますが、２３年度に点検診断を行っておりまして、２３年から２９年までの事業でございます

が、２４年度におきましては上斜里南地区、具体的に言いますと１７号道路の関係、さらには江

南西６線の関係、この２路線につきまして、それぞれ調査測量の段階に入っている。その予算と

して４７８万２千円を計上させていただいております。負担金事業でございまして、全体事業費

の２２．５％が町の負担となってございます。続いて、７款の土木費の関係でございますが、１

目の道路橋梁費の道路等整備事業については、通常的な道路の管理の関係でございますが、区画

の線引きの業務の関係、さらには測量業務の関係で補修等が必要な部分でのそれぞれの道路の測

量、さらには新たな今後の計画に伴う測量、道路台帳の関係、こういったものを測量業務として

行っていく。さらに町道補修の関係でございますが、平成２３年度に既に水元の５条通りの排水

工事の関係については、調査測量等が終わってございますので、２４年度の事業において施工を

行っていく。合わせて各道路の関係の中において、取付け道路のかさ上げですとか、修繕が必要

な部分を合わせながら実施をしてまいりたいと、かように考えてございます。続いて、道路河川

の指定管理の業務の関係でありますが、既に指定管理者の関係については議決をいただくととも

に、債務負担についても議決をいただいておりますが、平成２４年度から５カ年の計画の形の中

で、２４年度当初予算につきましては、ここに記載のとおり９,３０１万２千を計上させていただ

きたいと思います。続いて、２目の道路新設改良事業の関係ですが、全体事業費としては１億１

千万強という形の中で継続事業であります４線道路の関係の舗装、２４年度をもって完了の予定

でございますが、合わせて羽衣３丁目通り、２２年度から事業を実施しておりますが、２５年度

の完了の中で、今年度については改良舗装を１５３メートル。さらに江鳶南道路の最終的な舗装

の関係を実施してまいる。合わせて新設を、先ほどの町道認定の関係でお話しました、ひまわり

団地の中通の関係の改良舗装を行っていく。全体として９,９７０万円の計上をさせていただきた

いと、かように考えてございます。また、委託料５３０万円につきましては橋梁の関係、現在国

道が終わりまして、道道の関係が調査が終わっている。段階的に市町村道に下りてきてございま

すので、町の関係で現在管理する橋梁が５３橋ぐらいありますが、その長寿命化に向けた調査設

計、こういったものの経費を合わせまして、全体的に委託料として５３０万円を計上させていた

だいております。また、２項の都市計画費の公園等整備管理事業におきましては、通常的な公園

及び広場の緑地管理でございますが、管理業務といたしまして３１８万７千円。特に、緑ヶ丘公

園における通常的な管理、さらにはシルバーにおける町内４カ所の緑地等の草刈の関係、光熱費

等の関係、こういったものを計上させていただくとともに、修繕事業として今年度は２１０万１

千円を計上してございますが、計画的な危険木の除去、さらにはトイレの塗装、さらには管理小
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屋が老朽化してございますのでその修繕、こういったものを大まかなものとして修繕事業を行っ

ていく。また、３項の住宅費の住宅管理費の太陽光の関係ですが、開始から４年目を２４年度は

迎えるわけでございますが、２４年度についても１５件分という形の中で４５０万円を計上させ

ていただいております。なお、現在の住宅用太陽光発電システム導入補助について、５カ年計画

で進めている状況にあります。２目の住宅建設費の関係ですが、ひまわり団地における継続的な

公営住宅を建設でございますが、２４年度につきましては、世帯向けの２ＬＤＫ２戸、３ＬＤＫ

２戸、合わせまして１棟４戸、それに付帯する駐車場、通路、芝といったものの工事、併せて先

ほどお話申し上げました、長寿命化計画に基づく既に完全に空いている２棟６戸、麻園団地でご

ざいますが、その取壊しについても社会資本整備総合交付金をもって事業を進めさせていただき

たいと、かように考えてございます。以上、主要施策の説明とさせていただきます。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計の予算概要について、ご説明いたします。議案の５

１ページをご覧ください。 

 それでは、歳入よりご説明いたします。使用料及び手数料につきましては、平成２３年度の実

績見込みを参考としながら、前年同額の５,０６０万１千円。財産収入につきましては１万円。前

年度対比で１万５千円の減となっていますが、基金利子の減によるものです。繰入金につきまし

ては、一般会計繰入金と水道管移設工事に伴う簡易水道施設整備基金繰入金を合わせまして、前

年度対比５７万円の増となる２,３５４万６千円を計上しております。繰越金につきましては、前

年同額の２００万円。諸収入につきましては、前年度対比で２１０万円の増となっていますが、

これにつきましては、道道整備に伴う水道管移設工事に伴う補償金を内容として２１０万１千円

を計上しております。 

 次に、歳出につきましてご説明いたします。総務費につきましては、職員１名分の人件費と施

設管理に必要な物件費として、修繕料をはじめ、通信運搬費、水道メーター器検針、水質検査、

施設点検委託料など含めまして、前年度対比で４９万６千円の増となる２,３９６千５千円を計上

しております。施設費につきましては、水道管移設工事に伴う実施設計委託料と工事請負費、水

道メーター器の更新工事として、前年度対比で３６５万円の増となる２,３４５万円を計上してお

ります。公債費につきましては、起債元利償還金として、前年度対比１４７万６千円の減となる

３,０８３万３千円を計上しております。基金積立金につきましては１万円、前年度対比１万５千

円の減として計上しております。これにより、予算の総額を歳入歳出それぞれ７,８２５万８千円、

前年度対比２６５万５千円の増として計上しております。 

 続きまして、５２ページ、次のページをご覧ください。平成２４年度清里町農業集落排水事業

特別会計の予算概要でございます。 

 それでは、歳入よりご説明いたします。分担金及び負担金につきましては、新たな公共桝設置

に係る個人分担金として前年同額の１０万円。使用料及び手数料につきましては、平成２３年度

の実績見込みを参考としながら、前年度対比４６万１千円増の３,７０８万４千円を計上しており

ます。財産収入につきましては、汚泥肥料売払収入であり、前年度対比で１万５千円の減として

５千円を計上しております。繰入金につきましては、一般会計からの繰入金として、前年度対比

で４９３万円の減となる７,３００万円を計上しております。繰越金につきましては、前年同額の

１５０万円。諸収入につきましても、前年同額の１千円を計上しております。 
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 次に歳出につきましてご説明いたします。総務費につきましては、職員１名分の人件費と施設

管理に必要な物件費として、光熱水費をはじめ、修繕料、施設管理業務委託料などにより前年度

対比で７１万円の増となる３,３６７万４千円を計上しております。事業費につきましては、処理

場の機器修繕工事をはじめ、下水道台帳作成業務委託などにより前年度対比で１万円の減となる

４８５万円を計上しています。公債費につきましては、起債元利償還金として前年度対比５１８

万４千円の減となる７,３１６万６千円を計上しております。これにより、予算の総額を歳入歳出

それぞれ１億１,１６９万円、前年度対比４４８万４千円の減として計上しております。以上で説

明を終わります。 

 

○村島委員長 

 以上で、建設課の４１ページから２４年度の農業集落排水事業特別会計当初予算５２ページま

での説明が終わりました。何か、質問ありませんか。 

 

○勝又委員 

 ５２ページの農業集落排水事業の関係で、４９ページには今回の補正が出ているわけなんです

けども、今、説明をいただいて、汚泥の肥料の売払いの関係なんですけども、２３年度は２万円

の財産収入で見ていて、結局補正後の予算でゼロになって、来年度は５千円ということですけど

も、札弦のあの中の施設にできた物の売払いの分だと思うんですけども、売れなかったのか。物

ができていないような状況なのか。 

 

○建設課長 

 委員会の中でご説明したとおり、水分調整剤という形の中で、２年目から運転開始の１６年か

ら札幌市で作っているコンポストを水分の調整剤としてやってまいりました。札幌市の汚泥が製

造中止になったということで、今度は山形市の汚泥のコンポスト、乾燥剤を水分調整剤という形

の中で使用させていただいてきた。ところが、先の常任委員会でも説明したとおり、東日本大震

災等の関係で、山形市におけるコンポストについてはセシウム、こういったものが抽出されてい

ることから、広域移動ですとか、ある一定の基準、当町にそういった物を持込むことについての

懸念もございますので、当面そういうものは持込みをしないという形の中で、プラントを動かし

ていく。そういった中において、製造した物がありますが、その製造した物を当面の間、水分調

整剤として使うという形の中で進めていくことが必要になってございますので、他にそういった

問題のない水分調整剤は現在のところ、なかなか見つかりにくいということもございまして、今

後の推移を含めながら、当面の間は当町で製造したコンポスト製品を、水分の調整に使っていく

という運用を図りながら、今回２３年度の補正においては減額補正、２４年度については財政上

の問題として科目として財産収入を起こしますけども、販売としては難しいといった形の中にお

いて、他に水分調整剤の汚泥が影響のない他の地域で見つかるかどうか。こういった方向性を探

りながらいきたいという考えに立って、科目的には５千円の計上をさせていただきました。この

ように、ご理解いただきたいと思っております。 

 

○勝又委員 

 前回も聞いて理解をしているのですが、札弦でやっているわけなんですけども、当然この繰入
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れをしたり何なりという部分も含めて、おそらく経費もかかっていると思います。前の課長さん

にもお話をしたことがありますけども、ペイするとかしないとか、そういう問題ではないかもし

れないけども、実際にはコンポストを作って販売に結び付けて、終末の汚泥のそういう処理をし

ていくと言う考え方で、考え方としては良かったんでないかと思うけども、生産コストとかを含

めた時に、とてもじゃないけどペイするような部分では無くて、逆にとんでもなく経費がかかる

形になっているんじゃないかと思う。 

 もう一つ言わせてもらえば、その水分調整の部分で、もう少し何か少し違った方法は無いのか。

中を視察しに行った時に、堆積したものに対して扇風機で扇いだりしているという、今時にして

は原始的なやり方をしているので。そういう部分を含めて、せっかくある施設ですので、うまく

効率良く動いてくれる形が取れればなと感じるんですけども。どうでしょうか。 

 

○建設課長 

 まず１点目の経費等の関係ですが、全体的な部分としてこのコンポスト、札弦クリーンセンタ

ーのおよその年間の運営経費としては３００万程度の計上となっております。ただ、先ほど言い

ました繰入金につきましては、全て起債の償還の分しか全般的な下水道施設の運営経費で、清里

地区、それから札弦地区。札弦地区につきましては、今申し述べました札弦クリーンセンターも

含めた一般的な分担金使用料の中で賄っていくということで、ご理解いただきたいと思います。 

 それから２点目の、せっかく造った施設だからもっと有効な効率的な運用を図る。水分調整に

ついても、いろんな手法を講じて研究すべきだというご意見をいただきました。それぞれご意見

は、ご意見として十分踏まえていきたいと思います。現在までおよそ約９年間、２４年度は１０

年目になるわけですが、その間におきましても、水分調整はプラントのメーカー、それから現場

でも加熱の温度を変えたりとか、いろいろとやってきた結果、どの手法も非常に困難性が伴って

いたという状況でございますので、前回の常任委員会でご報告を申し上げたとおり、どういった

手法が今後当町にとって効率的であり、しかも財政的な負担も生じないのか。さらに、違った手

法論も取れないのか。加えて３町における終末処理の今後の方向性等も踏まえながら、一番実態

に即して原理的な内容、こういったものを２４年度以降、しっかりと所管の委員会とも協議をさ

せていただきながら、見定めていきたいと思っております。あらゆる選択肢を排除しない中にお

いて、実態に即した対応、対策を進めてまいりたいと、かように考えてございますので、ご理解

を賜りたいと思います。 

 

○勝又委員 

 返答をいただいたわけなんですけども、是非ともせっかくの施設ですので、そういう部分で十

分そういうようなことを検討して、運営していけるような形がとれれば良いなと思うので、よろ

しくお願いいたします。 

 

○建設課長 

 ただ今勝又委員からご指摘、アドバイスをいただき、十分踏まえていきたいと思います。ただ

１点、プラントについては既に１０年経って、耐用年数にほぼ達しようとしている。そういった

ものを更新するとなると、また莫大な経費が生じてくる実態もございますので、その辺の財政的

な負担を考えた場合について、当町の財政状況や農業集落排水事業の全体的な予算の枠組みとい
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ったものと、将来に対してそうした投資をした場合について、償還という将来の町民に対する負

担も生じますので、それらも十分頭に入れながら、当町の実態に即した方向性、こういったもの

をしっかりと所管の委員会に報告しながら、協議をしながら方向性を定めていきたいと、このよ

うに考えていますので、その点についてもご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 方向性については、そういう形で結構だと思いますが、２４年度からそのことに取り組む中で、

新しい方向性を見出すのは何カ年の内にそれを出そうとしているのか。その辺について、延々と

考えながらちょこちょこいくのか。２４年度中にその結論を出して２５年度からやっていくのか。

もうちょっと２年なり３年なりかかるのか。その辺についての考え方はどうなのか。 

 

○建設課長 

 その見通しでございますが、２４年度の単年度ではなかなか難しいと考えてございます。実態

的な方向性について、やはり少なくても２年ないし３年はかかるかと考えてございます。できる

だけ、積極的にその辺については検討を加えさせていただきたいと、かように考えてございます。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

 

○池下委員 

 町営住宅が満杯でなかなか当らないという話を良く聞くんですけども、ふれあい団地の１室が

昨年の夏ぐらいから、ずっと空いている状況が続いているんですが、これはちょっと訳ありでな

かなか入る人がいないんですが、黙っていても入らないんですよね。何か例えば厄払いするだと

か、ちょっと笑い話になるかもしれないけども、何か手立てをしないと入らないのではないかと。

空けておくのももったいないと思うのですが、その辺どうなのか。 

 

○建設課長 

 町の立場で申し上げますと、非常に苦慮しているような実態でございます。ただ、池下委員が

お話があったとおり、そういったことをやるのはいかがかということは当然、町の立場もござい

ますし、その辺についてはもう少し時間をかけながら、ご理解をいただきながらやっていくしか

ないのかなと考えてございますので、厄払い等については、町としてはし難いと、正確なもので

はないと基本認識をしてございますので。町としては、そういったいろんな噂話もありますが、

事実空いている住宅でございますので、なるべくそういったことについても説明をさせていただ

きながら進めていく。そんな形で誠に申し訳ございませんが、非常に的確な答弁とは言いがたい

と思いますが、その辺についてはご理解をいただきたいと考えてございます。 

 

○加藤委員 

 その件に関してもいろんなことがあると思うのですが、お払いはできないとしても、全面改築

をきちっとするなり、減額で対応するなり、やっぱり有効にできるような方向を一歩踏み出すと

いうことも大切だと思いますので、お時間をくださいと言って投げておくことは、非常に職員と
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しては楽な方法かもしれないけども、公住に是非入りたい人もいるわけですから、そういう環境

の方策の中で、どういう形にすれば可能になるのかということを努力していただきたいと思いま

す。同じように、公営住宅関係なんですが、先ほど公営住宅として使用しない羽衣第２の関係に

ついて、括弧書きになっていて町有にしていくということなんですが、使用しないで壊すことも

あるのですか。 

 

○建設課長 

 今言った住宅の関係については、ご意見をいただきましたので、そういったことを参酌しなが

ら、どういった手立てを講じるのかについては、検討させていただたいと思います。２点目の括

弧書きの関係でございますけども、先ほど担当より申し上げたとおり、交付金事業等によって改

修とか改善をやっていくと、当然今現在お住まいになっている方が住替えといった場合について

も、普通の計算でいきますと３倍、４倍、５倍の住宅料がかかるという非現実的な話もございま

すので、できれば壊すという形ではなくして、結果、町有住宅という形の中で、町単独事業とし

て一定の修繕を加えた中で、家賃、使用料の高騰が伴わない中において、良好な環境の中にお住

みいただくような、そういった環境の整備を進めていきたいという考え方の括弧書きとなってお

ります。また、これはあくまでも計画でございますが、そういった需要がどれだけあるのかとい

うことについても、今後の計画の中で精査をして進めさせていただきたいと、かように考えてご

ざいます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、建設課終わります。ご苦労様でした。 

 ここで、保健福祉課より報告がありますので、お願いしたいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 先ほど、返答が曖昧だったところについてお話させていただきます。清里町子育て支援保育料

補助の中の、世帯に町税・使用料等の未納があり悪質な者については補助を行わないというとこ

ろのご質問の中で、給食費が未納の場合のご質問がありました。給食費については町税・使用料

の中には当らないですが、給食費未納の方を急がすわけにはまいりませんので、それは当然勧奨

はするし、これを出すにあたってはと言うお話はしていきたいと思いますが、これをもって補助

をしないということはできないということで、返答させていただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 委員の皆さん、よろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは焼酎事業所より、①平成２３年度販売状況についてから、③平成２４年度焼酎事業特

別会計予算についてまで、説明願います。 
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○焼酎事業所副所長 

 それでは５３ページの、平成２３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

酎販売の合計でございますが、６,０６７万６,８８５円でございまして、年間対比で割り返しまし

た累計で１００．７％でございます。調停率は９０．３％となってございます。販売状況につい

ては以上でございます。 

 それでは５４ページの、平成２３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。今回の補正につきましては、歳入歳出金額の増減はございませんが、歳出の科目にて変更

がございますので、ご説明申し上げます。歳出の総務費でございますが、２６万５千円を減額い

たします。内訳といたしまして、給料、共済費、退職手当組合負担金につきましては増額、職員

手当と賃金、報償金、通信運搬費、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２,５２１万５千円とするものでございます。製造費につきまし

ては３６万５千円を減額し、最終予算額を４,２６１万５千円とするものです。賃金、消耗品費、

燃料費、印刷製本費、光熱水費、手数料、酒税、それぞれ不用額を減額いたします。公債費につ

きましては、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。基金積立金は３９

４万５千円増額し、４８０万９千円といたします。以上でございます。 

 続きまして、平成２４年度予算につきまして、５５ページからご説明いたします。最初に一番

最後になりますが、５７ページの製造販売計画表の説明を申し上げます。２４年の製造計画は左

側１の製造計画のとおり、１４回仕込みの２５キロリットルで計画しております。販売数量につ

きましては右側の表でございますが、焼酎の製造販売本数としては７万６６０本。数量といたし

ましては５５キロリットルで計上しておりまして、販売額は６,７２０万円でございます。それで

は５５ページにお戻りいただきたいと思います。 

 続きまして、予算の総括について歳入からご説明を申し上げます。１款財産収入は前年度と同

額の６,７２０万円でございます。２款繰入金につきましては前年度より３００万減額で、金額と

いたしましてはゼロで計上はございません。３款繰越金は前年度と同額の５０万円でございます。

４款諸収入は前年度より５千円減の１万５千円でございます。歳入の予算額は前年度より３００

万５千円減額の６,７７１万５千円でございます。 

 次に歳出についてご説明いたします。１款総務費は２,７９７万９千円の予算額であり、前年度

予算額より２４９万９千円の増額でございます。人件費、賃金、役務費の増などが主でございま

す。製造費は前年度より５５０万４千円減額の３,９７０万６千円でございます。製造経費及び瓶

詰め等に要する経費でございます。公債費は前年度と同額の３万円でございます。歳出合計６,７

７１万５千円でございます。それでは５６ページの、款別・性質別・節別の分類表をご覧下くだ

さい。人件費は前年度と比較して５７万３千円の増であり、主に共済費等の負担率改定によるも

のです。物件費につきましては前年度と比較しまして３５７万８千円の減であり、製造経費及び

瓶詰め経費が主なものでございます。以上で説明を終了させていただきます。 

 

○村島委員長 

 焼酎事業からの説明でしたが、何かございませんか。 

 

○加藤委員 
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 ５４ページの２３年度の補正予算の総括表の中での歳入歳出の中で、歳出の基金積立について、

計画では８６万４千円で、今回の補正で基金に焼酎事業の特別会計に積みますよということなん

ですが、基本的に焼酎事業そのものにおける一般会計からの持ち出し無しで、自主的に積立てて

いく場合はこういうことも良いかと思うのですが、基本的に持ち出しをしていながら、ここで計

画以上の基金の積立をするという根拠、考え方、その辺についてどのように捉えているのかだけ、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○焼酎事業副所長 

 ただ今のご質問でございますが、本年度につきましては当初予算では３００万円ほど一般会計

から繰入金を頂戴して運営をしておりました。ただ、１２月時点でその３００万円を減額いたし

まして、今現在、一般会計からの繰入金自体は今現在はゼロでございます。もちろん過去にたく

さん頂戴はしたのですが。実行におきまして不用額が出てまいりますので、それで予算上別の科

目を設けないと一般会計に返金と言いますか、そういう形が本年度についてはできないものです

から、積立ての方にしておいて、翌年度以降、販売状況の変動で落ちた時ですとか、場合により

ましては備品購入ですとか、何か出た時にできれば使っていきたいと考えております。 

 

○田中委員 

 前年対比で焼酎の販売が１００％で推移しているんですけども、今後の見通しとしては、焼酎

担当職員としてはこういった状況の中で推移していけそうなのか。なかなか難しいと思いますけ

ども。 

 

○焼酎事業副所長 

 ご指摘のとおり、販売の予測は非常に難しいのですが。新年度につきましても、２３年度と同

じ金額を同額計上して、何とかやっていきたいと思っております。昨年につきましては大震災の

影響もどの程度かはわかりませんが、実際はあったのではないかと考えております。２４年度に

つきましては、２３年度と同程度で、予算も計上してございますし、同じような販売でいけるよ

うに努力してまいりたいと考えております。 

 

○田中委員 

 この焼酎は、地元の消費というのは焼酎工場の方ではわかるんですか。地元の愛好者が増えて

きたとか、その辺はわからないですか。 

 

○焼酎事業副所長 

 正確な数字ではございませんが、イベントの時に直接販売したり、問屋を通して販売をしてい

る部分で、全体に占める町内というのは年によって変動はございますが、２５～３０％程度でご

ざいます。ただ、その中には土産物として町外の方が購入されている部分がありますから、そち

らの比率はちょっと把握しておりませんが、あくまでも町内の小売店さんで販売されているのは

２５～３０％程度でございます。 

 

○勝又委員 
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 販売の実績状況なんですが、この１１月が１６８．４％と随分伸びているのですが、この要因

は検証されているのですか。予算から見たら３００万も余計に売れているんですね。 

 

○焼酎事業副所長 

 細かくは分析を出してございませんが、１１月は商工会の「特産品の夕べ」がありまして、前

年は１２月だったのですが、それが１１月にございました。参加者と言いますか、券を購入され

た方に焼酎のお土産として購入いただいている部分がございます。それで１１月と１２月が入替

わっている部分があるかと思います。その金額が全てということではありませんが、個人のお客

さんにしても問屋さんにしても、注文があってから出していきますので、どうしても変動という

のは出てきます。 

 

○前中委員 

 ２点ほどお願いします。製造で在庫状況の生産年度ごとの在庫が積み重なって、今どのくらい

の在庫量があるのか。そしておそらくその中で、年次計画の中で不良在庫を解消しましょうとい

う形で、おそらく１年間に３０キロリットルぐらいを棚卸の在庫の中で処理しながら、単年度の

中では例えば２４年度であれば２５キロですか。そういう製造量ということで、トータルで２５

キロ＋３０キロリットルの販売数量が５５キロという形で多分出ているかなと思うんですけど

も、そこら辺、今、口頭では説明を求めませんけども、実際のところ、２３年度見込みでどのく

らいの在庫量があるのか。まずそれが１点。 

 それと先ほど、田中委員がおっしゃった中で、町内の販売に占めるパーセントという提示もあ

りましたけども、インターネット販売を行っているんですけども、その辺の販売の流通における

各部門別のパーセントも、やはり後ででも良いですから提示していただきたいと思います。要す

るに、販売計画をきちんと取った中で、どこに戦略を持つのか。今お話したように、１１月にな

ぜ増えたかと言う指摘があった時に、商工会のイベントが１１月に流れ込んだのかなと言う答弁

ではなく、毅然とした販売戦略の中で答弁をいただかないと。まして、贈答用の中で町民の啓蒙

活動がうまくサイクルとして動いたのかもしれませんし。１１月、１２月に。販売促進活動を打

って出た中では。そういうことの検証は、やっぱり説明としてお教えいただきたいなと思います。

今とは言いませんけども、おいおいちょっと教えていただければと思います。この２点です。 

 

○村島委員長 

 今、聞いていたように、今すぐではなくても良いということですが、３月の予算議会があるわ

けですから、早めに調べておいてください。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 前中委員からの質問をきちっと整理して、早めに回答を出してもらいたいと思います。 

 

○事務局長 
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 それでは、総務文教常任委員会の中で、課の設置条例の改正の関連で、課の設置条例の改正に

伴う焼酎事業所の産業課統合の前段の、焼酎事業所の今後の方向性について、担当所長からお考

えをいただきたいとのことでしたので、お願いしてあります。副町長からお願いいたします。 

 

○副町長 

 課の設置条例の改正に伴うところの考え方と言いますか、焼酎事業所の今後の展開ということ

でお聞きしております。ご案内のとおり、自立計画にもございますように、行財政改革の推進と

いうことで、行政組織機構の見直しを行っているところであります。自立計画を見ますと平成１

６年度には１０１名おりまして、１０年間かけて２１名減の平成２６年では８０名体制を目標と

いうことで、合理的かつ効果的な事務事業の執行をということで、柔軟な行政運営を行い、今日

まで努力されてきたところであります。過去には役場内組織でございますが、事務改善委員会の

答申もありまして、産業課と統合し焼酎グループとして移行するということもご案内のとおりで

あります。そうしたところで、焼酎事業所におきましても今は私が所長で、あとは専門職２名体

制でしております。今回新たに所長を付けるということではなくて、産業課のグループとして配

置することにいたしました。課を飛び越えての協力体制はなかなか困難な場合が多いのですが、

出納室と焼酎事業所を５課の他に設けているのですが、協力体制ができないわけではないですけ

ども、困難な場合が多いと。産業課の中に入ることによって、時には産業課の他のグループの協

力を受けることができるということ。今回の統合については消極的ということではなくて、なお

効率的な醸造、営業、イベント等の時には、いろいろな協力体制ができるのではないかというこ

とで、いろんな面で推進されるのではないかと考えたものと認識してございます。以上でござい

ます。 

 

○村島委員長 

 今、副町長の方から説明があったわけですけども、このことについて、各委員の方々で何か質

問等がありましたら、お願いします。 

 

○加藤委員 

 機構的な問題でどうするこうすると言う前に、今置かれている焼酎事業所そのものの、これか

らの取り組みの内容と言いますか、その辺がこうだから、だからこういう形の組織運営にしたい

とかがあったと思うんです。そういう形の中で、今後統合することによって、産業課の中に入れ

ることによって、どの部分が充実して、実際にどういう計画を持って進めようとしているのか。

その辺が無ければ、単なるその形を変えただけになってしまう。少なくても、産業課から焼酎工

場ができてからは別にしたというのは、専門的にって言いますか、独立させて大きな夢を持って

取り組んできたわけでありまして。ただ、環境がちょっと変わって、ここへ来てまた方向転換を

して、産業課の中に単純に入れようと言うんじゃなくて、ここで焼酎事業のあり方をどういうふ

うにして行くんだという、そういうビジョンがきちんとできて、そのために産業課の中に組み入

れていくと。そして、行財政改革の中のことからも、こういう形で行きますと言うけども、単に

行財政改革の中で言われた無理無駄を無くします、グループ制で行きます、そうすることによっ

て楽になりますと。そして、今言われた所長を置かなくても、産業課の中でやりますよと言うの

であれば、何か清里町の焼酎事業所というウエイトがどういう形になっていったのかが、ちょっ
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と一部見た目では、最終的にやめていくんだなと、そう捉えられる可能性もあるので、中に入れ

て退化するのではないということの基礎的な考え方、基本的な考え方をきちっと明記しないと。

それについてはどうなんですか。 

 

○副町長 

 なかなか厳しいご意見でございますが、ご承知のとおり、焼酎と言うのは嗜好品ということも

ございまして、浮き沈みが避けられないものがあろうかと思います。今、沈みかけているところ

なんですね。１億を超えた時もありますが。そういったこともありまして、今、現に前所長が死

亡して、所長を副町長が兼任するという形でございますが、こういったことではなくて、先ほど

言った８０名体制もありますが、そういったことも含めまして、事務改善委員会の答申どおり、

産業課に焼酎グループとして移行し、忙しい時にはグループ内での協力体制を取るということが

最大の目的で今回統合するので、中身につきましてはおっしゃるとおり、今後も焼酎事業所を絶

えることなく進めていきますし、究極的には大勢の人に、もちろん町民に愛されるおいしいと言

われる焼酎造りが、究極的にはそこにくっつくわけでございまして、今後も研鑽しながら精進し

てまいりたいと存じております。 

 

○加藤委員 

 言葉ではわかるのですが、基本的に１つの事業所として置いて、今度は所長を置かないでやる

というのは、それだけで基本的には縮小なんですよ。方向を大きく転換したということですよ。

私はそれはそれでいいですから、今における焼酎事業所、清里焼酎というものを、これからどう

いう形で展開していくんだと。そのためにこういう形で取り組んで行くよと。そのためにも是非

機構改革と合わせて、こういう環境で取り組んでいくことに対してのご理解を得たいというので

あればいいんですけども、単なる行財政改革の８０人体制、グループ体制の中で取り組んでいく

ので一つよろしくお願いしますというのは、これは、組織としての感覚の中ではわかりますが、

今日まで焼酎工場を築いてきて、ここである意味で大きな転換をしようと言っている。その方向

性が提示されないまま入っていくとしたら、どうなってしまうのかなと。むしろ、今までの論議

の中では部門的に業務委託した方が良いのではないか、第３セクターがいいのではないか、いろ

んな形の中で削減や、あるいは販売項目も必要じゃないかと、こういう話さえ出ていた中で、逆

に産業課の中にポンと入れてしまう。それを悪いとは言いません。だから、焼酎事業の今回の方

向性なりを、この機会にどういう形で進めていく、そのためにこうするんだと言うことが、もう

少しないと。事業の内容、予算の中からいくと、産業課に入るとそれぞれの部門になっていくか

ら、共通経費やいろんな形の中で、こういう独立した経費が果たして出てくるのかどうなのか。

製造費の部分ではわかるのですが、いろんな意味で何か変わってきそうな気もするし、どんな形

になっていくのか。特会はいいんですが。何かその辺の捉え方がどうなのか。 

 

○勝又委員 

 ８０人体制の部分については、確かに目標を掲げてって言うのもわらなくはないですけども、

加藤さんが言われたように、うちの町自身でこういう製造事業を手掛けて、おそらく当時にして

みれば、本当に珍しい町の事業体でなかったかなと思います。確かに、一時は売れた時もありま

したけども、なかなかゆるくない時代を迎えたいう部分もあって。ただ、今回そのことで産業課
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の中に入れてしまうという中で、実際に今まで、亡くなった長屋さん、松浦さんがやってきて、

なかなか売れない中でも努力しながらやって来たという事実はあります。今回、産業課の中に入

って、せっかく今までやってきて、今回にしても中身としては、経営状態としては悪くないんじ

ゃないのかなと。基金積立もできているし。そうやって努力をしてきた部分が、産業課の所管に

なって、グループ内で協力し合ってと言うのはわからないではないですけども、実際にそのこと

で職員がモチベーションとかが、きちっと向上するような形になっていくのか。そのことをどの

ように考えているのか、ちょっと聞きたいんですけども。 

 

○副町長 

 職員のモチベーションの関係につきましては、先ほども言いましたとおり、技術屋が２人いる

わけですが、今、課題でありますプレミアム商品の開発、あるいは麦の麹を米麹にしたり、いろ

んな研究がしたいということで、モチベーション的には研究をしたいと言う気持ち的には２人と

もあるので、決して産業課に行ったから衰退するとか、隠れてしまうとかではございません。逆

に、産業課の協力を得ながら販売促進にあたるなど、お手伝いをいただくということも、容易に

できるような環境になりますので、今以上に活発にできるのかなと思いまして、今回、人事異動、

組織機構の改革ということでやっていきたいと。決して衰退させるとか、やめるとか、そういっ

た消極的な意味での機構改革ではありませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○加藤委員 

 そういう形でいくなら、焼酎工場を産業課の中に入れると、焼酎工場は今までは所長体制とい

う形だったが、その形では無くなるのか。要するに、誰が責任を取るのか。基本的に産業課に入

れるということは、産業課長が兼所長という形にするのか。実際に焼酎を売っていくスタンス、

本当に販売部門の部分で、例えば産業課長が所長になった時に、焼酎を売りに一生懸命に歩くだ

けの余裕があるのかどうなのか。 

 

○副町長 

 まだ人事関係につきましては、町長の権限ですので打合せをしておりませんし、命令も来てお

りませんので、その辺は詳しくお話できる立場ではないのですが、保健福祉の保育所みたいな感

じになりましょうかね。課長が所長を兼務するといったことになろうかと思います。 

 

○加藤委員 

 だから、産業課長が焼酎工場の所長を兼務するということになると、１人で２つの顔を持つこ

となんですよ。と言うことは、清里における焼酎事業そのものが、一歩後退したと取られかねま

せんよと。言葉ではそうではありませんと言っているけども、そういう心配の無いように提案さ

れてやっていくってことなので、これ以上は言いませんけども、その辺どういう形で取り組みを

していくのか。最後にもう１回だけお聞きします。 

 

○副町長 

 ご心配いただいて本当に感謝申し上げます。焼酎事業が衰退しないよう、発展するように努力

してまいりますので、ご理解を賜りたいと思います。 
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○村島委員長 

 まだまだ各委員も意見を持っていると思いますけども、副町長の答弁を聞くと、それ以上いけ

ないような状況にあるんですが。ただやっぱり、１事業所が産業課に移るということは、簡単な

ものじゃないんですよ。ですから、見ていくしかないのかなと私も思いますし、先ほど前中委員

からもいろんな注文が入っていますので、焼酎に関しては長年やってきて、いろいろとあったわ

けですから、そんなことで努力するしかないと私は思っております。皆さん、よろしいですか。 

（「はい」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 

 ２の意見書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１件要請が上がっておりますので、ご説明いたします。「看

護師・介護職員等の大幅増員と夜勤改善で、安全・安心の医療・介護、地域医療の拡充を求める

意見書（案）」、提出依頼者は北海道医療労働組合連合会と道東勤労者医療協会労働組合でござ

います。資料は５８ページ～６１ページまでとなっておりまして、内容の説明は最終の６１ペー

ジでご説明させていただきますので、ご覧いただきたいと思います。主な内容につきましては、

医療と介護現場は人手不足であり、労働環境の改善のために人員の大幅増員、夜勤の改善、それ

と地域医療の拡充を図るように、国に対策を求める内容となってございます。それでは、記以下

を朗読いたします。（以下朗読） 

 以上の意見書の内容となっております。これにつきまして、内容の協議と３月の定例会に提出

をするかどうかのご協議をお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 ただ今、事務局から意見書の説明がありましたけども、これを本会議において、提出をするか

しないか、どうでしょうか。 

（「よろしいです」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、提出するということで、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、３の次回委員会につきまして、事務局お願いします。 

 

○事務局長 

 総務文教常任委員会でご説明したとおり、両委員長とご協議しながら、次回の日程を設定した

いと思います。 

 

○村島委員長 

 ４番、その他。 
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○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 

 それでは、第２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４時００分） 


