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第２回産業福祉常任委員会会議録 

平成２５年 ２月２５日（月） 

    開 会     午後 １時００分 

    閉 会     午後 ５時０８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 

 ●産業課 

  ①パパスランド農産加工施設等管理業務委託事業者について 

  ②町有林管理計画（案）について 

  ③町有林野基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例 

  ④町有林立木売払要綱の制定について 

  ⑤パパスランド設置条例の廃止について 

  ⑥農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例の制定について 

  ⑦町民活動施設設置条例の制定について 

  ⑧パパスランド建設工事の進捗状況について 

  ⑨平成２４年度補正予算事業（緊急経済対策）要望について 

  ⑩平成２５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 

  ⑪清里焼酎の販売促進活動について 

  ⑫平成２４年度焼酎事業特別会計補正予算（第３号）について 

  ⑬平成２５年度焼酎事業特別会計予算について 

 ●町民課 

  ①清里町暴力団の排除の推進に関する条例の制定について 

  ②清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

  ③清里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例の一部改正について 

  ④清里町母子保健法施行細則について 

  ⑤清里町まちづくり対話懇談会実施要綱について 

  ⑥第二期国民健康保険特定健診等実施計画について 

  ⑦平成２５年度税制改正（国民健康保険税）の概要について 

  ⑧平成２４年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

  ⑨平成２４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 

  ⑩平成２４年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

  ⑪平成２５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 

  ⑫平成２５年度国民健康保険事業特別会計予算について 

  ⑬平成２５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清里町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定

に関する基準を定める条例の制定について 
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  ②清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定について 

  ③清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の制定について 

  ④清里町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

  ⑤清里町福祉医療従事者人材確保補助要綱の一部改正について 

  ⑥平成２４年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

  ⑦平成２５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 

  ⑧平成２５年度介護保険事業特別会計予算について 

  ⑨診療所の使用貸借の継続について 

 ●建設課 

  ①清里町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定について 

  ②清里町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について 

  ③清里町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について 

  ④清里町営住宅条例の一部改正について 

  ⑤清里町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について 

  ⑥布設工事監督者が監督業務を行う簡易水道の布設工事等を定める条例の制定について 

  ⑦平成２４年度一般会計補正予算（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補正予算（第３号）について 

  ⑨平成２４年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について 

  ⑩平成２５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 

  ⑪平成２５年度簡易水道事業特別会計予算について 

  ⑫平成２５年度農業集落排水事業特別会計予算について 

２．意見書の検討について 

  ①安心できる介護制度の実現を求める意見書（案） 

３．次回委員会の開催について 

４．その他 

 

 

○出席委員（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 
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○説明のため出席した者の職氏名 

 ■産業課長       斉藤 敏美    ■農業Ｇ総括主査    武山 雄一 

 ■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 北川  実 

 ■焼酎Ｇ主幹      松浦  聡 

 ■町民課長       澤本 正弘    ■税務・収納Ｇ主幹   鈴木  敏 

 ■町民生活Ｇ総括主査  清水 英勝 

 ■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  進藤 和久    ■福祉介護Ｇ主査    水尾 和広 

 ■建設課長       古谷 一夫    ■建設管理Ｇ総括主査  清田 憲宏 

 ■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主幹 岡崎  亨    ■上下水道・公住Ｇ主査 荒  一喜 

 

  

○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 

 町からの協議・報告事項について、産業課より１件ずつ説明願います。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項１３件について、協議・報告をさせていただきたいと思います。 

 １点目のパパスランド農産加工施設等管理業務委託事業者についてでございます。１ページを

お開き願います。 

 本件につきましては、先般、総務文教・産業福祉両常任委員長から町長に対しまして、話題提

供として資料をいただいていた案件でございます。本件は平成２３年８月の委員会以降、管理の

運営方法並びに改修計画などについて、度々説明してまいりましたが、説明期間が長期にわたり、

また最後の説明をしてから長い時間を経ていることなど、議員の皆様に十分理解されていない中

で、１月１５日付で業務委託者の募集を行ったことにつきましては、説明が不足していたものと、

深く反省している次第でございます。募集につきましては、新年度の業務を円滑に進めてまいり

たいという思いから行ったものでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 それでは、今まで議会に対しまして説明してきた内容について、報告させていただきます。 

 １点目、当初の説明では、施設機器・加工等について指導のできる職員配置も考えるとのこと



 

- 4 - 

ではなかったか、というご質問についてでありますが、職員については、管理人１名を常勤パー

トで、施設清掃員１名、パークゴルフ場管理１名については時短パートで配置し、管理人につい

ては食品衛生管理者などの資格取得者に限定しないことを説明してまいりました。また、常勤の

管理人を配置することで、加工の指導は難しいと思っておりますが、施設機器などの取扱説明な

どについては今までよりも充実するものと期待できる旨を説明してきたところでございます。 

 ２点目、１月１５日付のお知らせ版で既に募集事務が進んでいる状況での協議説明の意図は、

ということでございますが、改修後の施設管理費並びに職員の配置については説明をしていたこ

とから、この度、新年度の業務委託に向けて円滑に進めてまいりたいとの思いから、１月１５日

付で募集を行ったものでございますので、ご理解を願いたいと思います。今回の協議説明の意図

でありますが、改めまして施設管理費の総額に占める業務委託費等について説明をさせていただ

いたものでございます。 

 ３点目、当該施設の管理運営、機能等についての正式な協議説明はなされていない、というご

質問でございますが、昨年８月の委員会において、当施設は業務委託により管理運営を行うこと

について説明させていただいております。また、翌９月の委員会において、パパスランド管理運

営方法の説明に併せて、加工室等施設の改修後の管理運営費についての説明をさせていただきま

した。加工室の機能については、今まで通りに加工体験施設として改修することを説明してきた

ところでございます。改修にあたり、製造許可が得られる衛生設備を備えた施設として保健所と

協議してまいりますが、町としては製造許可申請は行わないことも説明してまいりました。管理

人につきましては、食品衛生管理者などの資格取得者に限定しないことも説明してきております。

さらには改修計画については図面などを提出し、説明してきております。 

 しかしながら、説明から長時間を経ているということもありまして、議員の皆さんに十分理解

されていなかったことについては、説明が足りなかったものと反省しているところでございます。

以上、１点目の説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、①について、前回の委員会のことに対しての説明がありました。何かございませんか。 

 

○澤田副委員長 

 管理人の募集をして、もう決まったのですか。 

 

○産業課長 

 応募につきましては、２月１日～２月２０までの期間で募集をしておりましたところ、２事業

者から応募がありました。まだ決定はしておりません。これから協議をして決めていきたいと思

っております。 

 

○勝又委員 

 今、管理者について、食品衛生管理の資格取得者に限定しないということなのですが、製造許

可が得られた場合には、もしかするとそういう資格を有しないとだめだよということにはならな

いのですか。 
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○産業課長 

 施設の改修にあたりまして、製造許可が得られる衛生設備を整える改修を行うものでございま

して、だからといって、町としては食品衛生管理者を置くということではありません。改修にあ

たって、それなりに衛生設備を整えた施設として保健所を協議をして進めてまいるということで、

ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員 

 そういう設備をした時に、保健所との協議はありますが、食品衛生管理の資格を有している者

を置かないとだめだよとなった時には、人を替えるということなのか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 ただ今、勝又委員から言われたとおりなのですが、町としては製造許可申請自体を行いません。

ただ、それに見合うだけの施設にしますということで、前の常任委員会でもお話させていただい

たのですが、図面ができた段階で保健所に行きまして、手洗いの関係ですとか、その辺の説明を

して、許可までは取らないですがそれに対応する施設ですということで、保健所の担当からは答

えをいただいておりますが、町が製造許可を今現在は取るような形にしておりませんので、食品

衛生管理者の資格は発生してこないものであります。 

 

○勝又委員 

 その設備を使って作った物を商品として販売するといった時には、それをやる人自体が食品衛

生管理者の資格を持ってやっていくという形でないとまずいよということになるんですね。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 もしも、営業行為が発生してくる場合についてはそのような形になりますが、今のところは営

業行為をさせる施設ではなく、町民の方々が自分たちの趣味の延長と申しますか、味噌とか豆腐

とかを作るという施設でありますので、町としては営業行為は考えていない形をとっております。 

 

○勝又委員 

 そうなると、保健所と協議してという部分は矛盾してくるんじゃないですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 衛生管理上の関係で、一応保健所にそれに見合うような施設ということで、１回図面を見せて

おりますので、ご理解願います。 

 

○田中委員 

 この農産加工施設は今年取壊しになるんだけども、使用についてはどういう形になっているの

か。その間は休むのか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 ただ今のご質問ですが、前回の常任委員会において、３月いっぱいをもって施設は休止いたし
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ますということでお話をさせていただいたのですが、事業者の方から町に対して、工事が始まる

前まで何とか使用させていただきたいという陳情が挙がってきております。それで、現実的には

当初予算議決後の話になりますが、もし議決になった場合は、工事の発注等、公共事業について

は早期発注を目指しておりますので、一番早い段階だとしても４月の入札でやって工事業者が決

まったとして、５月の連休明けからのスタートが一番早い段階かなと思っておりますので、町に

対して使用の要望がきておりますので、４月２５日くらいまでは利用可能ということでお答えし

て、４月中には個人で持ってきている物などをそこで使用している部分もありますので、全てを

持ち帰っていただくという形を考えております。ですから、４月については利用を許可しようか

なと考えておりますし、工事につきましては９月または１０月まで、工事の発注時期によって変

わってきますので、それまでの間は加工室、インドアプレイグランドにつきましては休館となり

ますが、パークゴルフ場の管理も一緒に考えておりますので、その点については管理人も置いて

実施していくということですので、加工室については１０月、１１月頃まで休館となりますので、

ご理解いただきたいと思います。 

 

○田中委員 

 陶芸だとかも同じですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 利用団体の方から言ってきたのは陶芸がメインだったものですから、陶芸についても４月いっ

ぱいまでで、その後は１０月か１１月以降ということになります。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。よろしいですね。それでは、②の町有林管理計画（案）について、説明願

います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 それでは、町有林管理計画についてご説明いたします。 

 町有林管理計画でありますが、前回の委員会で説明させていただきましたが、その後の内容の

変更はありません。今回は別表を添付させていただきましたので、その部分の説明をいたします。 

 別冊資料１の後ろから５枚目になります。別表１の林小班一覧であります。こちらにつきまし

ては、清里町有林の全９８小班、２９４．９ヘクタールの一覧で、面積、樹種、林齢が記載され

ております。 

 ２枚めくっていただき、別表２、平成２１年度～平成２４年度までの施業実施の計画・実績と

なっております。こちらについては集計表でありまして、それぞれの年度の集計となっておりま

す。次のページからがそれぞれの年度の詳細として、執行対比やなぜできなかったのかという内

容などが記載されております。これが実績の伐採ということになりまして、前回の資料に添付で

きませんでしたので、今回の説明となりました。以上で終わります。 

 

○村島委員長 

 ②について、何かありませんか。 
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（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは次に移ります。③について説明願います。 

 

○産業課長 

 ③の町有林野基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例について、２ペー

ジ～８ページで説明いたしますので、まず５ページをお開きください。 

 本件につきましては、ただ今提案協議いたしました清里町有林管理計画の見直しが行われたこ

とによりまして、町有林の所在及び面積が変更されること、並びに過去において学校営繕林の一

部が町有林に返納されていることに伴い、町有林野基金の設置、管理及び処分に関する条例第２

条第１号中、別表第１の町有林、並びに第２号中、別表第２の学校営繕林の所在及び面積につい

て改めるものであります。２ページをお開きください。表の左側が改正前、右側が改正後となっ

ており、変更部分をアンダーラインで示しております。別表第１、改正前の「面積（㎡）」を「面

積（ha）」に改め、改正前の「清里町字江南８０８番地」～「清里町字清泉２５９番地」までの

６筆を削除し、改正後において「清里町字向陽３２６番地の内」～「斜里町字来運１９４番地の

内」までの２９筆を加えるものです。４ページをお開きください。別表第２、改正前の「所在地」

並びに「面積（㎡）」を、改正後において「所在」並びに「面積（ha）」に改め、改正前の清里

小学校の５筆、江南小学校の３筆、清里中学校の１筆を削除し、光岳小学校の「清里町札弦町２

７８番地」、面積「１７８,７４１㎡」を、「清里町札弦町２７８番地の内」、面積「１７．８４

ha」に改めるものであります。 

 なお、改正後の条例は、附則において公布の日から施行するものです。 

 次の５ページ～８ページは、改正後の条例の全文となっておりますので、説明は省略させてい

ただきます。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今説明がありました③について、何かありませんか。 

 

○前中委員 

 この改正前と改正後の中で、地番の斜里町来運の土地が出てきているのですが、これは従来は

出ていなかったと言うか、どのような形で今このようにしたのか、説明願います。 

 

○産業課長 

 町有林野基金の関係につきましては、改正がしばらくされていないところでございまして、実

は斜里町字来運の土地につきましては、以前からあったものでございますが、基金条例に載って

いなかったということでございます。それで、町有林管理計画の見直しが近い内に行われるとい

うことで、その時に町有林全体の地番や面積が示されるので、その時に合わせて条例を改正して

いこうということで、改正が遅れていたものでございまして、この来運の土地についても以前か

らあった土地でありますので、ご理解をいただきたいと思います。今回、町有林管理計画の見直

しに伴いまして、地番、面積等が明確に見直されましたので、それに基づきまして基金条例につ

いても改正したということで、ご理解を賜りたいと思います。 
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○前中委員 

 漏れていたので、今回の改正に合わせて提示したということなのですが、改正前に把握してい

たとなると、以前から来運の山林は基金の中にあったということで捉えて間違いないですね。 

 

○産業課長 

 改正が遅れていたことは紛れもない事実でございますが、先ほどもご説明したとおり、改正前

の条例では６筆しかなかったわけでございます。それが他にもあることは確認しておりましたが、

今回の見直しで明確になりましたので、今回の町有林管理計画に合わせて改正をさせていただく

ものでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○前中委員 

 一言言わせていただければ、資産管理が適正ではなかったということだけ、言いたいと思いま

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 

 では、次に④について説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 それでは、④の町有林立木売払要綱の制定について、ご説明いたします。９ページをお開きく

ださい。 

 清里町有林立木売払要綱（案）につきましては、町有林の立木売払について全木調査、１本ず

つの調査を実施し、立木を売払うための内容を定めるものであります。策定にあたりましては、

法令、財務規則、その他規定により行うこととなります。この要綱によりまして、入札者につい

ては原則として買受金を入札することになっております。 

 それでは、詳細の内容について、１０ページをお開きください。まず、第１条については、こ

の要綱の趣旨であります。他の法令を順守し売払いの事項となっております。第２条については、

売払いの方法として指名業者の基準を定めております。第３条については、売払立木の数量とし

て積算の方法を定めております。こちらによりまして毎木調査、材積の換算の仕方等を記載して

おります。第４条については、設計の価格の設定であります。価格については市況等を確認し算

出することが記載されております。第５条については、売払立木の確認についてでありまして、

第６条については入札の方法について定めております。第７条については、不適正は事象に対す

る対応でありまして、最後の第８条については、その他必要な事項は町長が別に定めることを記

載しております。 

 この要綱で言います立木については、山林に生えている山の木、そのまままだ立っているもの

でありまして、皆伐等を実施する場合については、通常の財産売払と同様の取扱いとなると考え

ております。以上で終わります。 
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○村島委員長 

 ④について説明がありました。これについて何かありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 ないようですので、次に⑤について説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは、パパスランド設置条例の廃止について、ご説明いたします。１２ページをお開きく

ださい。廃止の理由につきましては、パパスランドの新設に伴いまして、現行のパパスランドを

町民活動施設とするため、現設置条例を廃止するものであります。廃止内容は全部廃止であり、

施行期日は平成２５年４月１日となっております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 只今、⑤について説明がありました。何かありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 ないようですので、次に⑥について説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例の制定について、ご説明いたします。１３ページ

をお開きください。制定の理由、内容につきましては、パパスランドの新設に伴い施設管理・運

営方法等に関する条文化で、施行期日は平成２５年４月１日となっております。 

 条文内容を説明いたしますので、１４ページをお開きください。第１条の目的につきましては、

本町の基幹産業である農業や異業種連携による農畜産品加工による、地産地消・安心安全な地元

農畜産物等の直売・食材提供及び災害時の避難所・一時待避所並びに地域住民の健康増進・コミ

ュニケーションの促進施設として本施設を設置し、管理・その他について必要な事項を定めるこ

ととなっております。第２条は施設の名称及び位置となっており、施設名をパパスランド、位置

を清里町字神威１０７１番地４とします。第３条の施設の管理運営につきましては、施設の管理

運営に必要な事務を処理する職員を置くこととしております。第４条は施設の休館日及び開館時

間を定めたものであり、町長が必要と認めたときは、休館日を定めることができる規定としてお

ります。また、第２項では開館時間を午前９時から午後９時までとし、温泉施設については午前

１０時とし、現行パパスランドとの変更はありません。第５条は施設使用の許可で、指定管理者

以外の者には施設使用の許可を行わないものとしております。但し、イベント等で町長または指

定管理者の要請で実施する場合は除くこととしております。１５ページをお開きください。第６

条は温泉入湯料の徴収に関する規定で、入湯料の額は現行パパスランドと変更ありません。第７

条は減免規定となっており、特別の事情があると認めるときは、入湯料の全部または一部を減免

できる規定を設けております。第８条は指定管理者による施設の管理について、地方自治法の規

定により指定管理者に管理を行わせることができることとしており、第２項で施設の休館日、開

館時間の変更は町長の承認を得てできる規定としております。第３項は指定管理者により施設の
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管理を行わせる場合、本条例第６条及び第７条の「町長」を「指定管理者」に読み替えるものと

しております。第４項は入湯料は指定管理者の収入とすることとしております。第５項は別表で

定めた入湯料の範囲で、指定管理者が町長の承認を得て定めることとしております。第９条は指

定管理者の業務内容の規定となっており、第１０条は指定管理者が施設の管理をしなくなったと

きに、施設の原状回復を行う規定、第１１条は守秘義務、第１２条は損害賠償、第１３条は免責

事項、第１４条は委任事項、附則は施行期日の記載となっております。 

 １７ページをお開きください。別表につきましては入湯料の記載となっております。以上で説

明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑥について説明がございました。何かございませんか。 

 

○勝又委員 

 ここにある原状回復について、備品の関係についてお聞きしたのですが、今現存している備品

は、原状回復時には同じような形で物は変わったとしても返してもらうという条項になっている

のか。 

 

○産業課長 

 備品等につきましては、指定管理者との基本協定を結びます。その中において壊れたりした物

については現状の物と同等の物をもって原状回復するということで、基本協定を結んでいるとこ

ろでございます。 

 

○勝又委員 

 その備品には食器とか、そういう物も含まれるのですか。 

 

○産業課長 

 食器類も全て含んでおります。ガラスコップのような消耗品的な割れる物であっても、同じ数

は復元していただくということでの基本協定になっております。 

 

○前中委員 

 ちょっと関連するかもしれませんが、リスク条項と言うか、指定管理の中でどうしても議論し

なければならない部分なのですが、例えば光熱費の高騰だとか、今までそういう部分のリスク負

担というのは提示されていたのですが、今回も同じような形にはなっているのですが、その辺の

細部に対しての提示は、別表ででも出てくるのかどうか。 

 

○産業課長 

 ただ今提案しておりますのでは、新しくできる施設の設置条例でございまして、指定管理者と

のリスク条項などについては、指定管理者との基本協定書に基づいて詳しく条文化されておりま

すので、そちらで精査しているところでございます。 
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○澤田副委員長 

 休館日を定めることができるとなっているんですけども、具体的に今までみたいに週１回休み

とか、その辺の取り決めはあるのですか。 

 

○産業課長 

 休館日等は町長の承認を得て定めることができるとなっておりますが、指定管理者の募集の中

で、基本的に年中無休で行いたいという考えに立っておりますので、基本的にはそのような形で

進められると。今までのように毎週月曜日が定休日ということは、今後はなくなると考えており

ます。 

 

○田中委員 

 さっき勝又委員も言われていたんですけども、備品の破損だとか、そういう場合については賠

償しなければならないという契約なのですが、仮にこれが３年間の指定管理の契約で、別な指定

管理者に変わったときには、当初町で指定管理に渡した時の状態で終わってもらうという理解で

良いのか。指定管理で町の消耗品を消耗したから、パパスの会社で揃えて買ったと。そしていざ

指定管理が交代になった時に、これは私たちが買った物だからということにはならないのか。こ

の条文でいけば、原状回復ということになっているので、そういう場合も原状回復になると理解

して良いんですよね。 

 

○産業課長 

 ただ今提案しております設置条例の中では、第１０条で原状回復という部分がありますが、指

定管理者との契約につきましては、３年間なりの指定管理期間の最初に基本協定書を結びまして、

その協定書はもっと条文が多くて、いろんなことが載っております。その中できちっと整理され

ております。田中委員からもご質問がありましたように、消耗品などが壊れた場合の原状回復だ

とかも入っておりまして、その基本協定書に基づいて行われるということで、ご理解をいただき

たいと思います。 

 

○田中委員 

 それと、温泉入湯料のことについて、私も町民の方から言われたことがあるんですけども、年

間通じてほとんど毎日入りに行かれる方がいるそうなんですが、温泉が神経痛なのか、何に効く

のかわからないけども、病気にもすごく良くて通っているんだという話を聞くんですけども、そ

の時に年間毎日のように通う人だと１０万ぐらいかかるらしいんですよね。現状では回数券と１

回券となっているわけですが、年間パスポートのような物とか、そこら辺のことを議論されたこ

とがあるのか。もしされているのであれば、その結果はどうだったのか。 

 

○産業課長 

 入湯料を含めた使用料につきましては、温泉施設も緑清荘もあれば、緑の湯もありまして、さ

らにパークゴルフ場などの使用料関係、プラネットなどの施設使用料などもありますので、改正

する時は今考えているのは、全体的な見直しをした上で行ってはどうかという話をしているとこ

ろでございます。温泉入湯料の部分だけでお話をするならば、今お話がありましたように、１年
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間に何百回も入られる方から見れば、もう少し安い年間パスポートのような物があれば良いのか

もしれませんし、逆に他町村の温泉施設から比較すれば、清里の１回３８０円というのは決して

高い金額ではないということもありますので、どの辺りで改正していったら良いのかという部分

については、今後十分検討した上で、議会とも相談をしていきたいと思っております。 

 

○田中委員 

 この温泉施設も、やはり町民の憩いの場としての機能もあるわけで、人が入っても入らなくて

も温泉を管理していかなければならないわけですので、毎日入るような人もいますので、やはり

再度検討していただいて、みんなが負担のかからない、そういう方法を考えていただきたいなと

思うんですけども。 

 

○産業課長 

 十分検討させていただきまして、また委員会の方にも報告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、⑦について説明願います。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 町民活動施設設置条例の制定について、１８ページ～２１ページでご説明いたしますので、１

８ページをご覧ください。 

 制定の理由、内容につきましては、パパスランドの新設に伴い現行のパパスランドを町民活動

施設として位置付け、施設管理・運営方法等の実施に関する規定を条文化するものでございます。

施行期日を平成２５年４月１日としております。 

 １９ページをご覧ください。条文内容をご説明いたします。第１条は目的を規定しており、地

元農畜産物等の加工及び地域住民が実施する作品制作並びに健康増進の促進施設として、本施設

を設置し、管理その他について必要な事項を定めることとなっております。第２条は施設の名称

及び位置を規定し、名称を町民活動施設、位置は清里町字神威１０７１番地４とします。第３条

は施設の管理運営を規定しており、施設の管理運営に必要な事務を処理するために職員を置くこ

ととしております。第４条は施設の休館日及び開館時間を規定しており、町長が必要があると認

めたときは、休館日を定めることができることとしております。また、第２項では開館時間を午

前９時から午後９時までとし、第５条の施設使用許可がない場合は午後６時をもって閉館するこ

ととしております。第５条は施設の使用許可を規定しており、施設の使用者は町長の許可を受け

なければならないこととしております。第６条は施設の使用の制限について規定しており、町長

は施設の管理上必要があると認める場合は、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を

付けることができることとしております。また、第２項では町長が使用を許可しない条件につい

て、第１号～第３号まで規定しております。２０ページをご覧ください。第７条は施設の使用許

可の取り消し等を規定しており、施設の使用の許可を受けた者が第１号～第４号の条件に該当す
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ると認める場合は、町長はその許可を取消し、またはその使用を制限し、もしくは停止すること

ができることとしております。第８条は施設使用料を規定しており、施設の使用については、使

用者から使用料を徴収することとしております。また、第２項では使用料の額を別表で定めるこ

ととしております。第９条は施設使用料の減免を規定しており、町長は特別の事情があると認め

るときは、使用料の全部または一部を免除することができることとしております。第１０条は委

任事項を規定しており、附則は施行期日を定めております。 

 ２１ページをご覧ください。第８条の規定による別表において、部屋ごとの使用料を定めてお

ります。使用料金については現在の使用料金と同額となっております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑦について説明がございました。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、⑧について説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 パパスランド建設工事の進捗状況について、ご説明いたします。２５ページ目をお開き願いま

す。 

 パパスランド建設工事につきましては、平成２４年６月１８日に入札を執行し、建築主体、機

械設備、電気設備の３つの工事で記載の業者と議会の議決を経て契約を締結しております。１月

２８日開催の本常任委員会で、３月８日の工期完成に向けて契約業者が努力されている旨の説明

をしたところでしたが、２月７日に契約業者より工期変更の請求が出されました。建築主体の工

期変更請求の理由につきましては、鉄筋型枠技能者の減少と東日本大震災の復興に作業員が必要

とされ、作業員の確保が困難であったことと、１２月の季節外れの大雪による施工が不可能だっ

た日が多かったため、遅延となった旨の理由となっております。機械設備、電気設備につきまし

ては、建築主体が遅れたことにより施工ができなかったことが、請求理由となっております。こ

れを受け、建設課監督員と現場責任者で打合せ、協議を行い、３月２２日まで工期延長の変更契

約を行っております。 

 今後の予定といたしましては、３月２５日、２６日にかけて備品納入を行い、３月２７日～３

月３１日まで運転指導を実施、４月１日を指定管理者の施設調整日として、温泉入浴及び売店に

ついては４月２日をオープン、レストランについては４月８日オープンとし、レストランオープ

ン日に町主催の落成式を内覧会形式により実施したく、平成２５年度予算に費用を計上いたしま

す。 

 なお、本格的な落成式は、平成２５年度施工の外構工事終了後に実施するよう、指定管理者と

も協議してまいりたいと考えております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑧について説明がございました。何かございませんか。 

 

○前中委員 
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 工期が遅れたのは、近くで見ているのでわかるのですが、やはり請求理由のとおりかなり雪も

多くて、土日も電気を付けながらやっているのを僕も見ています。年前もかなり雪が多くて大変

だという話も聞いています。そのような中で工期も近づいて、屋根もふき上がっているのかなと

思います。その中でちょっと思ったんですけども、この落成式の日は小学校などの入学式と重な

ったりしないんでしょうか。僕も確認していないんですけども、この辺は大丈夫なんでしょうか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 ８日が月曜日だったのと大安だったので、この日を予定として入れさせていただいたのですが、

教育委員会にも確認させていただいて、実施日については町の方で協議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 

 では、次に進みます。⑨について説明願います。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは、平成２４年度補正予算事業（緊急経済対策）要望について、２３ページでご説明申

し上げます。 

 １点目は、農業水利施設保全合理化事業（管理省力化施設整備事業）であります。この事業に

つきましては、国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会で管理している緑ダムの付帯施設

の更新を、今回の国の平成２４年度補正予算を用いて行うものであります。事業実施内容は、用

水管理システム、放流警報、テレメーター設備他一式を５億円で実施するもので、国の補助率は

５３％、２億６,５００万円が補助されます。地元負担は事業費の４７％の２億３,５００万円とな

り、斜網地域維持管理協議会で定める負担割合に基づき、１市４町の負担額を算出しております。

清里町については負担割合２３．９％、５,６１６万５千円であり、平成２４年度一般会計３月補

正予算で計上します。 

 なお、国で定める元気臨時交付金及び補正予算債の制度詳細が未確定のため、財源については

全額一般財源で予算計上することとしておりますが、元気臨時交付金及び補正予算債を活用し、

財源の確保に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

 ２点目は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業であります。町の基幹作物であります

でん粉原料用馬鈴薯を加工するでん粉工場にデカンター液を液肥として処理する深層曝気処理施

設を、今回の国の平成２４年度補正予算を用いて整備するものです。事業実施内容は、深層曝気

処理設備、直径１．５メートル、深さ５２メートルの設備を３基、処理液貯留槽造成及び付帯機

器の整備について、事業費３億３千万円で清里町農業協同組合が実施するもので、国の補助率は

５０％、１億６,５００万円が交付されるものです。 

 なお、平成２１年度から実施しております現在の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金活性

化計画とは別に、平成２４年度～平成２６年度で交流人口の増加、でん粉原料用じゃがいもの作

付増加及びじゃがいもでん粉の販売量の増加を目的として、新規地区として活性化計画を事業採
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択に向け、農林水産省に申請中であります。国の予算成立及び農林水産省の内示等のスケジュー

ルから、追加提案となる見通しでありますので、ご理解賜りますようお願いいたします。以上で

説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑨について説明がございました。何かご質問はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 なければ、次に進みます。⑩について説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 平成２５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、ご説明いたします。

２４ページ目をお開き願います。なお、商工観光・林政Ｇ所管分を私が説明した後、農業Ｇ所管

分を武山総括主査がご説明いたします。 

 はじめに、総務費・町有林管理費につきましては、先に北川主査より説明がありました、町有

林管理計画に基づき、計画的に伐採・植林・保育を実施する費用７５１万６千円を、道支出金で

１７１万８千円、その他財源で５７６万３千円、一般財源で３万５千円を計上しております。な

お、平成２５年度より先に説明した清里町有林売払要綱に基づき、毎木調査により材積を求め、

入札による売払いを行ってまいります。 

 次に庭園のまちづくり事業につきましては、所管の企画財政Ｇから常任委員会に全体構想の説

明がされているところでありますが、商工観光・林政Ｇ所管事業をご説明いたします。ふるさと

の森づくり事業につきましては、継続されている植樹祭を実施するとともに、平成２０年度～２

２年度までの３年間、町民の皆様及び小中学生が旧１６号スキー場跡地に植樹した桜が少しずつ

ですが開花してきましたので、町民憩いの場としての公園整備を実施する費用として、測量設計

業務で２４０万円を計上しております。また近年、テレビ・雑誌等で取り上げられ、年間６万５

千人以上が訪れる神の子池について、池の荒廃が顕著になってきているため、環境保全の観点か

ら今後、木道整備等に向けた検討段階にきており、前段に希少動植物調査の環境アセスメントを

実施する費用として２９４万円を計上しております。次に、平成１３年度から町民と行政のパー

トナーシップにより実施している花と緑のまちづくり事業につきまして、昨年と同規模の植栽を

実施し、街並みを花で飾ってまいります。次に交流事業につきましては、埼玉県鶴ヶ島市産業ま

つりに引き続き参加し、都市農村交流を図ってまいります。なお、本町において実施している鶴

ヶ島広報クイズについて、１方向の事業となっておりましたが、平成２５年度より本町広報でも

鶴ヶ島クイズを実施するよう、総務課企画財政Ｇと実施に向けた協議に入ることとなっておりま

す。この他年３回実施しておりますウォーキング事業を合わせた費用１,４７５万３千円を、その

他財源で５万円、一般財源で１,４７０万３千円計上しております。 

 ２６ページ目をお開き願います。次に農林水産業費・林業緊急対策事業につきましては、木材

価格及び需要の低迷や輸入材との競合により、林業者は大きな打撃を受けていることから、昨年

に引き続き清里地区林産協同組合に４８万円を補助するとともに、長期就労促進事業補助３２万

円、林業労働者退職金共済制度事業補助１９８万８千円、製材流通経費補助１,５００万円を、要

綱改正を実施し３年間延長して実施してまいります。総事業費につきましては１,７７８万８千円
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を一般財源で計上いたします。 

 次に商工費・商工振興事業費補助につきましては、商工会の実施する各種事業について、昨年

に引き続き補助を行ってまいります。なお、平成２５年度から商品券事業に係る補助の拡充を図

り、町内消費者の町外流出や町外者の購買増を図ってまいります。総合振興事業の町民カレンダ

ー作成事業２５万円、じゃがいも踊り３０万円、花緑交流事業５０万円、イルミネーション事業

４０万円、商業観光対策事業のきよさとにぎわいまつり事業８５万円、商品券事業５００万円、

特産品の夕べ事業３０万円、中央商店街協同組合教育情報事業４０万円の、総額８００万円を一

般財源で計上しております。２７ページ目をお開き願います。 

 次に地域経済振興事業につきましては、店舗出店等支援交付金及び住宅リフォーム促進補助要

綱が平成２５年度まで、店舗改修事業補助要綱が平成２６年度までとなっており、平成２４年度

に引き続き店舗出店等支援交付金３件分・９００万円、住宅リフォーム促進補助が３０件・９０

０万円、店舗改修事業補助が１０件・５００万円の、総額２,３００万円を一般財源で計上してお

ります。なお、各要項が時限要綱となっていることから、制度を終了または継続もしくは新制度

を制定するかは、今後常任委員会で協議してまいりたいと考えております。 

 次に中小企業融資貸付制度補助ですが、議会一般質問で町長も答弁しているとおり、拡充を実

施し３１５万円を一般財源で計上いたします。なお、要綱改正による拡充内容は、１月２８日開

催の本常任委員会で説明し了承をいただいておりますので、説明は省略させていただきます。 

 次に商工会補助につきましては、商工会職員の人件費を含む経営改善普及事業及び地域振興事

業を合わせ、１,０３１万２千円を一般財源で計上しております。２８ページ目をお開き願います。 

 次に地域イベント支援事業につきましては、みどりのフェスティバル、ふるさと産業まつり、

ウインターフェスティバルに係る経費６７６万３千円を一般財源で計上しております。なお、平

成２５年は清里町１１５年・開町７０年の節目の年となりますので、冠を付けステージ事業の拡

充を図り、昨年度まで歌謡ショーだけでしたが、漫才等のお笑いを実施していきたいと考えてお

ります。また、会場につきましては、緑ヶ丘公園ではなく、学習センター横のモトエカ広場での

開催を現在検討しており、産業まつりの出店関係者についても役場からお願いするのではなく、

町外からの出店も視野に入れながら、自ら出店される方に出店していただけるよう、今年１年実

行委員会内で協議を行っていきたいと考えております。 

 次にパパスランド整備事業（外構整備）につきましては、４月よりオープンするパパスランド

の外構工事について、整備費用８,２８３万５千円を道支出金１,０３０万円、地方債６,２２０万円、

一般財源１,０３３万５千円で計上しております。なお、１１月２０日開催の本常任委員会で実施

設計後の図面により説明してきているところでありますが、費用面及び駐車場入口の間口等を利

便性向上のため拡幅しましたので、変更になっている箇所がございます。大きくは２点の変更で、

１点目は普通乗用車の駐車台数を１００台から９５台に変更しております。２点目はパーゴラの

設置を取りやめ、イベント等は従来同様テント設営で実施するようにしております。 

 次に観光協会補助事業につきましては、本町の観光振興を図る、特定非営利活動法人きよさと

観光協会に対する運営費補助２１３万円を一般財源で計上しております。補助内容としましては、

各種事業費に係る経費８０万円、関連団体負担金２カ所で３７万円、事務局長人件費９６万円と

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、３カ所の温泉施設に係る指定管理業務費用を、緑

清荘については委託料なし、パパスランドについては１,１５０万円、緑の湯については４６５万
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円を、債務負担行為の設定により計上しております。なお、温泉施設の維持管理につきましては、

緑清荘温泉施設の排煙装置が破損しましたので修理に係る費用６５万円を計上しております。緑

温泉揚湯試験業務については、建設以来１３年間継続して温泉を汲み上げているため水位及び汲

上げ量が不足しており、本町の温泉ボーリングでアドバイスをいただいている北海道地質研究所

に問い合わせたところ、今後の方向性を検討する上で揚湯試験が必要との回答をいただきました

ので、調査費用４６９万４千円を計上しております。２９ページ目をお開き願います。 

 次にオートキャンプ場・江南パークゴルフ場管理運営事業につきましては、町営で実施してい

るオートキャンプ場及び江南パークゴルフ場の運営経費１,２５０万４千円を、その他財源５４３

万５千円、一般財源７０６万９千円で計上しております。なお、参考までに各施設の利用状況を

起債しておりますが、特にキャンプ場利用者数は減少傾向にあります。本常任委員会でパパスラ

ンド駐車場での宿泊も指摘されておりますが、パパスランド外構整備において注意啓発看板を設

置する考えでおります。以上で、商工観光・林政Ｇ所管事業について説明を終わります。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 農業Ｇ所管事業についてご説明申し上げます。２５ページをご覧ください。 

 はじめに、農林水産業費・町民活動施設整備事業につきましては、旧パパスランド温泉施設及

びレストラン棟を解体するとともに、活動施設及びインドアプレイグランドを町民活動施設とし

て位置付け、改修整備するものでございます。温泉施設等解体工事２,６２６万１千円、町民活動

施設改修工事６,１２２万６千円、町民活動施設器具購入費２９４万５千円、合計９,０４３万２千

円を一般財源で計上しております。 

 次に町民活動施設管理業務委託につきましては、町民の体験活動及び健康増進を図るため、町

民活動施設及びパークゴルフ場の管理業務を委託するものでございます。費用２０５万２千円を、

その他財源で使用料として１０万円、一般財源１９５万２千円で計上しております。 

 次に農業振興事業につきましては、基幹産業である農業の健全な発展に寄与することを目的と

し、農作物の安定的生産を維持していくための施策や現状架台の解決に向けた取り組みに対し支

援策を講じるもので、畑作及び畜産それぞれの生産基盤の要となる土づくりや肉用牛の改良と牛

の健全育成を施策の重点とし、将来を見据えた農業経営及び生産基盤の確立を図るものでござい

ます。地力増進対策事業に９００万円、じゃがいも振興対策事業に６２０万円、畜産振興対策事

業に８０万円、農業農村元気づくり事業に５０万円、生産体制整備事業に１００万円、合わせて

１,７５０万円を一般財源で計上しております。なお、じゃがいも振興対策シストセンチュウ対策

として耕畜連携による圃場交換事業をモデル事業として実施するもので、畑作農家のシストセン

チュウ発生圃場で前年にじゃがいもを作付した圃場５ヘクタール以内を、畜産農家の圃場５ヘク

タール以内と交換耕作する畑作農家及び畜産農家を対象として、耕作面積１０アール当たり１千

円の奨励金を交付する事業を実施してまいりたいと考えております。 

 次に町営牧場整備事業につきましては、町営牧場の草地維持及び有刺鉄線の張替えを行い、適

正な管理運営を図るための費用、町営牧場追肥業務委託料１６０万２千円、有刺鉄線張替えの修

繕料１１９万７千円、合計２７９万９千円を一般財源で計上しております。以上で説明を終わり

ます。 

 

○村島委員長 
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 ただ今、⑩について説明がございました。何かございませんか。 

 

○池下委員 

 商工振興事業費補助と商工会補助事業の両方を合わせると、およそ２千万ぐらいあるんですけ

ども、毎年この商工振興事業費補助をやっていますが、町民カレンダー作成とかじゃがいも踊り

とか、いろんな事業がありますが、商工会の方からいろんな事業を立ち上げて提案してこれをや

りたいと言う話は今まであったのでしょうか。町の方からこういう事業をやるので補助事業とし

てお金を出しているんだけども、商工会からそういう事業提案というものはなかったのですか。 

 

○産業課長 

 商工振興事業の項目が何点か載っておりますが、これでいきますと商品券事業、きよさとにぎ

わいまつり事業などにつきましては、商工会の方からぜひやってほしいということで挙がってき

ている事業でございます。それから、じゃがいも踊りや特産品の夕べなどについても、これらの

事業をやることで街中に人が出てくることによって、商店街からも還元するという意味合いもあ

りまして、これらについても商工会の方から全面的に継続をいただいているものでございます。

ただ、中には町の方からお願いしてやってもらっているという部分も、花緑事業などについては

町の意向が強いのかなと思っているところでございますが、全体としては商工会の方からぜひこ

ういう事業をやってほしいということで、商工会長をはじめ、町長の所に要望に来ておりますの

で、お知らせをいたします。 

 

○池下委員 

 商工会も今、町の冷え込みが厳しくて、本当に大変だと思うんですよね。町も商工会に対して

補助しているというのは理解できるのですが、商工会という部署だけがこういうことを企画する

んじゃなく、やはりその現場の商工業者が本当に本音でいろんな話をした中で、自分たちは町に

対してこういうことをやりたいからと、本気でそういうふうにやっているのかなと。どうしても

事務的に商工会に任せきりという感じの部分が見えるので、本当に事業者たちが本音を言ってい

るのかなという部分に関して私は疑問があるので、ちょっと聞きたいと思ったのですが。 

 

○産業課長 

 商工会などからいろんな要望が挙がってくる前には、必ず理事会などを開いて、会員の意見を

集約した中で町に要望などを出していると、商工会の局長などからは伺っております。従いまし

て、商品券事業などについては、今回も確認しているのですが、商工会員の意向が十分反映され

たものとして町に要望が挙がってきているということで、理解しております。 

 

○池下委員 

 もう１点、それに関連していると思うのですが、この４月にパパスがオープンするんですけど

も、パパスがオープンすることによりうちの町に来町する人が増えると思うんですよね。それに

よって札弦パパスだけじゃなく、ありとあらゆる商工業者や温泉、そういういろんな部分で多少

なりとも経済効果が変わるのかなと思うんですけども、４月オープンまであと２ヶ月を切ってい

るわけなんですが、それに対するポスターとか宣伝ＰＲが私にはあまり見えてこないのですが、
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その辺、町及び商店街をひっくるめて、今の段階でどういうような流れになっているのか、ちょ

っとお聞きしたいのですが。 

 

○産業課長 

 先ほどパパスランドのオープン日程等も説明したとおり決まってきましたので、今後、広報や

お知らせなどで住民周知をしていきたいと思っております。また、外に向けてはチラシなどを作

りながらＰＲしていきたいと思っておりますし、また、新聞などにもいつオープンするというよ

うな記事を出していただくなどしながら、オープン後の交流人口の増加が図られるようにいろい

ろなメディアを使ってＰＲしてまいりたいと思っております。 

 

○池下委員 

 やはりそういうことは、オープンの期日がはっきり決まらないとなかなか難しいと思うんです

けども、工事の責任者とも十分話した上で決定して、すぐにＰＲしていかないと遅いと思うんで

すよね。４月８日オープンとなると実質１ヶ月ちょっとしかないわけですから、そういう宣伝Ｐ

Ｒに関しては１日でも早い方がより効果的ではないかと思いますので、ぜひ早急にやっていただ

きたいと思います。 

 

○勝又委員 

 パパスにパーゴラを設置しないということで、イベントは従来どおりテントでということなん

ですが、僕はパーゴラはお客さんのことも考えるとあった方が良かったんじゃないかなと思った

んですけども、取り止めた理由は何だったのですか。 

 

○産業課長 

 パパスランドの建築並びに外構も含めて、当初よりも事業費が膨らむ傾向にあったという中で、

当初はパーゴラなども付けたい、芝生の中には遊歩道みたいなものも整備したいという計画もあ

ったのですが、一部そのようなことで削らせていただいて、全体事業費を若干下げさせていただ

いたということがあります。また、駐車台数につきましては、大型車などが出る時のカーブなど

を広くするために、５台分ほど減らしております。 

 

○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 

 では、次に進みます。⑪の清里焼酎の販売促進活動について説明願います。 

 

○産業課長 

 続きまして、⑪の清里焼酎の販売促進活動について、３０ページでご説明いたしますのでお開

き願います。 

 １点目の、焼酎ブランドデザインについては、先般、両常任委員長から町長に対して話題提供

いただいていた関係でございます。キャップ、ラベル等のリニューアルの予算で、２５年度も同
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じデザイナーと、さらに１名増加する予算化がされようとしているが、その点について説明して

いただきたいという内容でございました。今までの経過を含めて詳細を説明させていただきたい

と思います。清里焼酎の瓶やラベル、キャップ、化粧箱等のリニューアルについては、平成２４

年度当初から焼酎事業所の担当職員において実施を進めてまいりましたが、焼酎の初歩的なデザ

インを素人が行うことの難しさを感じていたところに、清里町のまちづくりにアドバイスをいた

だいておりました江戸川大学の鈴木教授から、今日本で最も注目されている３人の若手デザイナ

ーの紹介があり、町は清里焼酎の総合的なデザインをお願いしたいとのことで、昨年９月の常任

委員会に焼酎特別会計の補正予算について協議をしていただき、その後の議会で議決をいただい

たものでございます。補正提案の内容につきましては、３人の若手デザイナーが２４年度中に３

回来町していただけるということで、実費弁償相当として１回１人１０万円、３人３回で９０万

円と１回目の時の謝礼として１人１０万円を３人分で３０万円、合わせて１２０万円を昨年９月

の定例議会で補正していただいたものでございます。なお、デザインの最終報告について、町は

２４年度中にお願いしたいということで申し入れていたところでありますが、デザイナーの方か

ら清里焼酎の総合的なデザインを行うためには、清里町の四季折々の景観や食べ物、文化、風土

など、清里町で暮らす幅広い職種、年代の方々と交流し、清里町のイメージや魅力をデザインに

反映していきたいので、２５年３月までの計画の提出については難しいと。そして、１回目の中

間報告を３月上旬に予定しているということを、昨年１２月の段階で報告があったものでござい

ます。３月１日～３日までプラネットで開催されるもので、最終報告は２５年１０月頃というこ

とでございます。先般、委員の皆さんにはチラシでご案内をさせていただいておりますが、ぜひ

ご参加いただき、デザイナーとの交流の中で、デザイナーがどんなことをイメージしているのか

を確認していただければありがたく思います。なお、これからの成果品の提出までの日程でござ

いますが、５月頃と８月頃に中間報告を行い、１０月頃に最終報告をするという予定で進めてい

ただいております。３月１日に来ますので、来町の際には再度確認をしていきたいと思っており

ます。また、３人の若手デザイナーをコーディネイトしているのが、江戸川大学の鈴木教授でご

ざいます。昨年は清里のまちづくりセミナーに合わせて来町されておりましたが、２５年度につ

きましては、デザイナーと同じような対応をしなければならないと考えております。従いまして、

１月の委員会で説明いたしましたが、実費弁償相当として１人１０万円で、鈴木教授を含めて４

人を３回分で１２０万円、合わせて最終報告書が挙がった段階で、ものにもよりますが、長く保

存できるように報告書の印刷経費として２０万円、総額１４０万円を２５年度当初予算に計上し

ていきたいということで、この後説明させていただきたいと思います。 

 ２点目以降につきましては、担当副所長より説明させたいと思います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 それでは、２の清里の水の販売価格の変更についてご説明いたします。現在販売しております

清里の水につきましては、他社の一般製品に比べますと割高なことから、製造原価を精査するこ

とにより購入しやすいワンコイン価格に変更し、販売を促進していきたいと考えております。現

行の希望価格１２０円を１００円に変更して、変更時期については４月１日を予定しております。 

 次に、３のミニ瓶の製作についてご説明いたします。物産展やイベントにおけるＰＲ用、また

卸業者、小売店、飲食店へのサンプル用としてミニ瓶を製作し、焼酎の販売促進を進めていきた

いと考えております。現在は飲酒運転等の関係もございまして、物産展やイベントではなかなか



 

- 21 - 

試飲していただくことが難しく、味見、試飲等がなければ販売に結び付かない部分がございます

ので、５０ミリ程度の小さい瓶をサンプルとしてお配りして、ご自宅で味見をしていただいて味

を知っていただき、購入に結び付けていければと考えております。中身についてはメイン商品の

浪漫倶楽部で、容量は試飲サンプル用ですので５０ミリリットル程度の小さい物を予定しており

ますが、この製品につきましては、販売についても検討してまいりたいと考えております。 

 次に、４の関東圏における販売促進活動についてご説明いたします。現在、関東で展開してお

ります大手食品スーパーのマックスバリュ関東２１店舗で、昨年から浪漫倶楽部を販売していた

だいております。そういったことから、大きな関東圏の消費地における焼酎販売促進活動を強化

していくために、マックスバリュ関東の担当者並びに卸業者と協議を進めて、マックスバリュ関

東のオリジナル商品開発について進めていきたいと考えております。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑪について説明がございました。何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 では、次に進みます。⑫の平成２４年度焼酎事業特別会計補正予算（第３号）について説明願

います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 それでは、３１ページの平成２４年度実行に伴います補正予算の内訳について、ご説明いたし

ます。歳入歳出金額の増減はございませんが、歳出の科目について変更がございますので、ご説

明申し上げます。 

 総務費については、３５万円増額いたします。内訳は給料が１千円、役務費４１万円、これは

通信運搬費３１万円と手数料１０万円でございます。負担金補助及び交付金が３万９千円の増額。

報償費については焼酎販売に係る報償費、北都千国会の事務局をされております(有)Ｉ．Ｐ．Ａ

に支出している部分ですが、こちらを１０万円減額させていただきます。最終予算額を２,９５２

万９千円とするものです。製造費については、３５万円を減額し、最終予算額を３,９３５万６千

円とするものです。賃金につきましては２５万円、原材料費１０万円をそれぞれ不用額として減

額してまいります。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ⑫について説明がございました。何かありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 ないようですので、次に⑬平成２５年度焼酎事業特別会計予算について説明願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 それでは、３２ページ～３４ページの平成２５年度予算について、ご説明いたします。 

 最初に３４ページをお開きください。製造販売計画からご説明いたします。２５年度の製造計

画は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、製品販売本
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数は焼酎製品７万８３０本、焼酎販売数量は５５キロリットルで計上しておりまして、販売金額

は６,７２０万円でございます。 

 ３２ページへお戻りください。予算の総括について歳入からご説明いたします。１款財産収入

については、前年度同額の６,７２０万円でございます。２款繰入金は前年度より４０６万４千円

の皆増で、これについては基金繰入金でございます。３款繰越金は前年度より５０万円増の１０

０万円であります。４款諸収入は前年度と同額の１万５千円であります。歳入合計の予算額は前

年度より４５６万５千円増額の７,２２８万円でございます。 

 次に歳出についてご説明いたします。１款総務費は３,０６８万４千円の予算額であり、前年度

より２７０万５千円の増額であります。人件費・報償費・旅費・賃金・役務費・委託料の増など

が主でございます。報償費につきましては、先ほど課長からご説明申し上げましたブランドデザ

インに係る報償費１２０万円を予算計上させていただいております。２款製造費は前年度より１

８５万９千円増額の４,１５６万５千円であります。需用費・原材料費・備品購入費の増が主であ

り、製造経費と瓶詰などに要する経費であります。なお、備品購入費につきましては、２５０リ

ットルの木樽１０本を予定させていただいております。３款公債費は前年度同額の３万円であり

ます。４款基金積立金は１千円の皆増であります。歳出合計は７,２２８万円でございます。 

 次に、３３ページの款別・性質別・節別予算分類表をご覧いただきたいと思います。人件費は

前年度と比較しまして２３万４千円の増でございますが、これについては定期昇給と共済費、退

職手当負担金等の負担率改定によるものでございます。物件費につきましては、前年度と比較し

て４３３万円の増でございますが、報償費・需用費等の増が主でございまして、製造経費及び瓶

詰め経費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 

 最後の案件ですが、⑬について説明がありました。何かありませんか。 

 

○前中委員 

 焼酎事業のデザインの一新等で、かなり予算が増となっていて、それについてはいろいろと議

論する部分もありますが、根幹はやはりいかに焼酎を売り込むかということが第一だと思います。

そんな中でちょっとわからなかったのですが、今現状のストレージタンク、貯蔵瓶における在庫

量というのは、製造量は２５キロで進む。そして販売は５５キロでという形で進んできた中で、

それで考えればかなり在庫も減少しているかなと思うんですけども、その点について説明願いま

す。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 ただ今、ご質問をいただきました焼酎の在庫の関係でございますが、今年度３月末の予定です

が、３９４キロリットルを予定いたしております。 

 

○前中委員 

 と言うことは、単純に４０キロくらいは２２年度当初からは減ってきているのかなと思うんで

すけども、そんな中で販売の方でマックスバリュが出てきたのと、報償費の中で千国会の分がな

くなったという説明があったのですが、今までも１０万円の報償費は計上されていたのですか。 
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○焼酎Ｇ主幹 

 ただ今のご質問でございますが、先ほど補正予算の中でご説明いたしました内容を補足させて

いただきたいと思います。まず、報償費について、平成２４年度当初においては３２万円を計上

させていただいておりました。これは北都千国会のオリジナル商品を私どもから出荷した場合に、

そのデザインなどを担当しておりました事務局の(有)Ｉ．Ｐ．Ａという会社にお支払いするとい

うものでございまして、その分を３２万円計上しておりました。今回の補正の段階で、その部分

が２０万円程度になる見込みとなりましたので、２４年度の補正予算として１０万円減額させて

いただいております。なお、２５年度の当初予算におきまして、報償費は１５２万円ほど計上さ

せていただいております。この内の１２０万円がデザインに係る部分でございまして、残りの３

２万円が北都千国会の分として計上しております。 

 

○前中委員 

 僕は北都千国会に対する報償費の取扱いが減額という捉え方だったので、今後は中止するのか

なというイメージがあったのですが、今の説明では継続して進めたいということでよろしいので

すね。 

 それはどのくらいのシェアがあるのか。将来的にもかなり下がってきていると思うんですけど

も、その辺の資料はあるのですか。なければ良いですが。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 １２月末の実績で、１月の委員会でも報告させていただきました第３四半期の中の、麦焼酎の

「えぞふくろう」と言う商品がありまして、これについては４合瓶で１,３３０本、１升瓶で５１

０本、「馬鈴薯」と言う浪漫倶楽部樽と通常のタンクで貯蔵しているじゃがいも焼酎をブレンド

している物ですが、この４合瓶は４６６本、１升瓶は１９５本が、１２月末までで販売されてお

ります。本数で２,５０１本販売しておりまして、１２月末トータルの販売本数が５７,０４６本で

すので、全体に占めるシェアは４．４％程度になろうかと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 ないようですので、これで産業課終わります。ご苦労様でした。 

 ここで、５分間休憩します。 

                               休憩 午後 ２時４３分～ 

                               再開 午後 ２時５０分 

○村島委員長 

 それでは、引き続き会議を行います。 

 町民課から１３件の項目がありますので、１件ずつ説明願います。 

 

○町民課長 
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 それでは、町民課より１３件の協議・報告事項につきまして、ご説明させていただきます。私

の方からまずは概要だけ説明させていただきます。 

 大きく分けまして、１点目は条例の制定及び一部改正でございます。先の委員会におきまして

概要を説明しておりました、清里町暴力団の排除の推進に関する条例につきましては、斜里警察

署を中心に斜里町・小清水町の３町で連携を図ってきたところでございます。町民の安全、平穏

な生活の確保、地域経済の健全な発展と青少年の健全な育成を推進するために本条例を制定する

ものでございます。清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例、清里町一般廃棄物処理施設設置

及び管理に関する条例、清里町母子保健法施行細則につきましては、第２次地域主権一括法の施

行に伴い、条例の一部改正及び北海道からの権限移譲による細則を制定するものでございます。

清里町まちづくり対話懇談会実施要綱につきましては、自治会などとの対話懇談会などで提起さ

れましたご意見・提言などをまちづくりに反映し、町民と行政が共に責任と役割を担うパートナ

ーシップによるまちづくりをさらに推進するために、地域担当職員制度から新たな仕組みに移行

するものでございます。第２期国民健康保険特定健診等実施計画につきましては、将来の疾病リ

スクを少なくする目的で、国の法律で健康保険者の責務として位置付けされているところであり

ます。２月１５日に開催されました清里町国民健康保険運営協議会におきまして、国の指針など

により策定されました、平成２５年度～平成２９年度までの第２期計画原案を提案し、了承をい

ただいたところでございます。今後、第２期計画に基づきまして健康診査及び保健指導を実施し、

被保険者の健康管理などに努めてまいりたいと考えております。平成２５年度税制改正の概要に

つきましては、特定世帯に係る国民健康保険税の軽減特例措置の延長等に関する改正が、１月２

９日閣議決定されて、税制改正大綱等で示されているところでございます。今後、法案の成立に

伴い、清里町国民健康保険税条例の一部を改正することとなりますので、ご理解をいただきたい

と思います。また、地方税法の一部改正につきましても、現在国において作業を進めているとこ

ろでございます。法案成立の時期によりまして、各条例に改正等につきましては専決処分をさせ

ていただくこともございますので、重ねてご理解をいただきたいと思います。 

 ２点目として、補正関係、平成２５年度予算関係につきましては、後ほど各担当より説明させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、課長から説明がありました。１点ずつ聞いていきたいと思います。 

 ①の清里町暴力団の排除の推進に関する条例の制定について、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは次に、②の清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、何かござ

いませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 次に、③の清里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例の一部改正について、何かご

ざいませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 
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 次に、④の母子保健法施行細則について、何かございませんか。 

 

○田中委員 

 担当からの説明を受けた方が良いと思うので、④からでいいので簡単に説明をお願いします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それではご説明させていただきます。清里町母子保健法施行細則につきましては、第２次地域

主権一括法の施行に伴いまして、条例の一部を改正及び北海道からの権限移譲による細則を制定

するものでございます。以上です。 

 

○町民課長 

 この母子保健法施行細則につきましては、生まれてから１歳になるまでの未熟児に対する支援

を行うものでありまして、今までは北海道で行っていた事業でございますが、今回権限移譲とい

うことで、平成２５年４月１日からは町で支援をしていくという内容でございます。 

 

○村島委員長 

 今の関係について、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、⑤清里町まちづくり対話懇談会実施要綱について、説明願います。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 清里町まちづくり対話懇談会実施要綱についてご説明いたします。４８ページをご覧ください。 

 先の委員会でもご説明いたしましたが、これまでの経過を踏まえ、地域と行政が密接な協働体

制を図るため、町長が地域に出向きまして町民の方々と対話をし、まちづくりに対する様々なご

意見や提案などをいただきまして町政運営に活かすため、この度地域担当職員制度に代わる新た

な取り組みとして、まちづくり対話懇談会実施要綱を制定いたしました。 

 懇談会の実施方法につきましては、自治会または町内で活動する各種団体の申出、もしくは町

からの提案により開催するものとしております。出席者としては一般町民、団体の構成員、町か

らは町長の他、町長が必要と認める職員としております。懇談会を受けての懇談事項の処理です

が、町長は懇談会における意見等について、町政に反映させるよう努めるものとします。また、

町長は懇談会の実施状況等については、必要に応じて公表するものとしております。また、町長

は懇談会における意見等のうち、必要と認めたものについては企画委員会等による横断的な体制

のもと処理を行うものとしております。以上です。 

 

○町民課長 

 若干、私から補足説明をさせていただきます。先の委員会におきまして、地域担当職員制度の

方向性についてということでご説明をさせていただいたところでございますが、今回、新たな取

り組みに移行することを策定したところでございます。先の委員会では休止の方向という旨のご

説明をしたところでございますが、今回、新たな取り組みに移行していくということでご理解い
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ただきたいと思っております。それと今説明した第５条の懇談事項の処理ですが、第２項で懇談

会の実施状況については必要に応じて公表するとなっております。この内容でございますが、各

地域がどのような課題があるのかどうなのか、その辺も含めてホームページですとか、いろんな

ところで町民の皆さんに見ていただけるような公表の仕方をしていきたいと考えております。そ

れと第３項の懇談会の意見のうち、町長が必要と認めたものについては企画委員会等の横断的な

体制のもと処理をするとなっております。これにつきましては、基本的にはいろんな課題は担当

課によって対応するように進めていくところでございますが、全町的な課題につきましては、先

の委員会でもお話したとおり、管理職による企画委員会ですとか、総括主査等による検討委員会

等でいろんな方向性なりを議論していきたいと考えております。また、全町的な課題については、

プロジェクト担当というようなものの編成も踏まえながら、課題の取り組みをしていきたいと考

えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑤について説明がございましたが、何か質問ございませんか。 

 

○田中委員 

 このまちづくり対話懇談会は、昨年も実施されたわけですが、こういった形で清里、札弦、緑

の３カ所で実施されるのか、それとも自治会の要望があればやるのか、それとも町の方から各自

治会を対象にやるのか、この辺はどういう考えなのか。 

 

○町民課長 

 今のご質問でございますが、昨年実施しました清里、札弦、緑の懇談会につきましては、総務

課企画担当の方で総合計画の進捗状況というような捉え方で説明会を開催しているかと思ってお

りますが、今回提案させていただくまちづくり対話懇談会につきましては、自治会単位もしくは

様々な団体単位等による、町長との直接対話による懇談会と考えております。尚且つ、各自治会

からの要請もございますが、町からもどんどん各自治会の方に、町のいろんな情報も含めた中で

開催するようにしていきたいと考えてございます。以上です。 

 

○勝又委員 

 町長は原則出席する形を取っていくんですか。 

 

○町民課長 

 基本的にこの懇談会には町長が出席するものと考えております。そして、各自治会等より出て

きた懇談会の内容によりまして、担当する課、職員等も一緒に随行して、地域に入っていきたい

と考えてございます。 

 

○勝又委員 

 誠に結構なことだと思うんですけども、自治会が２９ある中で、月に２つずつ消化しても足り

ないという状況で、さらに各団体からの要望も含めると結構な件数になるんじゃないかなと思う

ので、うまく消化できるのかなと心配する部分もあるんですけども。 
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○町民課長 

 先の委員会でも加藤委員からその辺のご指摘もありましたが、基本的には２９自治会全てがで

きるような形で取り組んでいきたいと考えております。ただ、やはり期間的なものですとか、い

ろんなことで全て対応できない部分もあろうかと思いますが、その辺は日程調整をしながら、極

力２９自治会が開催できるように取り組んでまいりたいと考えております。 

 

○田中委員 

 私もこれは大変結構なことかなと思いますが、中身について、町からの報告も兼ねてというこ

ともあったわけなんですが、せっかくやるので町からの報告だけで終わらないように、やはり、

地域の声を聞くことに重点を置いた懇談会が望ましいのかなと、要望しておきたいと思います。 

 

○池下委員 

 私はちょっと意見が違うのですが、そもそもまちづくり対話懇談会実施要綱を作る理由がわか

らないんですよ。こういうものがなかったら、町民との対話ができないのか。町長自身が住民協

働と対話を中心とした行政にしたいと言っているにも関わらず、実施要綱を作るということ自体

が私は理解できないのですが。 

 それと、先ほど田中副議長も言いましたが、やはり町からばかり提案するんじゃなくて、本音

でお互いに話し合えるという部分に関しては、今回もこうやって町民懇談会を予定しております

が、自治会長云々というより、やはり町民に向けた発信をしていかないと意味がないんじゃない

かと。と言うのは、自治会長２９人いて、自治会長は確かに我々よりも町民の方と接する機会が

多いかもしれないですが、より密な意見を聞こうと思えば、やはり町民と向かい合って初めて良

くなる部分であって、私はそういうところをもっと大事にしていった方が、本当の懇談になるん

じゃないかと思うんですよね。我々議員も去年もこういう懇談がありましたが、やはりそういう

ところに顔を出して、本来やっていることを町民に対して説明していく義務があると思います。

そういうことを踏まえた中でやっていかないと、今の議員は一体何をやっているんだと、どうし

てもそういう言われ方をするので、町民懇談会も大事ですけども、もっともっと町民と身近に向

き合うという姿勢を、我々も行政側も出していかないと、本当の住民協働にならないと思うので、

その辺を十分に気を付けながら我々もやっていかなければならないと思っていますが、課長はど

う思いますか。 

 

○町民課長 

 まず、要綱の必要性でございますが、これについては様々な考え方があろうかと思いますが、

原課としましてはいろいろ町民等にもＰＲするためにもこういう形の要綱を作成して、オープン

にしながら進めていきたいと考えてございます。 

 それと、懇談会でございますが、あくまで自治会長だけではなく、そこに地域の人、例えば水

元だったら水元に住まわれている町民も含めての懇談会ということでございますので、池下委員

のおっしゃるとおり、様々な町民との意見交換ができるのではないのかなと考えてございます。 

 それと、町民への発信が必要であるとのことでございますが、それはおっしゃるとおりだと思

います。今後ともいろんな形で町の情報も含めた中で発信をしていきたいと考えておりますので、
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ご理解をいただきたいと思います。 

 

○池下委員 

 最後にちょっと聞きたいのですが、今回の懇談というのは、町民向けの発信というのは広報な

りで行ったのですか。例えば毎月１日、１５日の広報などに、こういう懇談をやりますから町民

の方は集まってくださいという要綱はもう出したのですか。 

 

○町民課長 

 この対話懇談会実施要綱については４月１日からということでございますので、今後、各自治

会長会議ですとか、ホームページなどで発信はしていきたいと考えております。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。なければ次に進みます。 

 それでは、⑥の第２期国民健康保険特定健診等実施計画について、説明願います。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 第２期国民健康保険特定健診等実施計画につきまして、５２ページをご覧ください。この計画

につきましては、効果的に受診者の増加を図るため、生活習慣病予防と特定健診の効用の理解を

図ること、個別受診の勧奨、特定健診と同様の健診を受診している者からの健診結果提供の促進

を図る、受診環境の整備につきまして、今後取り組んでまいりたいと思います。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑥について説明がございました。何かございませんか。 

 

○前中委員 

 たまたま今日テレビでも出ていたのですが、ある町では町民向けにクーポンを出して、それで

婦人科検診等の受診率を上げるというような取り組みをやっているというのがあって、こういう

やり方も受診率向上につながるかなと思ったものですから。物で釣ると言うと言葉は悪いんです

けども、もう少し啓蒙活動に類似したものをあげながら、町民意識、健康意識を上げるというの

も、町民課サイドで検討していただければと思うのですが。 

 

○町民課長 

 今回の第２期につきましては、２５年度から５カ年間の計画ということで、この計画に基づい

て、国民健康保険に加入されている被保険者の健康管理を推進していきたいと思っております。

今、前中委員からお話がありました、いろいろな検診がございますが、これは保健福祉課とも連

携しながらやっておりますので、その辺も含めて今後の取り組みについては、連携を図りながら

取り組んでいきたいと考えております。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 
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（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、次に進みます。⑦について説明願います。 

 

○税務・収納Ｇ主幹 

 それでは、資料の５３ページをお開きいただきたいと存じます。先ほど課長の方から閣議決定

されたということでご説明いたしましたが、その内、国民健康保険税に係る分についてご説明い

たします。 

 まず、特定世帯に係る国民健康保険税の軽減特例措置が延長されます。これは、国保から後期

高齢者に移行する世帯が該当となっております。それの軽減判定を恒久化するほか、特定世帯に

係る世帯別平等割額を最初の５年間、後期高齢者医療制度が始まってから５年間２分の１減額さ

れておりましたが、この５年間は本年の３月３１日に期限切れとなりますが、その後３年間４分

の１の減額措置がされるものでございます。①の保険税軽減制度に係る特例として、軽減を受け

ている世帯は従来と同様の軽減措置を受けられるよう、国保から後期高齢者医療に移ることで国

保の被保険者でなくなった方（特定同一世帯）を含めて軽減対象基準額を算定することとなって

おり、これを期限を区切らない恒久措置とするものであります。現行の計算例につきましては、

枠内に記載しておりますが、後期に移行された方も含めて人数計算をするんだよということで、

ある一定の枠に人数がプラスされるという形になります。次に②の世帯割に係る配慮ということ

で、期限切れとなる２分の１減額が、４分の１になりますが軽減措置が３年間延長されるという

制度でございます。 

 なお、地方税法の方につきましては、これからの改正となっておりますが、例年であれば３月

中に国会で可決され税法改正がされますが、３月定例会に間に合わない場合につきましては、専

決処分をさせていただくことをご了解いただきたいと思っております。以上であります。 

 

○村島委員長 

 ⑦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 

 それでは進みます。⑧の平成２４年度一般会計補正予算（町民課所管分）について、説明願い

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。５４

ページをご覧ください。 

 衛生費・保健衛生費・各種医療対策費・国民健康保険事業特別会計繰出金でございます。補正

の内容としましては、国民健康保険事業特別会計の安定的な運営を図るために繰出を行うもので

あります。繰出金としまして補正額１,３１８万３千円、財源内訳として国庫支出金１６万６千円、

道支出金１９万３千円、一般財源１,２８２万４千円となっております。以上です。 

 

○村島委員長 
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 ただ今説明ありました⑧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 

 それでは進みます。⑨の平成２４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、

説明願います。 

 

○町民課長 

 平成２４年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につきまして、ご説明いたします。 

 今回の補正につきましては、国・道の負担金及び補助金の確定と、一般会計からの繰入金によ

り、歳入並びに実績と今後の見込みによる各保険給付等の歳出の補正を行うものでございます。 

 ５５ページをご覧ください。歳入につきましては、国庫支出金で１,０４５万９千円の増でござ

います。療養給付費交付金については実績等により１９４万２千円の減額、前期高齢者交付金に

ついては１４２万９千円の増額、道支出金については６万１千円の減額、共同事業交付金につい

ては８３万７千円の増、繰入金については先ほど説明があったとおり、一般会計からのその他繰

入ということで１,２７０万６千円、それと保険基盤安定繰入金が４７万７千円、合わせて１,３１

８万３千円の増でございます。歳入合計で２,３５２万８千円の増で、補正後の予算額は７億６,

９２３万２千円でございます。 

 歳出につきましては、先ほどもご説明したとおり、今後の見込み等による各保険給付等につい

て補正をするものでございます。保険給付費については一般被保険者療養給付費が２,７６０万円

の増、退職被保険者等療養給付費は２５０万円の減、一般被保険者療養費については９０万円の

減、退職被保険者等療養費については５万円の減、退職被保険者等高額療養費については１００

万円の減、葬祭費については６万円の減となり、合わせて保険給付費については２,３０９万円の

増額となります。最終的に歳出合計補正額については２,３５２万８千円の増ということで、補正

後の予算額については７億６,９２３万２千円となっております。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今説明のあった⑨について、何かございませんか。 

 

○池下委員 

 一昨年、確か全体で５億２～３千万程度だったと思うのですが、年々予算が膨らんでいってい

る。予防に関していろんなことはやっていても、どうしても高齢者が増えるとこういうふうにな

っていくのかなと思うんですけども、大体うちの財源の中のパーセンテージでいくと、ウェイト

的にはどうなんですか。 

 

○町民課長 

 基本的に国保会計につきましては、まず皆さんからの保険料と国・道からの補助金等により運

営していくのが基本でございます。一般会計からの法定外の繰出ということでございますが、そ

れについては基本的にはないという形でございます。原則、皆さんからの保険料と国・道からの

補助金等でバランス良くやっていくということでございます。今回、昨年もそうですが、医療費

の件数ですとか、医療の高度化による高額化によりまして、毎年１割程度ずつ伸びてきていると
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いうことでございます。平成２４年度の実績においては昨年度よりも若干下がるのかなという見

込みでございます。こういう形で下がってきて推移していけばと考えております。それと、基本

的には皆さん健康でいていただくということが、国民健康保険の安定的な運営にも帰するのかな

と考えてございます。毎回同じようなことを答弁させていただくのですが、今後も町民へのＰＲ

等も含めて実施をしていきたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは前に進みます。⑩の平成２４年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て、説明願います。 

 

○町民課長 

 ５６ページをご覧ください。平成２４年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）でござ

います。 

 今回の補正は、保険料の見込額による補正を行うものでございます。保険料につきまして補正

額２６０万円、補正後の予算額は４,２９２万円でございます。今回補正する保険料につきまして

は、歳出で後期高齢者医療広域連合納付金という形で、同額を保険料負担金として支出するため

に補正をするものでございます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今の⑩の関係について、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○町民課長 

 先ほどの説明で言い忘れたことがございますので、追加させていただきます。 

 国保会計と後期高齢者会計につきましては、国・道の財政調整交付金と医療費の確定が今後さ

れますので、３月末日をもって専決処分をさせていただくことについてもご理解を賜りたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 それでは引き続き、⑪の平成２５年度一般会計当初予算主要施策事業について、説明願います。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 ５７ページをご覧ください。平成２５年度一般会計当初予算主要施策事業（町民課所管分）に

ついて説明いたします。 

 総務費・総務管理費・自治振興費・まちづくり地域活動推進事業交付金につきましては、継続

して実施しておりますが、提案型まちづくり活動に対しまして、住民と行政の協働によるまちづ

くりのさらなる推進を図るものでございます。事業費として１,４５０万円、財源内訳としまして

一般財源で１,４５０万円となっております。 
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 続いて新規でございますが、道路防犯灯ＬＥＤ化推進事業につきましては、消灯した道路防犯

灯について、環境に優しいＬＥＤ照明に順次更新するものでございます。事業の実施により道路

防犯灯の消費電力を抑え環境への負荷に配慮するとともに、電気料の削減や照明灯の長寿命化に

よる維持管理費の削減を図るものでございます。事業費としまして１２６万円、財源内訳は全て

一般財源でございます。 

 戸籍住民登録費・戸籍事務電算化業務委託事業につきましては、これまで個別に管理されてき

た戸籍・附票・除籍などを、平成２５年度～２６年度の２年間で同一システムで管理できる戸籍

事務の電算化を実施するものでございます。こちらにつきましては業務委託運営事業で継続費と

なりまして、２５年度事業についてはセットアップとしまして６３０万円。２６年度事業として

セットアップ１,６９０万５千円、ハード・ソフト等導入として３,４５４万５千円となっておりま

す。 

 続きまして、衛生費・保健衛生費・各種医療対策費につきましては、重度心身障害者等につい

て、北海道の補助金による財源措置を受けるとともに、本町独自の拡充によりそれぞれの医療費

負担の軽減を行うものでございます。事業費としまして２,４４０万８千円、財源内訳は国庫支出

金１９万５千円、道支出金８２６万７千円、その他として２００万８千円、一般財源は１,３９３

万８千円となっております。 

 続きまして清掃費・清掃事業費・ごみ処理業務委託事業につきましては、ごみ処理の業務委託

によりまして、一般廃棄物の収集処理業務を円滑に行うものでございます。事業費としまして４,

６９７万１千円、財源内訳は全額一般財源でございます。以上です。 

 

○税務・収納Ｇ主幹 

 続きまして、徴税費の部分についてご説明いたします。徴税費につきましては、固定資産評価

替えに係る経費を予算計上させていただいております。評価替えは３年に１回で、実施年度は平

成２７年度になりますが、この調査するのが全国的に鑑定評価を導入して不動産鑑定士の方に委

託するわけですが、調査時点は２６年１月１日現在の価格となりますので、その後２７年までに

下落があれば修正を加えていくわけでありますが、まずは２６年１月１日現在の価格を２５年度

中に調査するものとなります。その費用として２３３万１千円であります。なお、鑑定評価を実

施する地点は、全町３７地点であります。以上で説明を終わります。 

 

○町民課長 

 私の方から平成２５年度一般会計当初予算の主要施策について、若干ご説明をさせていただき

ます。 

 戸籍住民登録費の戸籍事務電算化業務委託事業につきましては、先の委員会でもご説明してい

るところでございますが、購入による機器類を集約することで、スケールメリットを生み出して

コスト削減を図るということで、清里町と斜里町による地方自治法に基づいた協議会を設立して

まいりまして、両町による共同の調達を進めてまいりたいと考えております。 

 それと、当初予算には計上しておりませんが、３０年を経過しております清掃センター等につ

いて、現在、国の循環型社会形成推進交付金を活用しました、施設の長寿命化事業の事業採択に

向け、国及び道と協議を行っているところでございます。今後事業が採択になりましたら、必要

な費用を補正予算で措置をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと
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思います。 

 また、斜里郡３町終末処理事業組合のし尿施設改築整備事業につきましても、３月１日をもち

まして実施設計の方は終了いたします。今後、最終調整をした後に必要な経費についての補正措

置をさせていただきますので、ご理解をいただきたいと存じます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑪について説明がございました。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、⑫の平成２５年度国民健康保険事業特別会計予算について、説明願います。 

 

○町民課長 

 ５８ページでございます。平成２５年度国民健康保険事業特別会計予算案について、ご説明を

させていただきます。 

 歳出につきましては、総務費４３４万５千円ということで、前年度比１万３千円の増でござい

ます。保険給付費につきましては４億９,２５８万４千円で、前年度比１,２０７万円の増となって

おります。これにつきましては過去３年間の平均をもって推計をした数字を計上させていただい

ております。後期高齢者支援金等につきましては９,７０１万円で、前年度対比５００万円の増で

ございます。前期高齢者納付金等につきましては７万円で、前年度対比４万円の減、老人保健拠

出金につきましては増減はございません。介護納付金につきましては４,２５０万円で、前年対比

２００万円の増でございます。共同事業拠出金につきましても前年対比１ ,１２９万３千円の増

で、１億９５１万８千円を計上しております。保健事業費につきましては前年対比２１３万円の

減で、４６６万１千円を計上しております。これにつきましては、特定健診等の委託費として第

２期国民健康保険事業の健診事業の計画に基づきまして、受ける方の人数分を計上しているとこ

ろでございます。基金積立金につきましては増減はございません。公債費につきましては７万４

千円の増で、１９万８千円です。歳出合計７億５,１２２万８千円で、前年度対比２,８２８万円の

増となっております。 

 歳入につきましては、国民健康保険税につきまして前年対比１,４００万円減の２億１,３５０万

円を計上しております。使用料及び手数料につきましては前年対比１千円減の１万５千円。国庫

支出金につきましては１,９３５万７千円の減額の１億５,６８５万２千円でございます。これに付

きましては後ほどご説明いたしますが、前期高齢者納付金が前年対比６,４１０万円の増となって

おり、この増額に伴いまして国庫支出金等の減額になっております。療養給付費交付金につきま

しては前年比２１５万５千円増の１,７９５万５千円。道支出金につきましては４,０３４万円で、

前年比２,６８３万円の減。共同事業交付金につきましても９,８００万円で、前年対比２００万円

の減となっております。繰入金につきましては２,９４９万２千円で、前年対比４１万１千円の増

でございます。繰越金は１０万円で増減はございません。諸収入につきましては３４万５千円減

の４７万３千円ということで、これにつきましては特定健診受診者の負担金の減額によるもので

ございます。歳入合計７億５,１２２万８千円で、前年度対比２,８２８万円の増となっております。 

 ５９ページにつきましては、平成２５年度国民健康保険事業の主要施策について記載しており

ますので、後ほどご覧になっていただきたいと思います。以上です。 
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○村島委員長 

 ただ今、⑫について説明がございました。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、⑬の平成２５年度後期高齢者医療特別会計予算について、説明願います。 

 

○町民課長 

 ６０ページをご覧になっていただきたいと思います。平成２５年度後期高齢者医療特別会計予

算案でございます。 

 歳出につきましては、総務費におきましては、前年比８７万３千円減の１３６万９千円の計上

でございます。後期高齢医療広域連合納付金につきましては、前年対比８８万６千円増の５,７９

６万４千円を計上しております。歳出合計５,９３８万４千円でございます。 

 歳入につきましては、後期高齢者医療保険料が１８９万５千円増の４,２２１万５千円を計上さ

せていただいております。使用料及び手数料については増減はございません。繰入金につきまし

ては前年比１８７万８千円の減で１,７０９万３千円を計上しております。歳入合計５,９３８万４

千円ということで、前年対比１万３千円の増となっております。 

 ６１ページにつきましては、主要施策を記載しておりますので、後ほどご覧になっていただき

たいと思います。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑬について説明がございました。何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 ないようですので、これで町民課終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 引き続き、保健福祉課より９件ございますので、１件ずつ説明願います。 

 

○保健福祉課長 

 ①の清里町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定

に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、地域主権改革一括法によります事務

の執行の権限を移行され、条例を整備するものでございます。現在は厚生省令により規定されて

おります、地域密着型サービスという小規模の施設に係る施設設置の基準を規定するものでござ

います。担当よりご説明いたします。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 清里町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関

する基準を定める条例の制定について、説明をさせていただきます。６２ページをお開きくださ

い。平成２３年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の
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整備に関する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」

が施行されたことに伴い、指定地域密着型サービスや指定地域密着型介護予防サービスの各種基

準について、市町村の条例で定めることとされました。このことから、清里町指定地域密着型サ

ービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例で

は、国の基準に基づき開設申請者の資格は法人とし、入所定員は２９名以下と定めます。以上で

説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、①について説明がございました。何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは前に進みます。次に②について説明願います。 

 

○保健福祉課長 

 この２点目についても、地域主権改革一括法による権限委譲によるものですが、この指定地域

密着型サービス事業所につきましては、要介護の方々が受けるサービスを行う事業所についての

規定でございます。担当よりご説明いたします。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

について、ご説明いたします。６４ページをお開き願います。この条例では、指定地域密着型サ

ービスに従事する従業者の基準や、サービスに係る居室の床面積などを国の基準に基づき定めて

おります。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、②について説明がございました。何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは進みます。次に③について説明願います。 

 

○保健福祉課長 

 ③につきましても、地域主権一括法によるものでございますが、これにつきましては要支援者

への関係でございまして、その事業者に対しての事業の人員、設備等を定めるとともに、介護予

防の効果的な支援方法について規定するものでございます。担当より説明いたします。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定に

ついて、ご説明いたします。６６ページをお開き願います。この条例につきまして、指定地域密

着型介護予防サービスに従事する従業者の基準や、サービスに係る居室の床面積などを国の基準
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に基づき定めております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、③について説明がございました。何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 ないようなので、次に進みます。④について説明願います。 

 

○保健福祉課長 

 ４点目の、清里町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてでございますが、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ緊急事態宣言が発せられた際、設

置する新型インフルエンザ対策本部の組織を規定する条例でございます。担当より説明いたしま

す。 

 

○保健Ｇ主幹 

 それでは、清里町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について、説明させていただきま

す。７０ページをご覧いただきます。国の新型インフルエンザ発生時の蔓延対策を目的といたし

ました新型インフルエンザ等対策特別措置法につきましては、昨年４月に国会で可決されまして、

現在公布されております。今後、今年の５月に施行見込みとなっております。この特別措置法の

第３７条を準用いたしました第２６条の規定によりまして、市町村においても法の施行に合わせ、

市町村対策本部の設置条例を制定する必要がありまして、今回の提案とさせていただいておりま

す。 

 それでは７０ページの上段を見ていただきますが、まず目的としまして、国として整合性ある

対策を効果的に実施するため、国及び地方公共団体に対策本部を設置となっております。これに

よりまして新型インフルエンザ発生時は国・道は対策本部を設置し、市町村は緊急事態宣言以降

に設置するとなっております。表の右側に市町村対策本部とあります。目的を市町村が実施する

新型インフルエンザ等対策を総合的に推進するためとなっております。行動といたしまして、市

町村内の新型インフルエンザ等対策に関する総合調整等が行動内容となっております。体制です

が、市町村長を市町村対策本部長としまして、副市町村長、教育長、消防長以下、市町村長に任

命された職員を対策本部員といたしまして、その中から対策本部副部長を選ぶこととなっており

ます。 

 それでは具体的な条例につきまして、６８ページをご覧いただきます。清里町新型インフルエ

ンザ等対策本部条例です。第１条、目的です。特別措置法第３７条において準用する法第２６条

の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的としております。第２条、組織です。市町村長

を本部長としまして、副本部長、本部員を置くこととなっております。第３条、会議です。本部

長による会議の招集と、会議におけます国の職員その他の職員以外の者を会議に出席させて意見

を求めることができるとしております。第４条、部です。対策本部に専門の部を置くことができ

ることになっております。第５条、雑則です。前各条に定めるもののほか、必要な事項は本部長

が定めるとなっております。附則は、この条例は新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の

日から施行するとなっております。以上です。 
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○村島委員長 

 ただ今、④について説明がございました。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、次に⑤について説明願います。 

 

○保健福祉課長 

 ５点目の、清里町福祉医療従事者人材確保補助要綱の一部を改正する要綱につきましては、昨

年７月２６日開催の本委員会で口頭でご説明をさせていただきましたが、要綱がまとまりました

のでご協議申し上げます。担当より説明いたします。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは、清里町福祉医療従事者人材確保補助要綱の一部改正について、ご説明いたします。

７１ページと７２ページをご覧ください。 

 今回の要綱改正につきましては、平成２０年度から福祉医療の安定的な人材確保の支援を図る

ため開始された本事業ですが、２４年度をもって実施期間が終了することから要綱を見直し、実

施するものです。 

 改正の内容としましては、「新卒者雇用１人につき月額２万円を上限とし基準日から１カ年」

としていたものを、「さらに新卒者を継続して雇用する者は翌年度に限り１人につき月額１万円

を上限とし補助する」ことといたしました。なお、事業の実施期間は「新卒者に対しては平成２

５年度から平成２７年度までの３カ年、新卒者を引き続き雇用する場合にあっては平成２６年度

から平成２８年度までの３カ年」といたします。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑤について説明がございました。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、次に⑥について説明願います。 

 

○保健福祉課長 

 平成２４年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についてでございます。これにつきま

しては、それぞれの介護給付の執行状況に合わせ、所要の補正を行う実行予算でございます。担

当より説明いたします。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 平成２４年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明させていただきます。

補正予算概要で説明させていただきたいと思いますので、７４ページをお開き願います。 

 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３３万６千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
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護サービス給付費につきましては、居宅介護サービス利用者の見込増により７２６万２千円を、

国庫支出金１１６万８千円、その他２３２万２千円、一般財源で３７７万２千円で計上しており

ます。２目施設介護サービス給付費につきましては、利用者見込減によりマイナス１,４００万円

を、道支出金でマイナス２９３万７千円、その他でマイナス７３４万円、一般財源でマイナス３

７２万３千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１万８千円を、国庫支出金３千円、その他６千円、一般財源９千円で計上してお

ります。３項高額医療合算介護サービス等費・１目高額医療合算介護サービス等費につきまして

は、該当者の増により１６１万８千円を、国庫支出金４０万４千円、その他６７万１千円、一般

財源５４万３千円で計上しております。４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１３５万１千円を、道支出金マ

イナス２８万３千円、その他マイナス７０万８千円、一般財源マイナス３６万円を計上しており

ます。３款地域支援事業費・２項包括的支援事業費・任意事業費・２目任意事業費につきまして

は、成年後見制度利用実績見込減によりマイナス２８万円を、国庫支出金マイナス１６万円、そ

の他マイナス５万５千円、一般財源マイナス６万５千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、⑥について説明がございました。何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○保健福祉課長 

 追加で若干説明させていただきたいと思います。７３ページをご覧いただきたいと思います。

歳入の繰入金の部分でございますが、基金繰入金で当初予算額１千円のところ、２８３万８千円

を補正しまして、補正後予算額を２８３万９千円の支消を予定しております。これにつきまして

は、道支出金が当初予定していたよりも３２２万円ほど減額されると。これは北海道の負担金と

いうのは給付費等にルール計算で求められますので、本来であれば補正後は増額補正により６,４

７０万円ほどが見込まれるところなのですが、北海道の予算の都合により上限がかけられたとい

うことで、やむなく３２２万円の減額をしました。これにより歳入歳出のバランスが取れず、２

８３万８千円の基金の支消をするということでございます。翌年度に過年度分として道から交付

される予定ですので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。次に進みます。それでは、⑦について説明願います。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは、平成２５年度一般会計当初予算に係る保健福祉課所管分の内、私から福祉介護Ｇ担

当分を説明いたします。 

 ３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費・社会福祉協議会補助事業につきましては、

社会福祉法人補助要綱に基づき、事務局社会福祉活動専門員分の人件費の全額、事務局書記分の

人件費の４分の３に係る費用として８５５万円を一般財源で計上しております。次に難病者等通

院交通費扶助事業につきましては、障がい者や特定疾患者の経済的負担を軽減するため、交通費
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助成、２５０万円を一般財源で計上しております。 

 ２目障害者自立支援費につきましては、地域社会における障がい者の総合的な支援対策として

１億３,７１４万２千円を、国庫支出金で６,７９２万８千円、道支出金で３,３９６万１千円、一般

財源で３,５２５万３千円を計上しております。 

 ３目福祉サービス事業費につきましては、介護予防サービスや高齢者、障がい者、難病者等に

各種在宅生活支援を実施する費用として６１７万６千円を、その他で９４万７千円、一般財源で

５２２万９千円を計上しております。 

 ７６ページをご覧ください。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、３億９１４万４千円をそ

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・児童手当給付事業につきましては、国の制度に則り手

当の支給を行うもので６,２０８万５千円を、国庫支出金で４,２６５万９千円、道支出金で９７１

万２千円、一般財源で９７１万４千円を計上しております。次に子育て支援保育料補助事業につ

きましては、第２子以降の子どもが幼稚園・保育所に入園・入所されている保護者の経費負担軽

減を図るため、６５２万８千円を一般財源で計上しております。以上です。 

 

○保健Ｇ主幹 

 引き続き、保健Ｇ所管分を説明させていただきます。同じく７６ページです。 

 ４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費です。救急医療体制づくり事業につきまし

ては、地域の連携によります救急医療体制づくりを目的としまして、平成２３年度よりスタート

しました救急医療体制づくり業務委託です。総額１９２万８千円で、委託先は網走医師会、斜里

国保病院、小清水赤十字病院となっておりまして、財源としましては全て一般財源となっており

ます。次に北見赤十字病院改築工事費助成事業です。地域の基幹病院であります北見赤十字病院

を管内市町村の協力で支援することを目的としております。当町の負担分８６４万２千円です。

これにつきましては管内の支援総額が５億となっております。内、１億５千万を北見市、残り３

億５千万を２市１５市町村の人口割で割っております。財源としましては地方債で８６０万円、

残り４万２千円を一般財源としております。 

 続きまして、２目予防費の各種検診事業です。疾病の予防と早期発見を目的として各種検診を

実施してまいります。結核肺がん検診から前立腺がん検診までは、例年どおり６月と１２月のミ

ニドック検診及び７月のレディース検診で実施してまいります。この中で今年度につきまして胃

がん、胃潰瘍と関係が深いピロリ菌の抗体検査を新たに追加しております。脳ドック検診につき

ましては前年度同様９月～１月に実施機関への委託を考えております。事業費は１,１１３万４千

円で、財源は道からの補助金４２万７千円、その他としまして各種検診に係る個人負担金１６３

万３千円、一般財源９０７万４千円となっております。７７ページを見ていただきます。予防接

種事業です。予防接種によります子どもと高齢者の健康維持を目的としております。内容につき

ましては病院への予防接種業務委託料９９９万４千円、扶助費１６１万円、その他として四種混

合、ポリオ等のワクチン代１５７万６千円を計上しております。表の中の（１）～（３）につき

ましては定期予防接種、（４）～（６）につきましては任意の予防接種を継続してまいります。

新たに（７）おたふく、水疱瘡を、１歳～４歳の子を対象に追加をしております。事業費総額１,

３１８万円、財源は全て一般財源となっております。母子保健事業です。妊婦健診費用の助成と
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子育て支援を目的としております。妊婦健診業務委託料３８５万５千円、乳幼児健診業務委託料

８４万円、その他健診時の人夫賃等５９万円、総額５２８万５千円となっております。財源とし

まして離乳食教室の個人負担金３千円、それ以外につきましては一般財源となっております。 

 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については、保健福祉

総合センターの管理費として燃料費１,２６１万円、光熱水費１,１６７万６千円、修繕料他で６２

０万６千円、合わせて３,０４９万２千円です。財源内訳として、医師住宅の使用料と各施設から

分担してもらっております電気水道料の２,０９８万７千円をその他財源で、残りが一般財源９５

０万５千円としております。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑦について説明がございました。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、次に⑧について説明願います。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 それでは、平成２５年度介護保険事業特別会計の当初予算について、ご説明をさせていただき

ます。７８ページをお開き願います。 

 ２款保険給付費につきましては、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３億９,

２４４万２千円を、国庫支出金で９,３２３万３千円、道支出金で６,１７８万円、その他で１億６,

２８６万３千円、一般財源で７,４５６万６千円で計上しております。 

 ７９ページをお開き願います。３款地域支援事業費につきましては、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２１６万１千円を、国庫支出金で７６万

６千円、道支出金で３８万３千円、その他で５５万７千円、一般財源で４５万５千円を計上して

おります。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑧について説明がございました。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、次に⑨の診療所の使用貸借の継続について、口頭説明ですがお願いします。 

 

○保健福祉課長 

 診療所の使用貸借の継続について、私の方からご説明させていただきます。診療所につきまし

ては、平成２２年３月９日の第３回定例会におきまして、医療法人恵尚会へ土地・建物の貸付の

議決をいただき３年間の使用貸借契約を締結しているところですが、新年度よりさらに３年間の

更新をいたしたく存じますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 
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 これで保健福祉課の全ての説明が終わりました。全般的に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、これで保健福祉課終わります。ご苦労様でした。 

 ここで、休憩をとります。再開は４時１５分からとします。 

                               休憩 午後 ４時０８分～ 

                               再開 午後 ４時１５分 

○村島委員長 

 それでは、再開します。建設課より１２件の協議・報告事項がございます。１件ずつ説明をお

願いします。 

 

○建設課長 

 それでは、建設課より３月定例会に向けて１２点についてご協議を申し上げたいと思います。 

 まず、１点目から６点目までは、いわゆる第１次及び第２次の地域主権一括法に伴う条例の制

定及び改正となってございます。 

 ７番目の一般会計補正予算については、先の常任委員会でご協議申し上げておりますが、大雪

による除排雪経費の大幅な増による指定管理委託費の増額補正、並びに国の緊急経済対策に伴う

公営住宅ひまわり団地１棟４戸の建設、さらには道営事業により農道保全事業２路線を２５年度

に前倒しして行いますので、それに係る補正を計上したいと考えております。なお、補正事業の

最終的な執行実績に伴う事業費の精算に伴う補正措置、さらには国の緊急経済対策事業に伴う財

源措置につきましては、３月末日における専決による補正措置を行わせていただくことを合わせ

てご理解をいただきたいと存じます。 

 ８番目と９番目につきましては、簡易水道及び農業集落排水事業に係る年度末の実行補正とな

っております。 

 １０番目につきましては、平成２５年度建設課所管の当初予算の概要となりますが、補正で計

上させていただく事業を除き、農道を含んだ道路整備と維持管理関係、さらには公園整備、５カ

年計画となっておりますが、最終年度を２５年度に迎えます住宅用太陽光補助事業、さらに長寿

命化計画に基づく公営住宅の整備・修繕について、協議・報告を申し上げたいと思います。 

 また、１１番目と１２番目につきましては、簡易水道事業と農業集落排水事業特別会計の平成

２５年度当初予算となっており、両会計ともに通常的な維持管理経費を中心とした予算案という

ことでございます。以下、担当者より簡潔にご説明申し上げます。 

 

○建設管理Ｇ主査 

 それでは、清里町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定について、ご説明申し上げま

す。８０ページをご覧ください。 

 こちらにつきましては、第１次地域主権一括法による道路法第３０条及び４５条の改正により、

道路管理者である市町村が政令で定める基準を参酌いたしまして、条例委任されていない項目を

除く道路の構造並びに道路標識の寸法等を条例で規定することが必要になったことから、新たに

条例を定めるものでございます。条例制定にあたりましては、参酌基準となります道路構造令に

準拠するとともに、北海道が定める条例を参考とし、地域実態に応じた内容としております。 
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 それでは、議案の８０ページ～１０１ページにより、現行法令から変更・追加した事項のみご

説明申し上げます。８３ページをご覧ください。第８条では路肩の設置基準及び幅員の構造を定

めており、幅員を定めるにあたりましては８５ページの第９項において、歩道等を設けない場合

においては、歩行者や自転車の通行スペース確保のため拡幅できること。また、第１０項では積

雪寒冷地の特性を勘案しまして、除雪を考慮した規定となっております。続いて８５ページの第

９条につきましては、停車帯に係る規定となっており、観光等の停車需要がある場合などを勘案

しまして、これまで都市部のみの設置に限られておりましたものを、それ以外の道路であっても

停車帯が設置できるよう規定しております。その場合、地域ごとに需要が異なることから、必要

な幅員については柔軟に設定できることとしております。続いて８６ページの第１２条について

は、歩道の規定となっております。８７ページ、第３項の歩道の幅員については、用地的な制約

等やむを得ない理由により、車椅子のすれ違いを考慮した標準的幅員は２メートル以上と規定さ

れておりますが、その整備が困難な場合、例外的に歩行者のすれ違いが可能な１．５メートルま

で幅員を縮小できることを規定しております。続いて第１４条でございますが、積雪寒冷地の特

性を勘案しまして、除雪による堆雪スペースを設けることについて規定しております。続いて９

１ページ、第２２条におきまして、凍結路面における制動距離を考慮した見通し距離を確保する

とともに、第２３条では同様に凍結路面を考慮した道路勾配について設定しております。また、

現行法令に規定しております軌道敷につきましては、当町に路面電車が存在しないので除外して

おります。続いて１０１ページ、第４５条につきましては道路標識の寸法を規定しておりますが、

基準となる政令を参酌した結果、これまでと同様とし規則委任を行うものでございます。以下、

附則につきましては、施行日を平成２５年４月１日とするとともに、第２項につきましては適用

除外規定としております。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、①について説明がございました。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、次に②について説明願います。 

 

○建設管理Ｇ主査 

 続きまして、清里町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定

の内容につきまして、ご説明いたします。 

 今回の条例制定は、第２次地域主権一括法による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律、いわゆるバリアフリー新法の第１０条の改正により、市町村道における移動等円滑

化基準を政令で定める基準を参酌して、条例で制定することが必要となっております。同法では

国土交通大臣が指定した特定道路の新築及び改築においては、高齢者、障害者等の移動上に係る

利便性及び安全性の向上の促進を図るための移動等円滑化基準に適合させなければならないこと

が規定されております。しかし、同条第３項において、それ以外の道路についても同基準に適合

させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされているため、新たに条例

を制定するものであります。条例制定にあたりましては、参酌基準となります移動等円滑化のた

めに必要な道路の構造に関する基準を定める省令に準拠するとともに、北海道が定める条例を参
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考とし、歩道のバリアフリー構造、立体横断施設、道路管理者が設置する自動車駐車場、その他

付帯施設の構造基準を定めております。 

 現行法令から追加した事項のみご説明申し上げます。１０３ページをご覧ください。第２章歩

道等の第５条舗装におきまして、排水を設ける場合はつえ、車椅子のキャスター等が落ち込まな

い構造の蓋とすることを追加したほか、１０４ページ、第３章立体横断施設、こちらは横断歩道

橋、地下横断施設になりますが、それぞれ手すりを設ける場合、端部が突出しない構造とするこ

とについて追加しております。また、参酌基準では路面電車の規定が設けられておりますが、当

町には路面電車が存在しないということから除いております。以下、附則につきましては、施行

日を平成２５年４月１日とし、第２項から第６項までは経過措置ということで規定しております。

以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、②について説明がございました。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、次に③について説明願います。 

 

○建設管理Ｇ主査 

 続きまして、清里町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の内容に

ついて、ご説明申し上げます。１１６ページをご覧ください。 

 この度の条例制定におきましては、第１次地域主権一括法による河川法第１００条の改正によ

り、準用河川に係る河川管理施設等の構造基準を政令で定める基準を参酌して、条例で制定する

こととなったことから、新たに条例を定めるものでございます。 

 当町におきまして準用河川の指定区間と申しますのは、チエサクエトンビ川の一の沢側合流点

から町道１線玉川橋の二級河川上流間までの間、約２．９キロメートルほどでございます。また、

条例の制定にあたりましては、河川管理施設構造令を参酌基準といたしまして、地域条件と当該

河川の規模を勘案した上、条例制定を行うものとしております。 

 現行法令からの変更点としましては、本町の準用河川において想定されない施設に係る規定に

ついて除外しております。まず、第１章につきましては条例の趣旨、用語の定義を規定するもの

でございます。第２章につきましては堤防の構造。１１９ページ、第３章につきましては床止め、

こちらは河川の洗掘を防ぎ勾配を安定させるものでありますが、その構造。１１９ページ～１２

０ページ、第４章の堰につきましては、河川を横断して水位を調整する施設を言いますが、この

内、固定堰についてのみその構造を規定しております。１２０ページ～１２１ページの第５章に

つきましては、水門及び樋門の構造。１２１ページ～１２３ページの第６章につきましては、橋

梁の構造規定となっております。１２３ページ～１２４ページの第７章につきましては、伏せ越

し。こちらは用排水路等が河川の下を横断するような構造を言いますが、そちらについて規定す

るものでございます。１２４ページ～１２５ページの第８章につきましては、雑則でありまして、

除外規定や小河川における特例等を規定しております。以下、附則につきましては、施行日を平

成２５年４月１日とするとともに、第２項において経過措置を規定するものです。 

 ただ今ご説明いたしました道路、準用河川関係の条例につきましては、現行法令を参酌し、従
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来の基準と同様の取扱いをするような中身で規定しております。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、③について説明がございました。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、次に④について説明願います。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 それでは、清里町営住宅条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 

 今回の条例改正につきましても、地域主権一括法に基づくものでございます。なお、この町営

住宅条例につきましては、昨年度、入居資格と収入基準につきまして改正を行っておりますが、

今回、公営住宅法の一部が改正され、収入要件の上限が引き上げられております。これに基づい

て条例を改正するものであります。 

 議案の１２６ページをお開きください。この第６条の第２号イ、ロ、ハにつきましては、今の

説明のとおり入居者の所得の上限を規定しております。今回の条例改正はアンダーラインで示し

ていますとおり、イ、入居者が身体障害者である場合やその他特に居住の安定を図る必要がある

もの、また、ロ、激甚災害によって建てられた公営住宅や町長が災害によって滅失した住宅に居

住していた低所得者に転貸するために借り上げるもの、これらの方々の所得条件を２１万４千円

から２５万９千円に引き上げるものでございます。附則につきましては平成２５年４月１日より

適用となります。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、④について説明がございました。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、次に⑤について説明願います。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 それでは、清里町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について、ご説明申し上げます。 

 この条例の制定につきましても、第１次地域主権一括法によるものでございます。従来、公営

住宅の整備基準は国土交通省令に規定されておりましたが、今回、各自治体の条例委任となりま

したので、この国土交通省令を参酌して、従来の取扱いと同様になるように条例を制定するもの

であります。 

 議案の１２７ページ～１３０ページでご説明申し上げます。第１条は条例の趣旨、第２条は用

語の定義、第３条は健全な地域社会の形成、第４条は良好な居住環境の確保を規定しているもの

であります。第５条は設計・建設・維持管理などについて、費用の縮減に配慮することを規定す

るものであります。第６条と第７条は敷地の基準としまして、位置の選定、敷地の安全措置を規

定しております。第８条～第１３条までは公営住宅の建設基準として、第８条は良好な居住環境

を確保するための住棟等の基準、第９条は住宅構造に係る基準、第１０条は床面積や設備、化学
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物質による衛生上の支障の防止基準、第１１条と第１２条は高齢者等の移動の利便性及び安全確

保の基準を定めております。第１３条は附帯施設の基準を規定しております。第１４条～第１７

条までについては共同施設の基準としまして、児童遊園地、集会所、広場及び緑地、通路や段差

等の基準をそれぞれ規定するものであります。附則につきましては条例の施行日を平成２５年４

月１日とし、第２項につきましては適用除外規定を設け、整理をしているところでございます。

以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑤について説明がございました。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、次に⑥について説明願います。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 それでは、布設工事監督者が監督業務を行う簡易水道の布設工事等を定める条例の制定につい

て、ご説明を申し上げます。 

 今回の条例制定につきましては、第２次地域主権一括法による水道法が改正されまして、従来、

水道布設工事関する監督者の配置基準、また、水道技術管理者の資格基準については、水道法並

びに施行令、施行規則に規定されておりました。これについて、各自治体の条例に委任されるこ

とになりましたので、この水道法を参酌し、従来の取扱いと同様になるように条例を制定するも

のであります。 

 議案の１３１ページ～１３３ページでご説明を申し上げます。第１条につきましてはこの条例

の趣旨、第２条につきましては布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事を、第１号と第

２号で規定しております。第３条につきましては布設工事監督者の資格を規定する条項であり、

第１号～第８号までそれぞれ資格要件を規定しております。第４条は水道技術管理者の資格を規

定する条項でありまして、同じく第１号～第６号まで資格要件を規定しております。附則につき

ましては施行日を平成２５年４月１日と定めるものであります。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑥について説明がございました。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、次に⑦平成２４年度一般会計補正予算について、説明願います。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 平成２４年度一般会計補正予算（建設課所管分）に関する予算概要について、議案の１３４ペ

ージ～１３９ページによりご説明申し上げます。 

 今回の補正は平成２４年度事業の実績並びに国の緊急経済対策による大型補正により、平成２

５年度に予定していた事業を平成２４年度の事業として前倒しにより実施するための補正であ

り、事業の詳細につきましては歳出で説明させていただきますので、歳入では科目と補正額の説
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明とさせていただきます。 

 議案の１３４ページ、歳入よりご説明いたします。１３款国庫支出金・国庫交付金・農林水産

業費国庫交付金・農業費国庫交付金につきましては、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事

業の実績により５１万６千円の減額。土木費国庫交付金・住宅費国庫交付金の社会資本整備総合

交付金につきましては、３３２万円の増額。防災安全交付金につきましては、国の大型補正によ

る前倒し事業であり、２,９７０万円を新たに計上し、事業の実施につきましては全額を平成２５

年度へ繰越実施いたします。道路橋梁費国庫交付金の社会資本整備総合交付金につきましては３

１３万７千円の減額。 

 道支出金・道補助金・農林水産業費道補助金・農業費道補助金の地域づくり総合交付金につき

ましては２００万円の減額。諸収入・町預金利子につきましては利率の低下により２千円の減額。

町債・農林水産業債・農業債の農道保全事業債につきましては、国の大型補正による前倒し事業

として１,２７０万円を新たに計上し、事業の実施につきましては全額を平成２５年度へ繰越実施

いたします。また、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金につきましては１００万円の減額で、

農業債全体で１,１７０万円の増額となります。土木債・道路橋梁債の社会資本整備総合交付金事

業債につきましては４１０万円の減額、地方特定道路整備事業債につきましては２６０万円の減

額、道路橋梁債全体で６７０万円の減額としてそれぞれ計上しております。 

 続きまして１３５ページ、歳出をご説明いたします。土木費・道路橋梁費・道路橋梁費の道路

等整備事業につきましては、内容につきましては記載のとおりであります。業務委託料、工事請

負費、土地購入費、補償金で、２,０３８万８千円を増額し、財源は一般財源として計上しており

ます。今回の補正につきましては、豪雪による除排雪に係る委託経費の追加で、内訳につきまし

ては議案の１３６ページ、道路橋梁及び河川の指定管理業務委託料比較表をご覧ください。支出

内訳の道路整備業務関係につきましては、除雪及び排雪経費として１,７００万円、機械借上関係

は排雪に係るダンプ、ブルドーザー等の経費として３００万円、燃料費関係は除雪及び排雪に係

る町所有車両の燃料費として３００万円の、総計２,３００万円を追加計上しております。なお、

工事請負費等の事業実績による減額がありますので、道路等整備事業全体で２,０３８万８千円の

増額として計上しております。１３７ページにつきましては、平成２１年度からの除雪出動回数

を作業項目・月別に表にしております。除雪につきましては、１月末現在で例年の２倍の出動回

数となっております。 

 続きまして、道路新設改良費・道路新設改良事業につきましては、事業実績により業務委託料、

工事請負費で７１２万９千円の減額、財源内訳は国庫支出金３１３万７千円の減、町債６７０万

円の減、一般財源２７０万８千円の増額として計上しております。住宅費・住宅管理費・公営住

宅管理事業につきましては、事業実績により報酬、共済費で１９万６千円の減額、財源内訳は国

庫支出金１０万８千円の増、その他２千円の減、一般財源３０万２千円の減額として計上してお

ります。住宅建設費・公営住宅建設事業につきましては、平成２４年度当初事業の実績により業

務委託料、工事請負費で２９７万３千円の減額となりますが、国の大型補正による公営住宅建設

に伴う必要経費として需用費、役務費、業務委託料、工事請負費として９,０５０万４千円の増額

となり、総計で８,７５３万１千円の増、財源内訳は国庫支出金３,２９１万２千円の増、一般財源

５,４６１万９千円の増額として計上しております。なお、補正事業として実施する公営住宅建設

事業位置図・平面図につきましては、議案の１３８ページをご覧ください。建設する住宅はひま

わり団地であり、鉄筋コンクリート造２階建ての町営住宅、２ＤＫ１棟４戸の建設と、外構の整
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備を予定しております。建設場所は平成２４年度建設地の東側となります。 

 続きまして、農林水産業費・農業費・道営整備事業費・道営整備事業につきましては、国の大

型補正による道営の負担金事業であり、負担金で１,５５８万８千円の増、財源内訳は町債１,２７

０万円の増、一般財源２８８万８千円の増額として計上しております。なお、補正事業として実

施する道営農道保全対策事業位置図につきましては、議案の１３９ページをご覧ください。整備

する道路は清里上斜里南地区１７号道路の５線～６．６線間の８８０メートルの改良工事と、清

里江南西６線地区西６線道路の２６号～２７．１号間の６００メートルの改良工事となります。

農山漁村活性化対策費・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業につきましては、事業の実

績により業務委託料、工事請負費で１０３万１千円の減、財源内訳は国庫支出金５１万６千円の

減、町債１００万円の減、一般財源４８万５千円の増額として計上しております。団体営整備事

業費・団体営整備事業につきましては、事業実績により工事請負費で７０万４千円の減、財源内

訳は道支出金２００万円の減、一般財源１２９万６千円の増額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 

 ただ今、⑦について説明がございました。何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 ないようですので進みます。次に⑧について説明願います。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 それでは、平成２４年度簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）の予算概要につきまして、

議案の１４０ページでご説明申し上げます。 

 今回の補正につきましては、実行予算に基づき歳入歳出それぞれ１３８万６千円を減額し、予

算総額を８,０６１万４千円とするものであります。 

 歳出よりご説明申し上げます。総務費につきましては、一般管理費の委託料で９万２千円と、

消費税確定により１５万９千円の不用額をそれぞれ減額いたしまして、総計で２５万１千円の減

となります。施設費につきましては、工事請負費の不用額１５８万８千円の減額、基金積立金に

つきましては、４５万３千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って簡水基金の繰入金１６８万１千円の減額、諸

収入につきましては、道道向陽線の水道管移設補償金が確定いたしまして２９万５千円の増額と

なります。 

 これによって予算の総額を８,０６１万４千円とするものであります。以上で説明を終わりま

す。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑧について説明がございました。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、次に⑨について説明願います。 
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○上下水道・公住Ｇ主幹 

 それでは、平成２４年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）の予算概要につきまし

て、議案の１４１ページでご説明申し上げます。 

 今回の補正は実行予算に基づき消費税額の確定、委託料の不用額などを減額いたします。歳入

歳出それぞれ２９万７千円を減額し、予算の総額を１億１,２４４万３千円とするものでありま

す。 

 歳出よりご説明いたします。総務費につきましては、消費税の減額２万６千円、施設委託料２

７万１千円の減額、合わせて２９万７千円の減額となります。 

 歳入につきましては、分担金及び負担金で１０万円の減額、使用料及び手数料の指定業者登録

手数料で３万円の減額、財産収入の汚泥肥料売払で５千円の減額、繰入金につきましては、一般

会計繰入金１６万２千円の減額となります。 

 これによりまして、歳入歳出それぞれ２９万７千円減額、予算総額１億１,２４４万３千円とす

るものであります。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑨について説明がございました。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、次に⑩平成２５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、説

明願います。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 平成２５年度一般会計当初予算主要施策事業（建設課所管分）につきまして、議案の１４２ペ

ージによりご説明いたします。 

 農林水産業費・農業費・道営整備事業費の農道保全対策事業につきまして、内容については記

載のとおりでございます。必要な経費２２９万８千円、財源内訳は農道保全対策事業債１８０万

円、一般財源４９万８千円を計上しております。議案の１４３ページの事業位置図をご覧くださ

い。平成２５年度は清里上斜里南地区１７号道路の６．６線～７線間・１９３メートルの改良工

事と、清里江南西６線地区西６線道路の２７．１号～２７．３号間・１１８メートルの改良工事

を予定しております。 

 土木費・道路橋梁費・道路橋梁費の道路等整備事業につきましては、内容は記載のとおりでご

ざいます。必要な経費といたしまして区画線引業務２００万円、測量調査業務２,５４１万円、町

道補修１,２４８万５千円、道路橋梁及び河川の指定管理業務９,４０７万２千円、その他経費４３

３万４千円の、総計１億３,８３０万１千円、財源内訳は道路占用料と図面等交付手数料で２６９

万３千円、一般財源１億３,５６０万８千円を計上しております。それぞれの事業位置図につきま

しては、議案の１４４ページ～１４８ページに添付しております。区画線引は１４４ページに清

里市街地６路線、１４５ページに郊外７路線の位置図を記載しております。町道補修調査は１４

６ページに札弦地区３路線の位置図を、調査設計は１４７ページに道路１路線、橋梁３橋の位置

図を、この他１４８ページには舗装補修２路線７カ所、横断排水２カ所の位置図を添付しており
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ます。 

 道路新設改良費・道路新設改良事業につきまして、内容は記載のとおりでございます。必要な

経費としまして工事請負費５,６３０万円、委託料７２０万円、補償費３２０万円、その他経費３

４１万４千円の、総計７,０１１万４千円、財源内訳は社会資本整備総合交付金３,９００万円、事

業債１,８８０万円、一般財源１,２３１万４千円を計上しております。議案の１４９ページの事業

位置図をご覧ください。平成２５年度は４線道路の１５号～１６号間・２２０メートルの改良舗

装工事と、羽衣３丁目通り・１２２メートルの改良舗装工事を予定しております。 

 都市計画費・公園費の公園等整備管理事業につきまして、内容は記載のとおりです。必要な経

費としまして管理業務３７２万８千円、修繕２４７万１千円、草刈機の購入費１３９万７千円の、

総計７５９万６千円、財源は一般財源で計上しております。 

 住宅費・住宅管理費の住宅用太陽光発電システム導入補助事業につきまして、内容は記載のと

おりで、必要経費としまして支援補助金１件当たり３０万円を上限として１５件分の４５０万円、

財源は一般財源で計上しております。 

 住宅建設費の公営住宅建設事業につきまして、内容は記載のとおりでございます。翌年度以降

の整備に向けた設計業務により計画的な住宅環境づくりを推進するため、さくら団地２棟４戸の

修繕工事８２８万円、青葉団地の３棟１２戸の修繕工事２４５万円、青葉団地１棟４戸の解体工

事２６６万円と、翌年度以降ひまわり団地建設工事に係る建設工事７７２万８千円、麻園第２団

地・上斜里団地・野川団地改修工事に係る設計業務３４２万３千円の、総計２,４５４万１千円、

財源内訳は社会資本整備総合交付金５７９万５千円、一般財源１,８７４万６千円を計上しており

ます。以上です。 

 

○建設課長 

 新年度予算のポイントだけ、再度簡単にご説明したいと思います。農道保全対策事業につきま

しては先ほど２４年度の補正の関係でかなりのボリュームが来ておりますが、従って２５年度当

初はかなり圧縮された形で残っております。但し、今、道の方から２６年度を２５年度に前倒し

というような話もまいっておりますので、状況によってはこの事業が加速化されて２５年度の途

中で補正があり得るということで、ご理解を賜りたいと思います。かなり早いスピードで農道保

全については進んでいると、ご理解を賜りたいと思います。 

 さらに、道路橋梁費に関係で道路整備の関係でございますが、先の常任委員会でご審議いただ

いた橋梁等の長寿命化に関する部分の調査設計、これに着手をさせていただきたいと思っており

ます。また、既存道路の砂利道等の砂利敷き、これは２４年度の補正等で行っていただいた部分

でございますが、３カ年計画でございますので、砂利道の関係についてもしっかりと力を入れな

がらやっていく。さらに、新たに町道でかなり傷んでいる所につきましても、調査設計を含めな

がら進めていきたい、かように考えてございます。それから、冠水対策という形の中で役場の裏

通り、羽衣南の関係、これは一定の方向性が出たのですが、今後具体的な本格的な設計に向けて

６月ないし９月補正に向けて、今後具体的な事業の取り組み、広く長短事業、まずは社会資本等

の補助事業等をにらみながら、６月以降動けるような体制、こういった形で進めてまいりたい、

かように考えているところでございます。 

 また、道路新設改良事業につきましては、４線の関係の設計が進みまして、具体的に２期工事

に入っていくといった状況になってございますし、羽衣３丁目については２５年度で完了といっ
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た形の中で進めさせていただきます。 

 また、公園等の関係につきましては、かなり樹木が傷んだ部分がございますので、集計的な事

業、さらには緑ヶ丘公園については、芝刈機をかなりハードに使っているもので、更新をしてい

く経費についても、新年度で対応させていただいてございます。また、住宅太陽光の関係でござ

いますが、要綱は５カ年となっておりますので、２５年度が最終年度になりますが、当初予算に

ついては１５件分、先ほど説明したとおり４５０万円を計上させていただき、１期、２期の募集

の中で全体的な状況を把握していきたい。さらに今後、全体的な計画をどう持っていくのか。５

カ年で終わる時限要綱になってございますが、年度中に今後の方向についても十分、町全体の再

生エネルギー対策と連動する中、検討させていただく、そのようにご理解いただきたいと存じま

す。 

 さらに、公営住宅の関係ですが、こちらについても長寿命化の関係で具体的な検討となってご

ざいましたが、古い住宅の改修も具体的に２５年度から手掛けていく。さらに、空いた住宅につ

いては取壊しを計画的に行っていく。加えて、木の関係、町有林等のお話も随分いただいてござ

いますので、２６年度以降のひまわり団地については、基本的に現段階においては木の住宅を建

築していく方向で実施設計等を入れさせていただきたい、このように考えてございますので、具

体的な内容についてお知りおきいただきたいと思います。追加の説明とさせていただきます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑩について説明がございました。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、次に⑪平成２５年度簡易水道事業特別会計予算について、説明願います。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 それでは、私の方から平成２５年度簡易水道事業特別会計予算概要につきまして、議案の１５

０ページでご説明申し上げます。 

 歳出よりご説明申し上げます。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

物件費ということで、前年対比で５３万６千円の増、合計２,４５０万１千円を計上しております。

施設費につきましては、平成２５年度に予定している水道管移設工事、水道メーター器の更新工

事、総計で１,３９０万円、前年対比で９５５万円の減で計上しております。公債費につきまして

は、起債の元利償還ということで、前年対比４５２万７千円の減額となる２,６３０万６千円を計

上しております。基金積立金につきましては、９千円の計上となります。 

 歳入につきましては、平成２４年度の実績見込みを参考としながら、使用料及び手数料では前

年対比１０万円減の５,０５０万１千円。財産収入は９千円。繰入金につきましては、一般会計繰

入金と水道メーター器更新工事に伴う施設整備基金の繰入金、合わせて１,０９４万３千円、前年

対比で１,２６０万３千円の減額で計上しております。繰越金は前年同額の２００万円。諸収入は

１２６万３千円の計上となっており、前年対比で歳入歳出それぞれ１,３５４万２千円の減となる

６,４７１万６千円を計上しております。以上で説明とさせていただきます。 

 

○村島委員長 



 

- 51 - 

 ただ今、⑪について説明がございました。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、次に⑫平成２５年度農業集落排水事業特別会計予算について、説明願います。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 それでは、平成２５年度農業集落排水事業特別会計予算概要につきまして、議案の１５１ペー

ジでご説明申し上げます。 

 先に歳出よりご説明申し上げます。総務費は職員１名分の人件費と施設管理に必要な物件費と

いうことで、前年対比２５万３千円減額の３,３４２万１千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、羽衣３丁目通りの道路改良工事に伴うマンホールなどの移設、

下水道台帳の委託業務で５４５万円、前年対比で６０万円の増で計上しております。公債費につ

きましては、起債の元利償還金ということで６,１５９万９千円を計上しております。 

 歳入につきましては、前年度の実績を基に、分担金及び負担金は１０万円、使用料及び手数料

は３,７２６万５千円、財産収入は５千円、繰入金が６,１５９万９千円、繰越金が１５０万円、諸

収入が１千円ということで、歳入歳出それぞれ１億４７万円、前年対比で１,１２２万円の減で計

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、⑫について説明がございました。何かございませんか。 

 

○勝又委員 

 僕の認識不足で申し訳ないんだけど、先ほどから地域主権一括法改正の関係で、権限が委譲さ

れることで、どこまで町がやらなければならないのか。 

 

○建設課長 

 基本的には地方の主権という形の中で、ある一定の地域状況等に応じたものについては、国の

政令を参酌しながら独自の基準を定めても良いという形になってございます。ただ、その中で通

常、例えば道路の関係ですと、積雪寒冷地の場合について当町については、路側帯の幅ですとか

停車帯をどのようにやっていくのかということについては、各市町村の条例で定めることとなっ

たので、そういったものに関しながらまちづくりをやっていこうという場合については、積極的

な取り組みが具体的に市町村においてもできるといった形になってこようかと思います。ただ、

一般的に安全性の確保だとか、通行の確保だとかという部分については、なかなか小さな市町村

で独自に条例を作るということは難しいこともございまして、先ほど担当の方から申し上げたと

おり、基本とするものについては国の方で示されている政令、さらには都道府県も同じような条

件の中で条例を制定する必要がございましたので、並行しながら作業を進めていた北海道の新し

い条例などを参酌しながら、今回の取り組みを行った、そのようにご理解いただきたいと思いま

す。従って、今後ともそれぞれの状況に応じて、今回提案させていただいた条例の中において、

さらに今後、うちの町において特殊的な需要が生じたり、改善すべき点があった場合については、

当然、国等に申告しなくても、町独自の判断である一定の条例改正に伴って、構造的なものや設
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備的なものについても変更付加ができる、そういった要素となってきますので、かなり自由度が

高くなる。但し、その代わり、それに伴ういろんな事故だとか発生する要因については、すべか

らく町の責任で処理されなければならない。責任と権利の両方が今回の地方分権関係の条例改正

で出てきている。単純に全部町に任せたということだけじゃなくて、責任も含めて負わなければ

いけないといった形で理解していただければ大変ありがたいと、このように考えてございます。 

 

○勝又委員 

 その責任の部分で、条例を制定して、その後事故があったという場合に、今までと違ってその

責任を負うようなことになっちゃうのかなということを感じたものですから、ちょっと聞いたん

です。答弁は良いです。 

 

○村島委員長 

 それでは、これで建設課終わります。 

 それでは、２番の意見書の検討について。 

 

○議会事務局主任 

 ２の意見書の検討について、１件ございますのでご説明いたします。「安心できる介護制度の

実現を求める意見書」（案）でございます。提出依頼者は北海道医療労働組合連合会、道東勤医

協労働組合の両名から連名で出てきております。議案の１５４ページをご覧ください。この意見

書の内容につきましては、介護保険制度の改善と介護労働者の処遇改善の要望項目として３項目

が挙げられております。 

 以上の内容につきまして、内容の検討及び委員長名での意見書提出につきましてのご協議を、

よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 ただ今の意見書の関係につきましては、提出するということで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、３の次回の委員会について。 

 

○議会事務局長 

 次回の産業福祉常任委員会の開催につきまして、追加の説明なのですが、今朝、農協組合長か

ら「ＴＰＰ交渉参加に関わる請願書」が提出されております。これにつきましては、今朝の議運

には間に合わなかったのですが、３月１１日の本会議当日の議運にかけたいと思っておりますの

で、議運から所管委員会に付託ということになりますと、産業福祉常任委員会を３月１１日の本

会議終了時点で開催していただき、付託された請願書についてご審議いただくという形にさせて

いただきたいと思いますので、次回の産福常任委員会につきましては、３月１１日の本会議終了

後ということで、ご理解願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 
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 ４．その他について。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

これで、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５時０８分） 


