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第８回産業福祉常任委員会会議録 

平成２４年４月２３日（月） 

    開 会   午前１０時３５分  

    閉 会   午前１１時４２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 

 ●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 

 ●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 

２．道外所管事務調査について 

３．次回委員会の開催について 

４．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    ■税務・収納Ｇ主幹   鈴木  敏 
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 ■町民生活Ｇ総括主査  清水 英勝    ■町民生活Ｇ主査    阿部 真也 

 ■保健福祉課長     薗部  充    ■福祉介護Ｇ総括主査  進藤 和久 

 ■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 野呂田成人 

 ■商工観光・林政Ｇ主査 樫村 亨子    ■商工観光・林政Ｇ主査 北川  実 

 ■焼酎Ｇ主幹      松浦  聡 

 

  

○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８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、①清里町税条例の一部改正（専決処分承認）について３ページから１７ページから⑤

平成２３年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）専決処分について２１ページまで、

一括説明願います。 

 

○町民課長 

それでは町民課から５件について、協議・報告をさせていただきますが、説明に先立ちまして、

４月の人事異動がございましたので、私の方から紹介をさせていただきます。私の右隣にいるの

が、武山の後任で、総括主査の清水でございます。主に住民活動、生活環境等を担当することに

なってございます。続きまして主査の阿部でございます。主に、医療保険担当となってございま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。 

それでは、町民課から５件の案件について、ご説明させていただきます。１点目、２点目の、

清里町税条例の一部改正（専決処分承認）及び国民健康保険税条例の一部改正（専決処分承認）

につきましては、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の施行に伴

い、清里町税条例並びに国民健康保険税の一部を改正するものであり、地方自治法の規定に基づ

き３月３１日付けをもって専決処分いたしたものであります。 

３点目から５点目までの、平成２３年度町民課所管分の一般会計、国民健康保険事業及び後期

高齢者医療特別会計の補正予算の専決処分についてでありますが、１点目としまして、一般会計

につきましては、自治振興費の地デジ共聴施設事業の工事実績に伴う工事請負費の変更による減

額補正と、それに伴う国庫補助金等の財源調整を行ったものであります。２点目の各種医療対策

費の国保特別会計繰出金につきましては、医療費の減及び国・道の補助金等の増に伴い財源の確
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保ができたため、３月に補正いたしました法定外繰出金と事務費精算に伴う繰出金の減額補正を

行ったものであります。国保特別会計の主な内容は、一般会計でご説明したとおり、医療費が３

月補正の見込額よりも抑えられたこと、また、国・道の交付金等が見込額よりも増額となったこ

とにより、財源の確保ができたため、事務費の精算に伴う減額と合わせて、３月補正にて計上い

たしました、一般会計からの繰入金２,８００万円を一般会計に戻させていただきました。また、

国民健康保険事業基金に５００万円を積み戻しさせていただきました。後期高齢者医療特別会計

につきましては、広域連合納付金の確定及び事務費の確定に伴う補正を行ったものであります。

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。 

 

○税務・収納Ｇ主幹 

 それでは、私の方からは清里町税条例の一部改正及び国民健康保険税条例の一部改正について、

ご説明いたします。資料の３ページをお開きください。これは改正する条例の要旨でございます。

中身的には、２月開催の本常任委員会で概要を説明いたしておりますが、国会において、３月３

０日に可決成立いたしました、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法

律の施行に伴いまして、清里町税条例及び清里町国民健康保険税の一部を改正するものでありま

す。尚且つ、専決処分で３月３１日付けで承認をいただきたいと思っております。 

 改正内容の主なものにつきましては、個人住民関係につきましては、公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかった者が寡婦（寡夫）控除を受けようとする場合の申告書の提出が不要とな

ります。次に、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例措置が設

けられました。次に、固定資産税関係につきましては、新築住宅に係る固定資産税の減額措置が

２年間延長されます。期間は平成２４年度から２５年度までの２年間であります。次に、平成２

４年度を基準年度とする固定資産税の評価替えに伴い、土地に係る平成２４年度から平成２６年

度までの各年度分の固定資産税の負担について調整措置が講じられます。内容につきましては、

原則として、現行の仕組みは３年間延長されますが、住宅用地係る措置特例は平成２６年度に廃

止されます。 

 次に、国民健康保険税につきましては、先ほど住民税の方でご説明申し上げましたが、東日本

大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例措置が設けられました。 

 それでは、新旧対照表によりご説明いたします。資料の４ページをお開きください。改正後の

条例でご説明申し上げますが、第３６条の２につきましては、町民税の申告に係る分であります。

公的公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で寡婦（寡夫）控除を受けようとする者

の申告義務が不要となることから削除するものです。次に、第５４条につきましては、固定資産

税の納税義務者等の規定を改正するもので、次の５ページの第６項中に規定する地方税法施行規

則の条項を「第１０条の２の１０」に改めるものであります。第１０条の２につきましては、地

方税法の改正に伴い、新築住宅等の減額を受けようとする者がすべき申告について改正するもの

で、第７項中に規定する地方税法施行規則の条項を「第７条第８項各号」に、第８項につきまし

ても、同様に「第７条第９項各号」に改めるものであります。資料の６ページをお開きください。

第１１条から資料の１０ページまでの第１３条までにつきましては、固定資産税の評価替えに係

る改正であります。第１１条につきましては、表題中の年度を「平成２４年度から平成２６年度

まで」に改め、第１項第６号中に規定する地方税法附則の条項を「第１８条第６項」に改めるも
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のであります。第１１条の２につきましては、表題の年度を「平成２５年度又は平成２６年度」

に改め、第１項及び第２項に規定する年度を、それぞれ、該当年度に改めるものであります。資

料の７ページをお開きください。第１２条第１項につきましては、表題中の年度及び第１項並び

に第２項規定する条文中の年度を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改め、第２項に規定

する住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる率を１０分の６に改めるもの

であります。資料の８ページをお開きください。第３項につきましては、条文中の年度を「平成

２４年度から平成２６年度まで」に改めるものであります。第４項につきましては、削除し、次

の第５項及び、次の９ページ、第６項の条文中の年度を「平成２４年度から平成２６年度まで」

に改めるものであります。資料の１０ページをお開き下さい。第１５条第１項につきましては、

特別土地保有税の課税の特例の適用条項を改め、条文中の年度を「平成２４年度から平成２６年

度まで」に改めるものであります。第２項につきましては、課税の特例を受ける期間を「平成２

７年３月３１日」までに改めるものです。資料の１１ページをお開きください。第２１条の２に

つきましては、地方税法の改正より特定移行一般社団法人等に対しての固定資産税の特例が新た

に設けられましたので、申告等についての規定を設けるものであります。資料の１２ページをお

開きください。第２２条の２につきましては、租税特別措置法の規定により東日本大震災により

滅失したことによって居住の用に供することができなくなった個人が敷地用に供されていた土地

又は土地の上に存ずる権利を譲渡した場合の「譲渡期限等の特例」の設けられましたので、町税

条例に定めるものであります。資料の１３ページをお開きください。第２３条につきましては、

表題中の字句を「適用期間等」に改め、条文中に規定する法律名を「震災特例法」と総称するも

のであります。資料の１４ページをお開きください。第２３条第２項につきましては、所得税額

においてなされる「住宅借入金等を有する場合の税額控除の控除額に係る特例」について、町民

税に読み替えて適用される規定を設けるものであります。改正後の条例の附則について、ご説明

いたします。第１条は、施行期日を定めるもので、平成２４年４月１日より施行するものであり

ます。だたし、第３６条の２第１項ただし書の改正及び改正後の附則第２条第１項の規定は、平

成２６年１月１日から施行するものであります。第２条につきましては、町民税の経過措置を設

けるもので、第１項につきましては、「町民税の申告」について平成２６年度以後の年度分の個

人の町民税について適用する規定を定めるものであります。第２項につきましては、「東日本大

震災にかかる住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例」について、平成２４年度以後の年

度分の個人の町民税について適用する規定を定めるものであります。資料の１５ページをお開き

ください。第３条につきましては、固定資産税の経過措置を定めるものであります。第１項につ

きましては、別段の定めるものを除き、改正後の条例の規定中、固定資産税に関する部分につい

ては、平成２４年度から施行する規定を定めるものであります。第２項及び、資料の１７ページ

までの第３項につきましては、改正後の地方税法の「住宅用地等に対して課する経過措置」の基

づく、読み替え規定を定めるものであります。以上で、清里町税条例の一部を改正する条例につ

いての説明を終わります。 

引き続き、清里町国民健康税条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。資料の

１８ページをお開きください。町税条例の一部を改正する条例のなかでもご説明いたしましたが、

世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者等が、東日本大震災により滅失したことに

よって居住の用に供することができなくなった個人が敷地の用に供されていた土地又は土地の上

に存ずる権利を譲渡した場合の「譲渡期限等の特例」が設けられましたので、国民健康保険税条
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例に規定を定めるものであります。附則につきましては、施行期日を定めるもので、平成２４年

４月１日より施行するものであります。以上で、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例についての説明を終わります。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは３点目の、平成２３年度一般会計補正予算（町民課所管分）専決処分について、ご説

明いたします。１９ページをご覧ください。総務費・総務管理費・自治振興費における、地上デ

ジタル放送無線共聴施設整備事業であります。内容といたしましては、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したものでございます。変更契約に伴います工事請負費３０５万５

千円の減額補正となります。内訳ですが、国庫支出金１７７万１千円、町債１０万円、その他、

こちらはＮＨＫの助成金となります。こちらが１９万６千円、一般財源としまして９８万８千円

の減の合計３０５万５千円ということで調整しております。以上です。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 続きまして、衛生費・保険衛生費・各種医療対策費・国民健康保険事業特別会計繰出金につい

て説明させていただきます。先ほど課長から説明がございました、こちらの方の一般会計繰出金

２,８３５万９千円を減額、戻すという形の内容でございます。事業実績によるものでございます。

関連がありますので、２０ページの国民健康保険事業特別会計補正予算の専決処分という形でご

提示申し上げる分の内容を、合わせて説明申し上げます。歳入でございますが、１款国民健康保

険税につきましては、補正額を５０万ということで行いたいと思います。こちらにつきましては、

滞納繰越分の保険税の収入が見込まれまして、確定増額するものでございます。続きまして、３

款国庫支出金の関係でございます。それぞれ見込んでおりました額よりも、多くの負担金等を手

配することができたということでございまして、内訳としまして、給付費負担金が１,２００万５

千円、財政調整交付金で５８１万円、高齢者医療制度円滑運営事業補助金の２万３千円を含めま

して、１,７８３万８千円の増額補正を行うものでございます。４款療養給付費交付金につきまし

ても、実績によりまして９７万５千円の補正増。６款におきましても、財政調整交付金等で２９

６万６千円の増となっております。７款共同事業交付金につきましても３万３千円の増という形

になってございます。飛びまして、１１款諸収入も５万８千円の交付金の増が起きているという

ことでございます。９款繰入金につきましては、後ほどご説明させていただきたいと思います。

歳出の方にまいりますが、こちらにつきましては、先ほど来ご説明させていただいておりますが、

事業費の実績に基づきます減額。総務費につきましては、一般管理費の事務費等の関係でござい

ますが、７６万５千円の減額補正となっております。そして２款にまいりますが、こちらの方が

対象者に対します給付費等の部分でございます。見込んでいた額よりは大きく減ということでご

ざいます。全て合わせまして９４１万４千円の補正減という形で計上させていただいております。

その他各実績に基づきまして、事業費の減を行っておりまして、歳出の方の差引きが１,０６１万

６千円の減となっております。先ほどのところに戻りますが、歳入で増額になった部分、それか

ら実績で落とす部分の１,０６１万６千円の差引きをしますと、繰入金の方に戻りますが、一般会

計から法定外に繰入れた部分、それから過去に基金から繰入れて運営していた部分につきまして、

減額を行うものでございます。９款繰入金の部分についてですが、内容の部分でその他一般会計
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繰入金としまして、２,８３５万９千円というのが大きく占めている部分でございます。合わせて、

その下にございますが、国民健康保険事業基金繰入金ということで、こちらの方を一旦取り崩し

ている基金を５００万積戻すという形で、補正額の合計が３,３０８万６千円でございます。歳入

歳出、そちらの方も最終的には１,０６１万６千円の補正減ということで、専決処分を行いたいと

いうことでございます。 

 続けて、後期高齢者の説明をさせていただきたいと思います。後期高齢者特別会計の方でござ

いますが、こちらの専決につきましては、後期高齢者の事業の確定、実績に基づきます各経費の

の減というものでございます。歳入の方を申し上げますが、保険料につきましては現在の収入額

の確定を持ちまして、補正額を１０２万９千円の補正をさせてもらっております。２款の使用料

及び手数料につきましても、督促手数料の収入確定に伴いまして、補正額を２千円増としており

ます。３款でございますけども、特別対策事業交付金の割当てが増額でございましたので、３万

円の増を行います。４款の繰入金でございますが、各事業費の関係の精査によりまして、５９万

９千円の減とするものでございます。諸収入につきましても、実績によりまして４万９千円の減

という形で計上差上げたいと思います。歳出の方にまいります。総務費、一般管理費等事務経費

の部分での実績によります減ということで２７万４千円。広域連合に対します給付金等につきま

しては、実績によりましてそれぞれ保険料、事務費合わせまして１３２万円の減を計上いたしま

す。諸支出金につきましては、実績を残して５万１千円となってございます。歳入歳出それぞれ

１６４万５千円の補正を専決として計上させていただこうと思います。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 それでは①の清里町税条例の一部改正について、３ページから１７ページからの説明がありま

したが、まず①について何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは②清里町国民健康保険税条例の一部改正について、１８ページで何かありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは③平成２３年度一般会計補正予算（町民課所管分）専決処分について、１９ページ。

ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 次、④２３年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）専決処分について、２０ページ。

ございませんか。 

 

○勝又委員 

 歳出の関係で、保険給付費の部分は、大方を占めているのが一般保険の療養給付の関係で。こ

れは、かなり一般の検診とか予防などに繋がっていると捉えて良いのでしょうか。 

 

○町民課長 

 今の勝又委員からのご質問ですが、まずは３月の補正をさせていただいた段階で申し上げます
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と、平成２３年度３月から１２月ぐらいまでの毎月の平均を見ますと、大体約４千万近く医療費

等が掛かっていました。それをもって３月に補正をさせていただいたのが現状でございます。１

月、２月につきましては、その見込額よりも大体７００万近く抑えられたということで、今回１

千万近いものを減額補正させてもらうということでございます。これの要因につきましては、委

員がおっしゃったとおり、特定検診ですとかいろんな要素も絡むのかなと思っておりますが、大

きなものとしては、やはり高額医療が２月等々を見ますと減って来ている。前月よりも減って来

ている状況で、総体的に低く抑えられたと認識しております。ただ、今後も特定検診ですとか、

いろんな実施をしながら医療費を低く抑えていくというのが、基本的な考え方だと思っておりま

す。 

 

○勝又委員 

 わかりました。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

 

○前中委員 

 １点、勉強がてらお聞きしたいと思うんですけど。今回、当町で中学生までの医療費助成とい

うことで、その中で保育所に通っている子供たちが、仮にある家庭で病院に行った時に、何らか

の症状で入院をしたと。そういう時に今までであれば、全員全額個人負担分をお支払いしてから、

町に申請という形を取られていると思うんですけども、他町であれば、その事務代行を代行組合

の方に依頼した中で、その部分をあらかじめ処理した中で無料で処理をしていると言う、そうい

う例もあると思うんですけども、当町においてそれについての取組み、あるいはかなり人権費等

がかなり高額であるならば検討する余地は無いんですけども、その辺ちょっとわかる範囲でよろ

しいので、お聞かせ願いたいと思います。 

 

○町民課長 

 乳幼児等の医療費扶助等につきましては、まず町内の医療機関で受けるものについては、窓口

においての負担金は発生しないという形で今は進んできております。町外におきましては、乳幼

児でしょうが小学生でしょうが、窓口で１回３割の自己負担を払っていただき、その後、領収書

等を町の方の窓口に持って来ていただいた分を補助するというような仕組みで行っております。

今年度は中学生までという形で拡充させていただいておりますが、委員の方から質問がございま

したとおり、学校関係につきましては、学校等でかけています保険等がございますので、まずそ

ちらを優先してやっていただくと。それの対象外につきましては、町の単独である医療費等の補

助を受けていくという流れでいきたいと、今のところ教育委員会とも整理をさせていただいてい

るところでございます。そして今の、何とか町の方で全部処理をという話でございますが、これ

につきましては、事務的なことも踏まえまして大変難しい面もありますので、今まで通りの流れ

で補助等をやっていきたいという考えでございます。 

 

○前中委員 
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 事務的に給付対象の子供たちが増えるという部分は、中学生までの給付範囲と言っております

のであり得ることだと思いますが、その辺の部分で職員を１人張り付けて、その事務代行を他の

組合って言うか、そういう所にもし委嘱と言うか、委託業務として、軽微なものであるならば可

能性はどうなのかなと。かなり高額であれば、そういう範疇に無いでしょうけども、その辺のそ

の思案的なものを、どこかでご提示していただければと思うんですけども。それについて。 

 

○町民課長 

 他の委託も含めた中で、いろいろと勉強をさせていただきたいと思います。 

 

○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 

 それでは次に進みます。⑤の平成２３年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）専決処

分について、２１ページ。何かありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 無ければ、これで町民課終わりますけども、よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○村島委員長 

 どうもご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは、保健福祉課から①平成２３年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）専決処分に

ついて２２ページ、②平成２３年度介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専決処分について

２３ページについて、一括説明お願いいたします。 

 

○保健福祉課長 

保健福祉課から２点についてご説明いたします。平成２３年度の一般会計の補正予算（保健福

祉課所管分）専決処分ですが、３月議会前には見込むことのできなかった国庫補助金が交付決定

になったことと、２３年度の事業量の確定による執行額の確定及びそれにより道補助金が予算割

れになりますので、歳入歳出とも減額するものです。また、平成２３年度清里町介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）専決処分については、事業量の確定によるものです。一般会計につい

ては、進藤総括主査より説明いたします。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは２２ページで、福祉介護グループ所管の補正予算についてご説明いたします。 

 はじめに、歳入１３款国庫支出金・国庫補助金・１目民生費国庫補助金につきましては、子供

のための手当システム改修に係る補助金で、当初は改修に係る補助の率ですとか、内容が定まっ

ておらず、歳入を見込めませんでしたが、この度３月半ばに児童手当方の概要がはっきりとしま
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して、平成２３年度分の改修費用の全額を補助されることになりましたので、１４１万５千円を

補正するものです。次に、１４款道支出金・２項道補助金・１目民生費道補助金につきまして、

地域生活支援事業費補助金におきましては、手話通訳、移動支援、日常生活用具支援に係る利用

者数の減少に伴う道補助金の減額で、１２万２千円を減額するものです。次に、障害者自立支援

対策推進事業補助金につきましては、通所サービス利用促進に係る通所者数の減少に伴う道補助

金の減額で３万９千円を減額するものです。次に、低所得者利用者負担対策事業費補助金につき

ましても、実績の減による減額となります。続きまして、歳出の３款民生費・１項社会福祉費・

２目障害者自立支援費につきまして、地域生活支援事業委託料におきましては、先ほどの歳入で

もありましたが、手話通訳、移動支援の利用者数減少によるもので１４万５千円を減額するもの

です。同じく歳入に係る事業ですが、身体障害者日常生活用具給付金につきましては、日常生活

用具利用者の減によりまして１０万６千円を減額するものです。次の通所サービス利用促進事業

費補助につきましては、通所者数の減少による実績に伴い５万２千円を減額するものです。続き

まして、４目老人福祉費・介護サービス利用低所得者対策補助につきましては、実績の減による

もので７千円を減額するものです。次に介護保険事業特別会計繰出金につきましては、介護保険

会計実績確定によるもので８０万５千円を減額するものです。以上で説明を終わります。 

 

○保健福祉課長 

それでは、２３ページをご覧ください。介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専決処分で

すが、先に歳出の方をご説明します。１款総務費から３款地域支援事業費までは、平成２３年度

事業の確定に伴う減額でございます。５款公債費につきましては、一時借入を行わずに済みまし

たので利子の執行が無く、全額減額いたします。合計１００万８千円の減額で、予算の総額を４

億２,４７９万円とするものです。歳入の方をご覧いただきたいと思います。１款介護保険料は１

号被保険者数の見込みが若干多かったため２０万２千円の減額をするものです。３款繰入金は、

一般会計からのからの繰入金を介護給付等の事業確定に伴いルール計算により減額するものです。

また、２号被保険者の保険料であります支払基金交付金及び国・道の負担金は、２４年度予算に

より諸支出金の返納金として処理し、９月補正になる見込みです。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 保健福祉課から説明を受けましたが、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 

 それでは産業課、①緑清荘備品購入契約締結（専決処分承認）について２４ページ、②平成２

３年度一般会計補正予算（産業課所管分）専決処分について２５ページ、③町内小売店舗に限っ

た焼酎工場からの直接卸しの開始について、順次説明願います。 

 

○産業課長 

 ４月１日付けで人事異動がありまして、私は兼ねて焼酎事業所長を命じられたところでござい
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ます。また、野呂田総括主査はじめ、担当においても異動がございましたので、今後ともよろし

くお願い申し上げます。 

 これより産業課所管事業３件について、ご説明を申し上げます。追加議案になりますが、先週

木曜日に商工会の大西会長より、町長に対しまして要望の提出がありましたので、追加議案とい

たしまして口頭で説明させていただきたいと存じます。 

 それでは、１番目より担当より説明を申し上げますので、よろしくご審議願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは緑清荘備品購入締結専決処分承認について、ご説明いたします。２４ページ目をお開

き願います。今回の専決処分につきましては、３月２８日開催の第４回臨時議会で補正予算を議

決いただいた、緑清荘の備品購入につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、

専決処分において契約を締結しましたので、議会の議決に附すべき契約及び財産の取得または処

分に関する条例第３条の規定により、５月開催の第５回臨時議会においてご承認いただきたく概

要をご説明いたします。１、契約の目的につきましては、緑清荘備品購入であります。２、契約

の方法につきましては、随時契約であります。３、契約金額については１,４３３万２,８５０円で

あります。４、契約の相手方は、清里町羽衣町４３番地 有限会社ジーピーケー 代表取締役 藤

野實氏となっております。なお、契約締結月日につきましては、平成２４年３月３１日となって

おります。 

 続きまして、平成２３年度一般会計補正予算（産業課所管分）専決処分について、ご説明いた

します。２５ページ目をお開き願います。今回の補正予算につきましては、緑清荘管理業務委託

に係る燃料価格高騰の燃料費の精算となっております。基本協定書第９条第２項において、１０

％を超える増減が発生した場合に係る見直し分で、この度燃料費が該当項目になりました。提示

額の基準単価につきましては８４．７７円となっており、１０％の増減となりますので、７６．

２９３円から９３．２４７円を増減した場合に該当となります。実際の購入単価は９２円８２銭

から１０１円８５銭であり、見直しが必要な該当購入数が８万８千リットルになってございます。

これらを基に算出した結果、４２万６,０６４円の精算額となりましたので、一般財源において４

２万７千円を専決処分にて補正しております。以上で終わります。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 それでは私の方から、町内小売店店舗に限った焼酎工場からの直接卸しの開始について、ご説

明いたします。従来の流通につきましては、焼酎工場から卸し事業者を通じて町内の小売店へ流

通しておりましたが、本年４月からは卸し業者を通さず、焼酎工場から直接小売店へ卸すことと

なりました。このことにより、町内小売店の仕入れ価格が卸し業者のマージン分が下がり、販売

し易くなりますので、町内における消費に繋がることと考えております。以上でございます。 

 

○産業課長 

 追加議案となりますが、先ほども申し上げましたとおり、４月１９日付けで清里町商工会 大

西紀章会長より町長に要望書がまいっておりますので、その内容をご説明申し上げます。「依然

として、地方の中小商業事業者を取り巻く環境は厳しい状況になっております。平成６年度より、

小売商店と商店街近代化事業を行い１５年が経過し、事業所及び店舗の老朽化が進んでおり、近
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年、地域人口の減少や消費の低迷などの経営環境の変化から売上高が減少し、設備投資を行うこ

とは極めて厳しい状況にあります。」ということで２点の要望がございます。１点目は、「事業

所及び店舗、工場等の改築に際し補助金制度を活用できるようにしていただきたい」。２点目は、

「照明のＬＥＤ化を補助対象としていただきたい」という、２点の内容でございます。この要望

に対しまして、町は制度の創設など具体的に検討を進めてまいり、次期常任委員会で協議をして

まいることで進めておりますので、お知らせをいたします。以上です。 

 

○村島委員長 

 今、説明がございましたけども、①緑清荘備品購入契約締結（専決処分承認）について２４ペ

ージ。何かございませんか。 

 

○加藤委員 

 ちょっと確認をしたいのですが、２４ページの専決処分承認の概要ってありますけども、１,４

３３万２,８５０円全部が専決処分じゃないんでしょ。臨時会で出てきているわけですから。その

後の燃料高騰分について、専決処分ってことではないんですか。 

 

○産業課長 

 議会に附すべき、契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条で、備品等の購入で７０

０万円を超える場合には、議会の議決が必要となります。３月２８日に議会で補正予算を議決し

ていただき、３月３１日の年度内で契約するためには、本来は議会の議決を得てから契約をすべ

きものでありますが、年度の関係がございましたので、専決処分により契約をさせていただくこ

とを、ただ今報告し、次期臨時議会で承認を願うものでございますので、よろしくお願いいたし

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、②平成２３年度一般会計補正予算（産業課所管分）専決処分について、２５ページ。

何かありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、③町内小売店舗に限った焼酎工場からの直接卸しの開始について、何かございませ

んか。 

 

○加藤委員 

 卸を通さないで直接、小売店というのは良いことだと思うのですが、それによって町内価格の

変更がされるのか。この辺について、どういう状態になっていくのか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 
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 事業所としましては、当然小売店さんの仕入れ価格が下がるわけですから、何らかの価格的な

ことは期待はしているのですが、あくまでも価格は小売店さんで決定する事項でございますので、

当事業所から直接小売店さんにお話はしておりません。以上です。 

 

○加藤委員 

 基本的には消費拡大、そして町内産でできている物という関係になるわけで、単純にその価格

で卸すから、あとは小売店の問題だよという話にも私はならないと思う。この辺について、十分

検討されていくべきだという問題だと。それと私がもう一つ思っているのは、せっかくの清里焼

酎ですので、清里町の飲食店における、飲食に対する単価を補助金か何かを使って、一般の焼酎

並みに下げるというのは大変な努力だと思うのですが、プレミアって言いますか、ある程度助成

をして、消費人口って言いますか、例えば清里の焼肉店だとかあるいは食堂ですとか、パパスで

すとか緑清荘ですとか、いろんな所で飲む焼酎に対しては、逆を言うと積極的に飲んでもらえる

ように、価格を下げるのではなくて、価格はそのままにしておいて、逆に飲んだ量に対する補助

金だとか。今回は町内卸しをしなかった。合わせてそういう形の基本的に町内で清里焼酎を飲め

る。しかもそれは、好き嫌いはありますが、ある程度対等で同じくらいの焼酎であれば、清里焼

酎を飲んでもらえるような努力と環境をもう一歩進めていく必要がある。この辺いろんな角度か

ら、是非いろんな形で検討を重ねて、提案をしていただきたいと思います。今回のこの件に要望

しておきたいと思います。 

 

○産業課長 

 清里焼酎につきましては、一般的な物などと比較しますと、乙類ということでその物自体も違

いますので、割高感が若干あるのかなと思います。とは言いましても、清里焼酎の良さも当然あ

るわけでございますので、この焼酎が地元から少しでも消費拡大するように、今回、卸問屋を通

さないで地元に入るということで、仕入れの価格が若干下がるわけでございますので、小売店の

協力もいただきながら、また今出ております１升瓶の消費拡大も図りながら、今、加藤委員さん

からもお話がありましたように、少しでも地元の消費拡大を図っていけるように検討してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○加藤委員 

 言葉では良いのですが、問題は予算を付けないとだめなんですよ。今の部分だけではなくて、

やっぱり清里の中の飲食店で消費される分については、独自に助成金を出していくというような

方法。例えば、瓶についてもラベルの貼り替えをして、その瓶にもいろんな問題点が出てくると

思うんですが、そういう形の中で振興していく。そしてやっぱり飲んでいただくということ。ト

ータルとして、製造で造っていく量やいろんな部分で色んなことがはっきりしていくと思うんで

すよ。このままで行くと、せっかく産業課に入ってグループ制になって何が一番大きくなるかっ

て言うと、この消費拡大の部分、販売の部分をどうしていくかってこと。その新しいアイディア

を是非とも次の委員会くらいまでには。町外でバンバン売れるから町内は良いんだという話は別

ですけども。よろしくお願いいたします。 

 

○産業課長 
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 焼酎特別会計の２４年度予算の中の事業計画は決まってございますが、今言われましたような

課題は山積みでございますので、十分検討をしてまいりながら、議会と協議してまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○加藤委員 

 その焼酎事業の予算でなくて、少なくともやっぱり消費拡大として商工費の予算だとか、そう

いう角度を変えていかないとだめだと思うんですよ。赤字の経営のところからお金を出して充て

ていくことにはならないと思う。そういうものは、造るものはきちっと造る。そして販売努力も

していく。だけども、逆に清里産でできた焼酎なので、清里の中で飲食などの時にやっぱり飲ん

でもらいたい。でも、割高感があるわけだから、それを何とかする方法を、何かの商品券とは言

いませんけども、いろんな形があると思うので、何かの拡大事業を逆に予算付けていく方法まで

を考えていかないと、この問題は進んでいかないと思うので、収支の問題の前にせっかくある清

里の焼酎ですので、清里で本当に飲んでもらえる体制作りを、一歩前へ進めていただきたいと思

います。 

 

○産業課長 

 検討してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員 

 今回、直接卸しの開始ということで、卸業者を通さない格好になった経緯を、詳しく聞きたい

と思います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 従来から、地元の特産品で尚かつ町で運営しているということでの対策を、店舗またはいろん

な所から要望をいただいたりしながら、検討を重ねてまいりまして、酒に限らず地元の購買がか

なり落ちているということもございますので、町でやっている事業ということで、やはり地元に

対しては何かしらの方策が必要だろうと考えまして、本年４月から直接卸しを通さず、小売店さ

んに流通させることに決めて実行いたしております。 

 

○勝又委員 

 卸しを通さないで小売をするということになると、これは工場から直に小売店に行くという形

で良いのか。 

 

○産業課主幹 

 そのとおりでございます。 

 

○勝又委員 

 なぜ聞くかって言うと、そういうことが今になったからできるなら、何で今までできなかった

のかと町民に聞かれるんじゃないかと。これは、かなり早くから地元だけでも安く飲めるような

方法を取って、地元還元という形でも良いからというようなことは、かなり早くから要望が出て
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いたと思うんですよね。今回、こういう形に至ったわけなんですけども、そんな部分でこういう

ことができるんだってことに急に気づいたみたいな感じになっているんだけども。確かに良いこ

となんだけども。そういうことは、もっと早くにそういうような対応を取れたんじゃないのか。

地元の販売店より、よそに行って陳列棚に並んでいる方が安かったりするような、そんな経過も

ありましたし。ちょっとそこのところを聞きたいのですが。 

 

○産業課長 

 焼酎の流通が始まった頃から、清里焼酎を町内外に広く流通させるために北酒連、今はシュレ

ン国分と名前が変わっておりますが、シュレン国分とか北酒販を通じで広く流通させてきていた

ようでございますが、清里町内の小売店に対する流通は、現実には焼酎工場から直接うちの職員

が持って行っていたという経過もありまして、清里町内だけでももっと広く流通させるためには、

以前から北酒連や北酒販を通さずに卸せるような形ができないだろうかということで、シュレン

国分や北酒販の方とも協議もしてきた経過もございます。しかしながら、卸問屋にしましては、

清里町が直接卸すということは、それだけ取扱い量が減るわけでございますので、なかなか了承

を得られなかったような状況が続いていたようでございますが、この３月に了解が得られました

ので、物も直接行く、料金も直接行くという形で、少しでも地元が有利になるような形で進めて

まいりたいということで、この４月１日から実施できるようになったところでございます。 

 

○勝又委員 

 ３月にということがわかったんですけども、そうしたら、先ほど言われていた価格に関しては、

もう北酒連の了解が取れたとなると、価格の設定は飽和状態で小売業がおそらく町の中で、ここ

の店は安くて、ここは高かったという話にはならないと思いますけども、当然、そういう部分で

は、安い状態で飲めなければ。 

 

○産業課長 

 清里焼酎工場から直接清里の小売店に行きますので、卸価格はどこの店でも同じ価格で入りま

す。今まではシュレン国分や北酒連を通じていたために、取扱い量によって若干の仕入れ値がそ

れぞれの店によって違っていたと聞いておりますが、４月１日以降は清里町の酒屋店においては、

全て同じ金額で卸されているということになります。 

 

○加藤委員 

 関連なんですが、基本的に今までもそうなんですが、焼酎は工場が全部をやって行くというパ

ターンなんだと思います。町内に関しては価格を卸までにした。あるいはもう少し下げる努力、

あるいはその辺は話し合いや内容によるんですが、地場産の関係なんで、清里の小売店は逆に工

場まで取りに来てもらうだとか、いろんな形の中からコストも考えて、そこはいろんなことの工

夫も是非考えて、小売店も清里で造ったやつだから持って来いという姿勢じゃなくて、そういう

環境の中でなったわけだから、焼酎工場に取りに行くということも一つの方法。そして尚かつ、

その経費の部分でのお互いのコストをさらに考える。こういういろんな部分もやっぱり踏み込ん

で行った方が良いと思うので。これは相手があることですけども、十分に検討されていただきた

いと思います。 
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○焼酎Ｇ主幹 

 ただ今のご質問の運賃の関係でございますが、確かに卸業者との取引の中では、卸業者の指定

する各支店までの運賃はメーカー持ちというのが、業界のルールでございますが、町内になりま

すと確かにほとんど経費はかからないという面がございますので、そういった面についても、今

後検討させていただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 ほとんどかからないと言う表現は、要するに臨時であろうと職員であろうと、配達するのには

時間がかかるのですから、かからないと言う表現の説明はちょっと納得いかないな。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 失礼しました。訂正させていただきます。他の地域の卸に送るよりも、少ない経費で済むとい

うことでございます。 

 

○澤田副委員長 

 小売店は何店舗ぐらいあるんですか。清里に。 

 

○産業課長 

 緑清荘の売店の方が許可を申請中でありますので、そこが加わりますと８店になる予定でござ

います。現在７店で、緑清荘の販売免許がおりますと８店になります。 

 

○澤田副委員長 

 ちなみに浪漫倶楽部で卸問屋に卸すのと、直接卸すその差はどれぐらいあるんですか。 

 

○産業課長 

 浪漫倶楽部で工場卸価格は７９０円です。卸問屋を通じて小売店におりてくる金額は８８０円

ぐらいではないかと聞いておりますが、先ほども申し上げましたとおり、店の取扱い量によって

若干差があると聞いております。それにしましても１０％ぐらいの金額を卸問屋がマージンとし

て取っているのではなかろうかと思っております。１００円ぐらい卸問屋がマージンとして取っ

ていると思われます。 

 

○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 

 それでは、これで産業課終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは次、２番目の道外所管事務調査ということでありますが、先ほど総務文教委員長の方
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から協議をされました。現在はどこと決まっていませんので、今後、常任委員会で局長を含めて

これからやっていくということでございますので、それでよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○村島委員長 

 そういうことにいたしますので、ご理解お願いします。 

 次回委員会について、事務局お願いします。 

 

○事務局長 

 先ほどもご連絡申し上げましたが、５月８日の臨時会の後に、道外視察を含めた委員会の開催

をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 ４番、その他。 

 

○事務局長 

 今の産業課の件で、④の口頭で説明のありました商工会の要望については、次回の委員会で成

案が出るということで、皆さん、頭に入れておいていただきたいと思います。 

 それから、本委員会が終わった後に、総務文教常任委員会に戻っていただいて、総務課長の方

で検討結果が出たということですので、よろしくお願いします。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第８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４２分） 


