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第１３回産業福祉常任委員会会議録 

平成２５年１２月６日（金） 

    開 会   午前１０時３１分 

    閉 会   午後 ２時２０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清里町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

  ②平成２５年度一般会計補正予算（町民課所管分） 

  ③平成２５年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 ●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平成２５年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

  ③清里町福祉灯油助成要綱について 

 ●産業課 

  ①平成２５年度一般会計補正予算（産業課所管分）について 

  ②国営施設機能保全事業宇遠別川地区（仮称）について 

  ③清里町農山漁村体験施設条例の一部改正について 

  ④緑清荘条例の一部改正について 

  ⑤農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例の一部改正について 

  ⑥緑温泉条例の一部改正について 

  ⑦斜里岳山小屋設置条例の一部改正について 

  ⑧緑温泉の指定管理者の選定について 

  ⑨清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業の利用実績について 

  ⑩清里町店舗出店等支援交付金事業の利用実績について 

  ⑪平成２５年度焼酎事業特別会計補正予算（第１号）について 

 ●建設課 

  ①町道路線の廃止について 

  ②平成２５年度一般会計補正予算（建設課所管分）について 

  ③平成２５年度除雪計画について 

  ④清里町簡易水道条例の一部改正について 

  ⑤清里町農業集落排水施設条例の一部改正について 

２．意見書の検討について 

  ①森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書（案） 

  【提出依頼者】北海道森林・林業・林産業活性化促進議員連盟連絡会 会長 竹内英順 

  ②「要支援者に対する介護予防給付継続」と「利用者負担増の中止」を求める意見書（案） 

  【提出依頼者】北海道医療労働組合連合会道東勤医協労働組合 執行委員長 山本隆幸 
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  ③利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める意見書（案） 

  【提出依頼者】清里地区連合会 会長 成田典央 

  ④平成２６年度畜産物価格決定等に関する意見書（案） 

  【提出依頼者】清里町農民連盟 委員長 山崎一幸 

  ⑤ＴＰＰ交渉から脱退することを求める意見書（案） 

  【提出依頼者】清里町農民連盟 委員長 山崎一幸 

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    ■町民生活Ｇ総括主査  清水 英勝 

 ■町民生活Ｇ主査    梅村百合子 

 ■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    ■農業Ｇ総括主査    武山 雄一 

 ■農業Ｇ主査      山嵜 孝英    ■商工観光・林政Ｇ主幹 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 

■建設課長       藤代 弘輝    ■建設管理Ｇ総括主査  清田 憲宏 

 ■上下水道・公住Ｇ主幹 鈴木  敏     

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  鈴 木 由美子 
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  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは総務委員会終了に続きまして、第１３回産業福祉常任委員会を開催いたします。まず

町からの協議報告事項について町民課から３件の案件が出ておりますが、①の後期高齢者医療に

関する条例の一部についてから③の平成２５年度国民健康保険事業特別会計補正予算、第３号に

ついてまでの３件１点ずつご説明を願います。課長。 

 

○町民課長 

 それでは私の方から３点の概要について御説明をさせていただきたいと思います。清里町後期

高齢者医療に関する条例の一部改正につきましては地方税法に係る延滞金の見直しにあわせまし

て条例の一部を改正するものでございます。 

２点目の町民課所管一般会計補正予算の概要につきましては、１点目といたしまして明年の４

月１日より施行されます国民年金の一部を改正する法律に対処すべく国民年金のシステムを改修

する経費を補正するものでございます。２点目のリサイクルセンター施設改修実施設計業務委託

事業につきましては、近年増加しております畳布団じゅうたんなどの可燃性粗大ごみの減量化を

行い、最終処分場の延命化を図るために切断機を格納する施設の整備をするために必要な実施設

計を、今回補正をさせていただくものでございます。国保特別会計補正予算につきましては、後

期高齢者支援金介護納付金前期高齢者納付金の確定による補正退職、被保険者等医療費、出産一

時一時金につきましては件数などの増加による増額また、保険事業の特定健康診査等事業におき

ましては機器購入事業の完了に伴う減額補正をするものでございます。それでは詳細につきまし

て、各担当者よりご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 はい。それでは、お手元の議案の１ページになります、清里町後期高齢者医療に関する条例の

一部の改正でございます。 

後期高齢者医療保険料につきましては、条例の中で延滞金の求める加算割合を規定しておりま

す。ただし実際の経済情勢を踏まえまして、その割合を軽減しているところでございます。その

軽減に基づく条文が附則の第３条というところに位置をいたします。その附則の第３条ですけれ

ども議案の方にありますが左側は、現行の条例。そして右側が改正後の条例ということでござい

ます。今般税制改正によりまして、その割合が改正により引き下げられるという状況にございま

す。施行が来年の２６年１月１日からということでございますので、今回の改正を行いたいとい

うところでございます。 

中身につきましては延滞金の部分の率関係、それから適用の関係ということで、条項文を右記

のように改正をしたいということでございます。後段附則につきましては施行の期日平成２６年

１月１日からの適用ということでさせてもらって、また従前に係る延滞金の措置につきましては、

経過措置ということで２番目に設けております経過措置によりまして分けさせてもらって延滞金

を処理するというものでございます。以上で説明終わります。 
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○村島委員長 

 ただ今①について説明がございました。委員の方何かございませんか。よろしいですか。はい。

それでは前に進みます。②の平成２５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主査 

はい。それでは２ページの補正予算概要調書の部分、国民年金システム改修事業の補正予算に

ついて説明させていただきます。 

今回の補正予算では、社会保障税一体改革関連で成立した公的年金制度の財政基礎及び最低保

障機能強化のための国民年金法の一部を改正する法律のうち国民年金保険料免除に係る訴求期間

への見直しが、平成２６年４月１日から施行されることに伴い、現行システムを新制度に対応で

きるように改修する経費として民生費、社会福祉費、国民年金事務費委託料に２９万４千円を計

上しています。 

この法律の施行により免除等の可能期間が現行では申請のあった月の直前の７月、学生納付特

例では、直近の４月までであったものが最大で、申請のあった日において、保険料の徴収権の消

滅時効が成立していない２年１カ月前までとなります。このために、免除等についての基準とな

る所得の情報も今は過去２ヶ年なんですけれども、過去４ヶ年分まで必要となるためにそれに対

応できるようにシステムを改修するために経費を計上するものです。 

なおこの経費につきましては全額が事務委託金、特別事情分として交付されるため同額を歳入

の国庫支出金、国庫委託金、民生費国庫委託金、国民年金事務費委託金として、歳入予算も同額

補正することとなっておりますので申し添えます。以上説明を終わります。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

②について続きまして衛生費、清掃費、清掃事業費リサイクルセンター施設改修実施設計業務

委託事業の説明がありましたが、可燃性粗大ごみ切断機の導入を計画しておりまして、その関連

として格納庫整備に係る実施設計を行うものでございます。３ページにありますとおりリサイク

ルセンター既存施設を約６７．５平米増築しまして、そのスペースを格納庫として切断機を設置

することとしております。実施設計にかかる委託料としまして１０４万円を補正するものでござ

いますが切断機導入によりまして、これまで大きすぎて焼却できず、埋立処分されていた畳や布

団、じゅうたんなどを中間処理施設で切断し償却等行うことで、最終処分場への粗大ごみ搬入量

が減量化され更なる延命化を図ることができると考えております。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただいま②についての補正予算並びにリサイクルセンター改修計画図について説明がございま

した。委員の方何かございませんか。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ちょっと参考までにお伺いをしたいんですが、リサイクルということで、粗大ごみの切断を導

入して、今度可燃ごみとして燃やしていくとこういうことなんですが、今まで埋め立てをしてい

た、今度これを入れることによって切断して可燃する割合というのはどのぐらいになるのか、そ
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してそれが結果として、最終処分場の寿命として、どのぐらいのペースになるのか、非常に難し

い話ですけど計画の中でどのような状態になっているのか。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 まず今の可燃性粗大ごみの状況について、まずは御説明をさせていただきますが、今の粗大ご

みにつきましては収集及び直接搬入されたものについて、約６割の手選別に行いまして、最終的

に、最終処分場の方で埋め立てしているっていうのが現状でございます。最終処分場につきまし

ては、今の第２期が平成２２年度から３８年度までの１７年間の共用という形に今現在進めてい

るところでございます。今回の切断機導入に当たりまして減量化がどのぐらいなるのかというこ

とで２つの手法もちまして試算をしてございます。 

まず１点目は今の第２期の一般廃棄物処理計画を平成２０年度に樹立しております。そのとき

の粗大ごみの埋立量等々の数値を用いながら、現状を加味して、算出なりをしております。その

算出でいきますと。今の畳、じゅうたん等々の容量等々でいきますと約１年半の延命化が図れる

んではないのかなというふうに今のところ試算しております。 

もう１つは現状ということでことしの９月から１１月まで実際に清掃センターに搬入されまし

た畳、布団じゅうたん等々、これを実際に調査いたしまして、それによって、現状から最終的に

どのぐらいの減量が図れるのかということでこれも試算しております。その試算でいきますと２．

４年分、現状として当初の計画よりも、畳ですとかそういうのが増えてきているというたぶん大

きな要素があるのかというふうに考えてございます。そういう意味で、現状から積算試算等して

いきますと約２年ちょっとの延命化が図られるのではないのかなということで、計画そして現状

等々を総合的に判断いたしますと、今のところあくまで試算ではございますが、２年程度の最終

処分場の延命化が図られるのではないかというふうに試算しております。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ２年程度の延命が図られるということなんですけど、もう１点は今回も改修して長寿命で改修

をしたわけですが、可燃していること、今度切断で燃やすことによっての能力といいますか、稼

動時間はその日の処分って言いますか、あるいは１週間の処分の中でどのぐらいの割合っていう

かな、稼働能力を燃やすことのできる稼働能力の中で何１０％の稼働状態に推移されるのかって

いうことだけちょっとお伺いをしていきたいと。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 
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○町民課長 

 なかなか難しいところなんですが、今のところ私どもの想定しているのが、畳ですとかじゅう

たん等々の粗大ごみつきましては、搬入されるのが春先秋口というような集中しているような状

況でございですから、ある程度ストックをしながら、その焼却の状況を加味しながら一緒に処分

をしていくという状況になってくるのかなというふうに思っております。以上です。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 先ほどの国民年金システムのことでちょっと聞きたいんですけども、免除に関してということ

で当初７月から４月までということで免除申請ってあるわけですけども、先ほど話したことをも

う少し解りやすく、もう一度話していただきたいと思いまして。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 例えばなんですけども、法律が施行されるのが来年の４月からですから、平成２６年５月に申

請したものとしてやります。平成２５年に申請しますとその当初免除サイクルが７月から６月な

ので、平成２５年度の７月から６月までと、平成２６年度の６月から７月までが、今は申請でき

るんです。それが直近の７月っていう言い方になります。 

今度法律が施行されましたら、その前の年の２５年の７月からまたさらに１年遡って、２４年

の７月からで保険料は２年間納めることができるんですけども納める期間が、その月の翌月まで

というふうに決まっていますので、プラス１カ月、２年１カ月までが納められる期間になります。

今回はその納められる期間すべてについて遡って、免除申請が受けられるように幅を広げたとい

うことになります。それになりますと所得も、その免除の年によって算定していきますので、今

は２ヶ年までで良いんですけども、前年の所得で見ますからまた遡って２年なので、今の２年か

ら４年前の所得まで審査しなければいけないということです。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。それでは次に③説明願います。 

 

○町民生活Ｇ主査 

はい。それではお手元の議案の４ページの方になりますが国民健康保険の特別会計補正第３号

の概要でございます。今回の補正につきましては、先ほど課長からもありましたけれども自動精

査等によりまして減額及び増額を行うものでございますが、予算総額に対しては変わらないとい

う形の補正でございまして、総額は現計それから補正後も変わらずという形の補正になります。

そういうこともありまして、主に歳出の増減という形の補正予算とさせていただいてございます。

４ページの下段歳出の方をまず説明させていただきたいと思います。 

歳出、款の２款になりますが、保険給付費ですけれども内訳としましては退職被保険者等の療

養費としまして、今後の支出見込み分で１９万３千円を増額補正するものでございます。合わせ

て出産育児一時金につきましてもプラス２名、４２万円が単価であります。プラス２名という形
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で出産予定数ということで８４万円を増額計上するところでございます。３款に参りまして、後

期高齢者支援金等でございますが、こちらにつきましては支援金として拠出していくものですけ

れども、拠出額の確定に伴いまして６０万９千円を減額するものでございます。それから４款の

前期高齢者納付金等でございますが、こちらにつきましては概算で当初見込んでおりましたが、

確定額によりまして２万９千円を増額させていただくものでございます。６款の介護納付金につ

きましても額の確定によりまして３３万１千円を減額させてもらうものでございます。８番保険

事業費でございますが、保険特定保険の事業費におきまして物品購入等を行っておりまして、そ

の執行残ということで、不用額を１２万２千円減額させていただいてございます。この減額に対

しました分を振り替えまして、増額の給付費等に割り当てる形の補正を行うことによりまして、

増減が補正額ゼロという形で対応したいと参ります。 

歳入の方に戻ります。その中で一部繰入金との財源がございます。その中での財源振りかえを

行うということでございますんで、出産育児一時金の増額に伴いまして１２万２千円を追加させ

てもらいまして、そのほか一般会計繰入金こちらが、８の保険事業費の事務費の執行残という部

分になりますが、同じく一般会計から繰り入れたものを振替える形で増減が出るという歳入にな

るところでございます。説明は以上で終わります。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 今回の補正につきましては今の担当の方から説明をしたとおりでございます。私の方から今後

の国保会計の運営の見込みについてちょっと若干御説明をさせていただきたいと思います。 

歳出における保険給付費療養費全般で申し上げますと、現在まで、おおむね予算のとおり推移

をしてきているという状況でございます。ただし今後、歳出におきまして保険給付費の状況また、

歳入においては療養給付費負担金財政調整交付金など国、道からの補助金などにより最終的にと

いうか一般会計からの繰入金の補正も３月等々であり得るのではないのかいうふうに今のところ

考えているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただいま③の第３号について説明ございます。委員の方、何かございませんか。 

 

○池下委員 

 今回のこの保険給付１０３万３千円ですか。補正のことで聞きたいんですけども、出産育児一

時金が８４万円ということになっているんですが、これは出生が例年より多いということですか。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 当初予算におきましては、１５名分の出産育児一時金ということで６３０万ほど予算計上させ
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ていただいております。現在担当の方からもお話した通り、２名ほど増になるという見込みの上

で、今回８４万円を増額させていただきたいというふうに考えてございます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。よろしいですか。全般的に何かございませんか。それ

では町民課、これで終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 引き続き保健福祉課①から③までございますけれども、１点ずつ説明願います。はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 ご協議いただきますのは、１点目は介護保険の条例の改正でございます。介護保険条例につき

ましては延滞金の率を国税にならい変更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 

 介護保険条例の一部改正について御説明をさせていただきたいと思います。５ページをお開き

願います。今回の改正におきましては、国税の延滞にかかる率が変更になったことから、介護保

険条例におきましても国の改正にならい改正をいたします。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただいま説明ございましたけれどもこの点について何かご意見ございませんか。よろしいです

か。それでは前に進みます。それでは②の平成２５年度一般会計補正予算について説明願います。

課長。 

 

○保健福祉課長 

 これにつきましては補正予算につきましても福祉灯油についての補正予算でございまして、そ

の次も、福祉灯油の要綱でございますんで、続けてやらせていただいてもよろしいでしょうか。 

 

○村島委員長 

 はいよろしいです。 

 

○保健福祉課長 

 ご協議いただきますのは、今年２月から３月にかけまして、灯油購入助成事業をさせていただ

きました。この冬も実施いたしたくご協議いただくものです。春に一時１００円を切った灯油価

格が秋に入りまして、また１００円を超えてまいりました。円安等の動向によりさらに値上がり

傾向が続くものと予算がされます。そこで特定の条件を満たす低収入者の方を対象として福祉灯

油事業を行わせていただきたいというものでございます。担当よりご説明申し上げます。 

 

○村島委員長 

  はい。 
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○福祉介護Ｇ総括主査 

それでは６ページをご覧いただきたいと思います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福

祉総務費、保健福祉課所管分の補正についてでございます。今回補正いたします福祉灯油の助成

につきましては、昨年度も実施しておりますが、本年度においても近ごろの灯油価格の高騰に対

する対策として低所得の高齢者世帯等の負担増加を軽減するために一世帯当たり１００リットル

分の灯油を助成するもので灯油高騰の最高額を１リットルあたり１１５円と見込みまして対象世

帯１０２世帯を想定した総額１１７万３千円を補正するものでございます。 

引き続き、７ページをご覧いただきたいと思います。福祉灯油の助成の概要についてご説明を

申し上げます。今補正のところでも御説明しましたが、灯油価格の高騰ということで生活保護世

帯、高齢者世帯、身体障害者世帯等また一人親の世帯これらの低収入層の方々に対しまして、冬

期間の灯油購入費の一部を助成するものです。対象の世帯につきましては平成２６年１月から３

月までの間に町内に住所を有し要綱の１番から（１）から（６）までのいずれかの条件とさらに

昨年同様収入基準に該当する世帯となります。ただし社会福祉施設等の入居者ですとか病院に入

院されている方また冬の間町から離れて冬期間暮されている方々につきましては除かれます。収

入の基準につきましては単身世帯で１００万円。二人世帯では１５０万円。以降世帯員１人につ

き５０万円を加算した額になります。この助成は時限によりまして３月３１日をもって終了いた

します。助成の内容は、１世帯あたり灯油助成券で灯油１００リットルを助成いたします。以上

です。 

 

○村島委員長 

 ②と③についての説明がございました。何か委員の方ございませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 福祉灯油は、去年は対象者が何件あるのかわかりますか。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○保健福祉課長 

 昨年の認定された方は７２名の方でございます。 

 

○池下委員 

 対象者ですよ。 

 

○保健福祉課長 

 対象者につきまして、まず収入要件がございます。そこのところが読みきれない。非課税収入

があるものですから、正直申し上げまして昨年補正をさせていただきまして、この事業を着手し

ました。１月に補正させていただいたんですが、２６０万円補正させていただいて決算としては

７３万８千７３円ということで大きく実績を下回りました。これにつきましては、それぞれの要

件なりどういった世帯かというところの数については把握しておるんですが、収入について非課



 

- 10 - 

税収入も含めて１世帯ひとり家族であれば１００万円。２人であれば１５０万円ということの条

件を申し設けました。そのところで収入について読み切れなかったということで予算の措置の仕

方としては十分なことではなかったと反省してございます。そういうことで具体的に収入要件を

含めて何人かっていうところは去年の実績をもとに、１０２世帯ということでございます。 

 

○村島委員長 

 はい池下委員。 

 

○池下委員 

 去年７２件って言いました。今年見ると１０２世帯もう出ているんで、ちょっと去年どのぐら

いなのかというのを聞いたんですが。ということは、パーセンテージ出ないんですよね。去年の

分に関しては。例えば今年１０２世帯が対象で、今年が例えば８０何件っていったらパーセンテ

ージ出るんでしょうけど、去年に関しては出ないですよね。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 対象のうち何割の方が申請をして支給をしたかという御質問かと思いますが、そうですね。分

母のところがはっきりと解りません。そういう点では出ていません。この１月に委員会にご協議

申し上げました時にも漏れのないようにやるようにということでお話しいただきましたので、そ

の点につきましては最善の努力をいたしました。１月から補正をして３月までということで実質

２月間、２、３の事業でしたが住民周知ということで、１２月１５日にチラシを入れ、それから

３月１日に広報に載せ、３月１５日のお知らせ版でいうことで３回の広報いたしましたし、収入

とか解らないわけですが、対象と思われる世帯については民生委員さんにお願いをして声をかけ

ていただきました。これについては私どもが対象と思っていた、２００数十戸あったわけですけ

ども、それについては漏れなく声をかけていただいたというふうに思っておりますし、また支援

に入っている高齢者の方については、うちの方のホームヘルパーさんであったりとか、ケアマネ

ージャさんあたりからも声掛けも行っております。そういうことでまた申請につきましても札弦、

緑の方に対しても申請をしやすくということで、日にちを定めて出向いての受け付けもしました

し、当然ながら支所で随時受付けも可能でございましたし、清里においても２日間の集中的な受

付日を設けました。その他随時受付けるということで私と考えとしては知らなかったということ

は避けられているんではないかなというふうに考えてございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい池下委員。 

 

○池下委員 

ちょっともう一度聞きたいんですけども、７２件で２６０万って言いましたか。 
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○保健福祉課長 

 予算につきましては２１７件で２６０万円ということで補正をさせていただきました。実績と

して７２件に７３万８千円での今日の執行ということでございます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 非常に大切なことだと思うんですが、ちょっと参考までに把握どういう形なのかなというふう

なんですが、１月１日から３月３１日までに灯油の助成をしていくっていうことなんですが、１

世帯当たり、実際に消費されている灯油の量っていうのは、例えば今回１０２件ですか、対象そ

れを平均すると３カ月間で何リッターぐらいの灯油を消費されているのか。この辺の調査ってい

うのはされたことがあるのか。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 具体的な調査そのものはしていません。見込みとしては４００リッター前後でないのかなとい

う見込みです。あくまでも見込みです。家の大きさ、性能いろんなことございまして、難しいと

ころであります。高齢の方も多いところで、なかなか把握しづらい。正直言いましてそういうと

ころです。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 当然そういうことになるのかなと思うんですけど、これ２年間やると意外と持続してくんだろ

うというふうに私も思いますし、良いことだと思うんですが、出来ればその辺の実態も把握しな

がら、１割に満たないような助成だとか、あるいは７割を超えているだとか助成ということであ

れば、３割から５割はしてあげるような環境づくりということも必要なのかなというような思い、

それと同時にもう１点は昨年度もあったんですが、灯油じゃなくて薪の人もいるよ、電気の人も

いるよって言っていた。その辺の配慮は今年度どういう形になっているのかな。それもあわせて

お伺いしたい。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

この制度の中での支給というところでは周知が漏れていないというイコール、この支援を利用
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したいと言う方についてはほぼもれなく利用させていただいていると考えております。それから

灯油の使用量そのものについては御本人からのところは、なかなか情報は得られないんですが、

入れている方のところから、どこの家とは言えないところで感覚的なところでは聞いております

ので、一般的にどうなのかっていうところは、もうちょっと精度をあげて行きたいと思いますの

で。先ほどの４００というふうに理解いただければと思います。それから昨年も御意見いただき

ました灯油以外のところには同様の扱いということで、今年もさせていただきたいと思っており

ますのでご理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 １００リッターっていうことになれば、購入した日にちによって単価設定１週間ずつぐらいず

れてその差は当然出てくる。現物支給ということで私は良いと思うんですけども、年間って言い

ますか、１月から３月この助成をする期間に１戸当たり平均大体４００リッター前後でないかと

いうことであるとすればもう少しその率を１５０なり２００まで上げてあげるという措置も、今

年度に向かってある意味では、本当に私は必要なような気がするんですが、それによって金額は

倍になりますが、この辺の考え方については考える余地っていうのはないのか。私の考え方です

けど。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 単価そのものに柔軟に対応できるということで１００リッターということでさせていただきま

した。単価に対してはそういうことですね。量はというところであれば１００ということで同様

にということで、今年についてはこれでやらせていただけないかなと思っておりますけども、御

理解をいただきたいなと思います。今後検討させていただきます。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今後検討と言いながら、考える余地があるとすればまだまだ間に合う話だと思うんです私は。 

昨年も予算的には２００何戸で二百何十万と予算を組んで、実際に７２戸しかなく、７４万ぐ

らいで済んでしまった。今回も計画で見る数字でいくと１０２戸。実質的には、昨年とそんなに

大きな差のない数字ということになるんだろうなっていうふうな理解をしているわけですが、そ

ういう中でいけば、５割増しあっても事業として喜ばれる事業の中にしたということの行為なの

か、本当にありがたいと思えば、かすかでもありがたいと思ってはくれるんですが、その辺の感

覚をできれば次年度からと言わず、まだ時間的余裕はあるんじゃないかなということ。 
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○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 私としては、今ここでは何とも申し上げられない。当然ながらそういうご意見をいただいたこ

とは理事者の方に申し伝えますので何とかご理解いただければと。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 先ほど課長、灯油以外についても同様の扱いをさせていただきたいことで、去年もそういうふ

うにしたと思うんですが、大体１万円位の補助だと思うんです。灯油のことを基本に考えると今

年もそういうふうにすると思うんですが、薪も炊いている人もいる、それからオール電化の人も

いるっていうことを同じく補助するんであれば、この福祉灯油補助というよりも、かえって福祉

冬期補助の方が良いんじゃないかというふうに思います。それと灯油に関してだけっていうふう

に捉える人もいるかもしれない。光熱費補助でも良いですよ。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 これの制度の趣旨というところでいきますと、灯油価格の高騰の緊急的な支援ということで、

ただそれだけでは電気代も燃料価格に比例して上げるだろうということの中で、このへんについ

ても基本は基本として押さえながら、ちょっと枠を広げましょうかというこということで処理を

させていただいております。生活困窮者の支援となりますと、そもそものところが違ってまいり

ますので御理解いただければと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 今の議論の中で思ったんですけど、昨年２１７世帯の予算たてながら７２件について実施され

たんです。今回精査された中で１０２世帯ということで、議論の中であがっていたその１世帯当

たりの灯油の量を増やすだとか灯油に限らず適用範囲を広げる。もうひとつ考えなければならな

いのは、所得制限の部分。年金受給も国民年金世帯で１５０万ですか。その中を超えるとこれは

申請対象にならない。だから、その段階的な部分でもう少し間口を広げるのであれば、そこら辺

も今後検討する余地があるんじゃないのか。１世帯あたり２人であれば１８０万までを低所得す

るのかどうか。そういう話もやはり同じように検討していっても良いんじゃないかな。国民年金
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が７０何万で２世帯では単純に１５０万の年金の形になるんですけども、実際問題２人になれば

なるほど灯油炊くっていう部分もあるのかなという辺も合わせて、そういう議論の中に検討して

いただきたいなと思います。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 福祉灯油という点の助成の量がどうなのか、量の問題、それから対象者の問題、それぞれの福

祉灯油という中で勉強させ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 

 各委員から今課長答弁されていますけど１０２件ですか。１００リッター。私も加藤委員と同

感なんですけども、もう少し福祉灯油という名目でやられる以上、今回これでやらせていただき

たいという課長のお話でありますけど、上の方へ少し使い道をきちっとすれば町民なんか何も言

わないんですよ、何事も。もう少し時間ありますんで、今日はここで聞いときますけども、他の

議員も言われました１００リッター１戸あたり。今課長からだと、４００リッターぐらい利用っ

て言われましたよね。そうだとすると微々たるものでしょう。１００リッターなんていうのは。

もう少し臨機応変に町のお金使ったとしても私は喜ばれるようやってもらいたいなと。私もここ

で申し上げておきたいと思います。よろしいですか。そういうことで答弁はいいですよ。上層部

の方へ、こうやって出ましたということだけ言ってください。課長では判断できませんので。は

い。それでは。 

 

○保健福祉課長 

 はい。お時間いただいてよろしいですか。老健の医師招聘についてちょっとお話しさせてくだ

さい。９月９日の本会議で経過についてお話をさせていただきました。それからおおむね３カ月

を経過しましたので、ここまでについてお話をさせてください。 

その後御紹介をいただいたり、うちの方で情報を得た先生が５名ほどいらっしゃいました。そ

の先生について可能性を探りました。その内３名の先生については、直に私が会ってお話をいた

しました。１名の先生につきましては常勤での老健医師ということはできないということで御断

りがありましたけれども、スポットであれば支援することもできますよというようなことで、口

頭でお話をいただきました。具体的な詰めはこれからになりますけれども、これについては御支

援いただけるということで継続してお話をさせていただきたいと思います。 

それからもう１人の先生につきましてはまだご挨拶をした程度でありますが、またさらに具体

的にお話を聞いていただけるのかどうかこのへんのところを今詰めていきたいというふうに考え

ております。もう一方の先生については残念ながら縁がなかったということでございます。結論

としては、いまだに医師の招聘確保ができていないというところでございますが、大変厳しい状

況でありますけども一生懸命努力してまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。以上でございます。 

 



 

- 15 - 

○村島委員長 

 わかりました。議長。 

 

○村尾議長 

 今老健のその医師の確保でご苦労なさっている話、過去からずっと聞いておりますし、町長も

努力されているようなんですが、私どもが認識しているところによりますと老健は社会福祉協議

会との指定管理者契約になっていると。で医師の派遣、医師の招集の関係で役場が独自に努力さ

れているのは解るんですけど、社会福祉協議会との関係はどうなっているんですか。社会福祉協

議会は医師の問題についてはどのように感じているのか。 

 

○保健福祉課長 

 当然ながら医師は管理者として理事として招くわけでございますし、受託事業所としては当然

ながらこの医師確保については努力をしていただいています。会長初め委員のみなさんについて

は十分に経過を説明しながら理解をしていただく情報提供なりをいただいています。それから医

師確保に当たって具体的に行う事務職員につきましては、面談については常に私と一緒に、事務

長と私があたるということになっていますし、具体的な細かな事務の方は当然ながら老健の方で

やっていただいています。当然ながら会長等には逐次情報を入れながら連携をとってということ

で招聘活動を行ってところであります。 

 

○村島委員長 

 いいですか。議長。 

 

○村尾議長 

 私がなぜそういうことを言うかというと指定管理者ということの契約状況の中ではやはり、課

長なり町長なりが努力するのは当然であるわけですが、やはり福祉協議会も一緒になってやらな

いと。課長の答弁では全然頑張っているっていう話、社会福祉協議会が動いているような話に聞

こえないもんですから。ぜひその辺は、社会福祉協議会もやっているんだぞっていう話ももらわ

なければ。 

 

○保健福祉課長 

 そのへんちょっと表現がまずかったです。一緒になってやっていますので、本当にそうなんで

す、常にどこ行くのも。事務方の仕事であれば事務長と一緒ですし、当然ながら会長には逐次報

告指示いただきながらやっているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。説

明が不足しておりました。 

 

○村島委員長 

 他によろしいですか。全般的にいいですか。はいそれでは保健福祉課これで終わります。御苦

労さまでした。 
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○村島委員長 

 はい、それでは産業課①から⑪までありますが案件数がかなり多いもので、１件ずつ説明をし

ていただきたいと思います。はい課長。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項１１件について協議報告をさせていただきます。最初に大変申しわけございま

せんが議案の訂正をお願いしたいと思います。皆様の議案書の１８ページをお開き願います。１

８ページと１９ページが全く同じ資料がついてございますので、第１８ページに大きなバツをつ

けて削除扱いにしていただきたいと思います。 

今回の１１件の補正の主な案件は、一般会計補正予算並びに焼酎特別会計の補正予算、さらに

は国営事業ウエンベツ川改修事業が終わりまして、その後の指定についての整備が見えてまいり

ましたのでお知らせをするものでございます。また消費税の改正に伴います関係条例の改正、緑

温泉の指定管理者について、住宅リフォーム事業や店舗改修出店事業についての利用実績等につ

いて、それぞれ担当よりご説明申し上げますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 はい。武山さん。 

 

○農業Ｇ総括主査 

それでは１点目の、平成２５年度一般会計補正予算、産業課所管分について御説明申し上げま

す。９ページをお開きください。 

１点目、５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費において農地集積協力金交付事業を

実施するものでございます。農地集積や分散化した農地の連担化を円滑に行うため農地集積協力

者に対し農地集積協力金を交付するものでございます。 

今回の予定案件につきましては２ヘクタールを超える耕作地の協力があった１戸に対し、７０

万円を交付するもので事業費総額７０万円を道支出金同額で計上しております。 

２点目の５款農林水産業費、１項農業費、８目町民活動施設費において町民活動施設管理事業

を実施するものでございまして、３月までの管理計画について、事業費１５２万５千円、役務費

２万１千円の総事業費１５４万６千円を一般財源同額で計上しております。町民活動施設につき

ましては利用者の要望により４月に開館を行ってございます。当初予定をしておりませんでした

経費がかかっており、当初予算で計上した分について、不足を生じております。また改修に伴う

消耗品等の補充分についてもあわせて計上をさせていただいておりますので御理解賜りますよ

う、よろしくお願い申しあげます。以上説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただいま①についての説明がございました。委員の方、何かございませんか。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 この町民活動施設費の１５４万。あそこ新しくしましていろんな器具とか入れたんですけど、

いろいろな陶芸やっている方、手芸やっている方、いろいろな団体が入っているんですけども、
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今回新たにああやってした時に説明会が終わって１月足らずがこようとしているんですけど、そ

ういった中での苦情とか要望とかそういうものに関してはどうなんですか。 

 

○村島委員長 

武山君。 

 

○農業Ｇ総括主査 

農畜産加工室におきましては細かいことで言いますと、長靴を新しくしてほしいですとか、あ

と足りない備品関係で、カステラの枠ですとか湯煎の台ですとかいろいろと要望をいただいてお

ります。そういった中対応できるものにつきましては対応をしてまいるべく今検討しているとこ

ろでございます。 

また手工芸室においても、おり機の更新をというような御要望をいただいておりますが、おり

機につきましては現在非常に高価なものでございますし、現行のもので対応できないかどうかも

含めて団体の方とお話をさせていただく方向で今検討してございます。また陶芸の方につきまし

ては利用の方法等について今団体ともお話をさせていただいておりまして、現在の団体の利用料

につきましては、団体利用月５千円という形で徴収を納めていただいて活用いただいているとこ

ろでございますが、その費用に見合った形の利用とそれ以外の期間でのそれぞれの負担について

もお願いをして活用いただくように団体ともお話をさせていただいているところでございます。 

 

○村島委員長 

 はい池下委員。 

 

○池下委員 

 各種いろんなところからの要望とかは多々あるとは思うんですが、要望されたからといって必

ず全部やると予算は、常に青天井であるわけじゃないんで、枠組みというものがしっかりとした

中でやっていかなきゃならない考えで、そういった中でもいろいろな団体が余りもめごとのない

ように陶芸がああだとか手芸がああだとか、うちはだめなんだとかって、いろいろと声を聞くん

ですよ。そういった中で行政としてはいろんな団体に話を聞きながら、団体の人数にもよります

けど、そういったところでうまく間に入っていきながら予算付けをしていってほしいなとそうい

うふうに考えています。 

 

○村島委員長 

 はい、武山君。 

 

○農業Ｇ総括主査 

ただ今池下委員よりいただきましたとおり、各団体の意見等も十分お聞きしながら、予算等に

つきましても議会の皆さんとご協議しながら進めてまいりたいと考えておりますのでご理解賜り

ますようお願いいたします。 
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○勝又委員 

 要望ということだったんですけど、加工室においていえば恐らく要望なんて聞けばきりない世

界だと思うんですね。そういうのもあるんですけど、この備品は、私いるけどあなたいらないみ

たいなそんなようなのもあったり、そういうものは十分検討しているんですけど、根本的な機能

の部分の改善の要望っていうのは、これはやっぱり何とか改修していかなくちゃいけない部分か

なと。準備室の加工室の部分でちょっと段差あるんですよね。あそこでなんかつまずくみたいな

んですよね。そういうような部分の基本的な部分っていうのは何とか改修してあげられるような

形のものっていうのは、備品とかそんなもの以前に検討しなきゃならん部分じゃないかなと思う

んですけど、ひとつよろしくお願いしたい。 

 

○村島委員長 

 はい武山君。 

 

○農業Ｇ総括主査 

今、勝又委員から言われました、入り口の段差の解消につきましても早急に対応するよう検討

してまいります。御理解賜りますようよろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 この中で消耗品の購入等々真空パックの機器があるんですけども、あれ自体も特殊な真空パッ

クで従来と違うんですけども、その備品等々が無いのかな。それとにがり等も従来はある程度パ

パスの中では充当できるような体制はとれていたんですけども、今は果たしてどうなっているの

か。対応できるのかできないのか。そのへんも合わせてちょっと説明を。 

 

○村島委員長 

 はい武山君。 

 

○農業Ｇ総括主査 

指定管理者でパパスさっつるさんが運営をされている際には施設内での販売行為等も含めてや

っておられたということはお聞きしております。町民活動施設において営業行為の部分の取り扱

いもございますので、そこにつきましては利用者の利便の部分もありますが、少し厳格に取り扱

わなければならないというふうに判断しておりまして、施設内での販売行為はとりあえずできな

いというふうに判断しておりまして、パパスランドの売店の方でそういった部材について取り扱

っていただくよう、パパスさっつるの方にお願いしているところでございまして、利用者の方に

もそういうような形で周知していくよう準備を進めておりますのでご理解賜りますよう、よろし

くお願いいたします。 
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○村島委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 ということは、その消耗品はあくまでも指定管理者パパスで調達してくださいよというふうに

捉えて良いんですか。そうじゃなくてあくまでも代行としてパパスが用意はしときますけども、

あとは利用者がそこから購入するという形なのか。そこら辺はきっちり説明しとかないとあくま

でも利用者負担ということで。 

 

○村島委員長 

 はい、武山君。 

 

○農業Ｇ総括主査 

それら今前中委員から言われました利用者が使われる消耗品関係については利用者に御負担い

ただくという考え方でおります。 

 

○前中委員 

 コスト的には僕はわからないんですけど、真空パックかなり大きくてかなり精度も良い、そし

てそれなりのビニール等はやっぱり専門業者からなると、そんな１枚１０枚でなくて、ある程度

ロット購入になるのかなと思うんですけど。そのへんは町としては対応できませんよって話の答

弁なんですけども果たしてそれで良いのかどうか。消耗部材の購入費、計上しますと言っている

んですけども、同じように豆腐づくりも盛んに行われている中、にがりの対応もそこら辺も細か

い話ですけども、説明するなり事務基礎対応できるようにしておかないと。また町民と行政の間

でそういう部分本当に大変な部分なったとき困るんで、その辺やっぱり説明責任もあるんで、ち

ょっとその辺もう一度詳しく教えていただきたいと思います。利用者負担ですよということは、

今の中では見えたんですけど、そういう形で対応もしますよ。そこはどうするか確認で。 

 

○村島委員長 

 はい。武山君。 

 

○農業Ｇ総括主査 

部材の購入等につきましては、パパスさっつるさんにお願いをして確保をいただくようにお願

いをしているところでございます。販売につきましても当然パパスランドの方で販売をいただく

わけですので、パパスさっつるさんの方に品物を揃えていただいて、利用者の方にはパパスラン

ドの売店の方に行って購入いただくように、そういった説明ができるような形で進めてまいりた

いと考えておりますのでご理解賜りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○前中委員 

スムーズに連携取れるようによろしくお願いします。 
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○村島委員長 

 他にございませんか、この件。はい加藤君。 

 

○加藤委員 

 今の話ですけど、きちっと加工施設の正面にその備品と備品でない消耗品等の購入場所やその

ことの提示っていうものをきちっと口頭でなくてされておくべきだというふうに思います。それ

と今回この補正で出ています。需用費の１５２万５千円の大まかな項目どこにもないんで、説明

願います。 

 

○村島委員長 

 はい、武山君。 

 

○農業Ｇ総括主査 

需用費の大まかな内訳でございますが消耗品費９万５千円、燃料費８７万１千円、光熱水費５

５万９千円の１５２万５千円という内訳になってございます。 

 

○村島委員長 

 はい他に、良いですか。それでは前に進みます。それでは②の国営施設の機能保全事業ウエン

ベツ川地区、これについて説明願います。 

 

○農業Ｇ主査 

それでは網走開発建設部で、今年度から調査を行っています国営施設機能保全事業ウエンベツ

川地区（仮称）の概要について説明させていただきます。１０ページをご覧ください。 

国営施設機能保全事業とは国が造成した基幹水利施設等を対象に、施設の機能を長期に保全す

る長寿命化対策として補修補強を実施する事業です。今年度より過去に美咲地区等で造成しまし

た施設の機能診断を網走開発建設部で行っております。 

清里町における対象施設はウエンベツ排水路、ウエンベツ川切り替え排水路、ウエンベツ幹線

排水路、３線排水路、５線排水路、７線排水路、西５線排水路の一部です。平成２５年度調査に

おける機能診断の結果は１０ページの施設健全度マップに記載されています。黄色で着色されて

いる部分が補修補強の対象施設です。 

斜里町を含めた予定全体事業費は１８億円。その内、清里町分の事業費は３億円を想定してい

ます。地元負担は事業費の５％。公共性の高い施設への補修補強工事ですので、地元負担分は町

が負担し、金額は１千５００万円の予定です。機能診断長寿命化計画の作成に要する期間は平成

２５年度から平成２６年度までの２年間。補修補強等に要する事業期間は、平成２７年度から平

成３６年度までの１０年間の予定です。現在改修工事を進めています、ウエンベツ幹線排水路に

つきましては事業を行っていますので、補修補強の必要がないとなっていますが、事業期間１０

年間の間に長寿命化計画の見直しを行い、計画変更を実施し取り残した部分の整備を行う方向で

協議を進めています。今後早期事業着手に向けて事業促進期成会設立を斜里町と調整をとりなが

ら進めてまいります。以上簡単ですけれども説明にかえさせていただきます。よろしくお願いし

ます。 
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○村島委員長 

 今ウエンベツ川について説明がありました。何かこの件について御質問ございませんか。よろ

しいですか。なし。はい。それでは続きまして③の清里町農山漁村体験施設条例の一部改正につ

いて説明。はい、野呂田君。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

清里町農山漁村体験施設条例の一部改正についてをご説明いたします。１１ページ目をお開き

願います。１番目改正の理由といたしましては消費税率改定に伴う施設使用料の改正となってお

り、改正の内容につきましては別紙新旧対照表のとおり、施設使用料を改正することとなってお

ります。施行期日につきましては公布の日から施行といたしまして、平成２６年３月３１日まで

は従前のとおりとなっております。 

改正点につきましては１２ページの新旧対照表で説明いたしますので、１２ページ目をお開き

願います。改正点ですが、左の表右の表でアンダーラインを引いております。宿泊室大人の使用

料５千６１０円を５千２００円の税別、子ども４千５９０円を４千３７２円の税別。摘要欄の４

といたしまして、大人宿泊室使用料は、消費税加算後に別途入湯税１５０円を加算すると、５番

目１０円未満は切り捨てする。を加えております。研修室につきましては２千５５０円、一団体

を２千４２９円、一団体税別摘要欄で３番目１千５０円を１千円の税別。４番に１０円未満は切

り捨てするということを加えております。１３ページ目をお開き願います。附則につきましては

施行期日の記載でありまして、平成２６年３月３１日までは現行の使用料を適用する旨を記載し

ております。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 ③について御説明がありましたが、委員の方何かございませんか。よろしいですか。それでは

前に進みます。④の緑清荘条例の一部改正について説明願います。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

緑清荘条例の一部改正についてをご説明いたします。改正理由等につきましては前段説明いた

しました。農山漁村体験施設と同じような形となっておりまして施設の使用料及び入湯料を改正

するものであります。 

１５ページ目新旧対照表をお開き願います。宿泊につきましては、大人５千６１０円を５千２

００円税別。２階休養室の３千６７０円を３千３５３円税別。子ども４千５９０円を４千３７２

円税別。２千６５０円を２千５２４円税別といたしまして、摘要欄に４番大人宿泊室使用料は消

費税計算後に別途入湯税１５０円を加算する。それから５番１０円未満は切り捨てるとするを加

えております。 

会議研修室につきましては１団体（大）９千１８０円を８千７４３円税別。１団体（中）７千

１４０円を６千８００円税別。１団体（小）５千１００円を４千８５８円税別。それから２階宿

泊研修の１団体和室が２千５５０円が２千４２９円の税別。それから、第１から第５につきまし

ては２千５５０円が２千４２９円の税別。第６は５千１００円から４千８５８円の税別。２階会

議室２千５５０円が２千４２９円の税別となっており、摘要欄４番１千５０円を１千円の税別と
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いたしまして、１６ページ目をお開き願います。５番１０円未満は切り捨てするを加えておりま

す。 

２番の入湯料につきましては、１回を１回券。それから大人３８０円を３６２円税別。老人、

中人、小人２００円を１９１円税別といたしまして、摘要欄１０円未満は切り捨てとするを加え

ております。回数券につきましては３千８００円、それから２千円を、回数券額は１回券の１０

倍とするとしております。附則につきましては施行期日の記載で平成２６年３月３１日まで現行

の使用料を適用する旨を記載しております。以上で終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今④の緑清荘条例の一部改正について説明ございました。委員の方よろしいですか。それ

では前に進みます。⑤の農林水産直売食材提供供給施設設置条例の一部改正について説明願いま

す。はい野呂田君。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

農林水産物直売食材提供供給施設設置条例一部改正についてご説明いたします。改正理由等は、

同様でございましてパパスランド温泉施設入湯料金表を改正するものであります。 

１９ページ目をお開き願います。１９ページ目、パパスランド温泉施設入湯料料金表になりま

す。こちらも１回を１回券といたしまして、大人３８０円を３６２円税別。２００円を１９１円

税別といたしまして、摘要欄、高齢者とはの前に１番を付けまして２番目１０円未満を切り捨て

するを加えております。 

回数券につきましては３千８００円、２千円を、回数券額は１回券の１０倍とするといたしま

して、摘要欄回数券は１組１２枚綴りとするの前に１を加えております。附則につきましては施

行期日の記載でありまして、平成２６年３月３１日までは現行の料金表で行う旨を記載しており

ます。以上で終わります。 

 

○村島委員長 

 ⑤について委員の方よろしいですか。はい。それでは前に進みます。⑥の緑温泉の条例の一部

改正について。はい野呂田君。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

緑温泉条例の一部改正についてをご説明いたします。改正理由等は同様でございまして、入浴

料金表を改正するものであります。２１ページ目をお願いいたします。２の入浴料金表１回券３

８０円、２００円とあるものを３６２円税別、１９１円税別とし、備考欄に１０円未満切り捨て

とするを記載しております。 

回数券につきましては回数券額を１回券を１０倍とする。１回数券は１組１２枚とするという

形で改正をしております。附則につきましては施行期日の記載でありまして、平成２６年３月３

１日までは従前と同じ金額で使用する旨を記載しております。以上で終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今緑温泉条例の一部改正について説明がありました。ございませんか。前中委員。 
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○前中委員 

 ３つの温泉がある中で料金体系の中で、老人と高齢者という言葉を使っていますけど、ここは

せっかくなんで統一性を持たしたらどうでしょうかね。 

 

○村島委員長 

 はい。課長 

 

○産業課長 

今前中委員から申されました通り３カ所の温泉施設で緑だけが違う言葉を使っていると。それ

で、今回の改正は消費税率の改正に伴う改正をさせていただいたということで、今後改めてこう

いう字句のおかしいところの訂正についても進めてまいりたいというような検討をさせていただ

きたいというふうに思いますのでご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。それでは終わります。⑦の斜里岳山小屋設置条例の一部改正について説明願

います。野呂田君。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

斜里岳山小屋設置条例の一部改正についてご説明いたします。改正理由につきましては同様と

なっておりまして斜里岳山小屋使用料の改正となります。２３ページ目新旧対照表をごらんくだ

さい。施設使用料大人１千５００円を１千４２９円の税別。子ども１千円を９５３円の税別。部

屋１部屋２千円を１千９０５円の税別とし、備考欄、宿泊を伴う利用の場合で大人は高校生以上

のところに１を加え、２、１０円未満は切り捨てするを加えております。 

また使用時間は１０時から１５時までの前に１を加え、２、１０円未満は切り捨てするを加え

ております。駐車場使用料につきましては５００円を４７７円の税別。摘要欄、駐車場内での前

に１を加え、２、１０円未満は切り捨てするを加えております。用具使用料につきましては一式

３００円、マットレス２００円とあるものを２８６円税別、１９１円税別といたしまして１、１

０円未満は切り捨てするを記載しております。附則につきましては施行期日の記載でありまして、

平成２６年３月３１日までは現行の条例を活用するという形での記載となっております。以上で

説明終わります。 

 

○村島委員長 

 ただいま斜里岳の山小屋の設置条例についての改正について説明がございました。何かござい

ませんか。いいですか。はい。それでは終わります。それでは続きまして⑧の緑温泉の指定管理

者の選定について説明願います。はい課長。 

 

○産業課長 

緑温泉の指定管理者の選定につきまして２４ページでご説明いたしますのでお開き願います。

緑温泉につきましては、平成２６年３月３１日をもちまして指定管理委託期間が満了することか
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ら清里町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例に基づき指定管理者の募集及び選

定に向けた事務を進めるものでございます。 

１番のスケジュールについてでございますが、本日の委員会に指定管理者の選定について事務

を進めていくことをご報告し、１２月中旬から募集を開始いたします。明年１月下旬に選定委員

会を開催し、指定管理者を選定し、２月の議会所管委員会に選定結果を報告してまいります。３

月の定例議会に指定管理者指定議案を提案してまいります。議決後、指定管理者指定の告示及び

指定の通知、基本協定の締結を進めてまいります。あわせて平成２６年度当初予算に関連する予

算を提案し、単年度協定を締結してまいります。また、選定結果につきましては公開をしてまい

るものでございます。 

２番の指定管理業務の内容につきましては記載のとおりでございまして、３番の指定期間につ

きましては平成２６年４月１日から３年間とするものでございます。以上説明を終わります。よ

ろしくご審議願います。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今⑧の緑温泉の指定管理者の選定についての説明がございました。委員の方何かご

ざいませんか。よろしいですか。それでは前に進みます。それでは⑨の清里地域経済活性化住宅

リフォームの事業の利用実績について説明願います。 

 

○商工観光Ｇ主査 

平成２５年度地域経済活性化、住宅リフォーム事業利用実績についてご説明させていただきま

す。２５ページをご覧ください。平成２５年１１月３０日現在、１の申請件数は２９件うち補助

金が補助金確定２７件、申請中２件でございます。 

２の補助金交付額につきましては８１８万円でうち補助金確定の２７件分７６８万７千円につ

きましては支払いの事務手続を終えております。申請中２件分４９万３千円につきましては、未

払い分となっております。 

３の補助金残額は８２万円となっております。 

４の今後の申請見込みにつきましては、現時点での申請の問い合わせはありませんが、補助金

残額がございますので申請希望者に対し申請を受け付けてまいります。 

５の住宅リフォーム事業補助事業の２６年度以降の考え方でございますが、住宅リフォーム事

業補助要綱につきましては、平成２３年度から平成２５年度の３カ年の要綱となっており、要綱

の実施期間が平成２６年３月３１日で終了となりますが、利用実績や町内住宅関連業者の活性化

等勘案し補助要綱の期間延長を検討しております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、地域活性化住宅リフォームの実績についての説明がございました。何か委員の方ござ

いませんか。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 ５番の補助要綱の期間延長を検討しているってことなんですが、とりあえず何年ぐらいどうい

う予定でいるのか。 



 

- 25 - 

○商工観光Ｇ主査 

とりあえず１年間の延長を。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 ここにも書いているとおり利用実績や、町内住宅関連業者の活性化等を勘案しっていうふうに

書いてあるんだったら、１年と言わず２年、３年。町長も地域振興対策ということに力を入れて

いるってことでやるのであれば、これ３年計画でやったんですけども最低でも延長２年にして５

年をやるとかそういうふうな前向きな考えでやっていただきたいな。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

先般町長とも協議いたしましたが十分利用実績もあり経済効果もあったという判断の基に１年

にするか３年にするかという話の中で自分の任期が１年なんでやっぱり１年にして、そしてまた

改めて経済活性化のために延長していくことを検討していきたいというようなことを申されてお

りましたので、そのような形で１年でもうしないと継続するけど、自分の部分ということを発言

されておりましたので、それで住宅リフォーム事業は続けてまいるという考え方をしておりまし

たのでご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい。他にいいですか。それではしたら延長は１年間ということでございますけども、この件

についてよろしいですか。それでは引き続き、清里町⑩の店舗出店等支援交付金事業の利用実績

について口頭説明で。 

 

○商工観光Ｇ主査 

はい。それでは、清里町店舗出店等支援交付金事業の利用実績につきまして口頭でご説明させ

ていただきます。店舗出店等支援交付金事業につきましては予算額９００万円、限度額３００万

円の３件分がございまして、広報等で事業内容をお知らせしておりますが、現在まで本年度の利

用実績はございません。問い合わせについてはございましたが、本申請までには至っておりませ

ん。広報等で再度内容をお知らせしていきたいと考えております。本事業につきましても平成２

３年度から２５年度の３カ年の要綱となっておりまして要綱の実施期間が平成２６年３月３１日

で終了となりますが、こちらにつきましても地域経済の活性化、及び地域の振興等を勘案し、補

助要綱の期間延長を検討しております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 口頭でありましたけれども、⑩についてはございませんか。それでは前に進みます。⑪の平成
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２５年度焼酎事業特別会計補正予算第１号について説明願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

平成２５年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第１号について。２６ページで御説明いたしま

すのでお開き願います。今回の補正は、焼酎ブランドデザイン変更に伴い、ボトル箱の試作品製

作費及び瓶の型製作にかかる器具購入費職員の時間外勤務の増額、並びに焼酎事業所に、直売所

を開設したことに伴うのぼり作成費などが主なもので、歳入歳出それぞれ７２２万６千円を増額

するものです。 

それでは中段の歳出よりご説明いたします。１款総務費４０万円の増は、焼酎ブランドデザイ

ン変更に伴う職員の時間外勤務手当を１０万円。需用費の消耗品費３０万円は、ボトル箱の試作

品製作費です。印刷製本費１０万円は、焼酎事業所に直売所の改修したことに伴うのぼり作成費

です。次に賃金人夫賃１０万円の増、並びに委託料施設管理委託料２０万円の減は焼酎事業所、

直売所の開設に伴い、６月末までは休日施設管理業務をシルバーセンターに委託してまいりまし

たが７月１日より直営にしたことにより施設管理委託料を２０万円減額し、賃金人夫賃１０万円

を増額する科目の振替を行うものであります。 

２款製造費の６８２万５千円はオリジナル瓶の型製作のため備品購入費、器具購入費として６

千８０２万５千円を増額するものです。３款公債費は変更ありません。４款基金積立金１千円は、

積立金利息の積立に伴い増額するものです。 

続きまして上段の表において、歳入のご説明をいたします。歳出総額７２２万６千円の増額補

正に伴い１款財産収入１千円、２款繰入金２４３万５千円、３款繰越金４７９万円。総額７２２

万６千円を財源として補正するものです。以上で説明を終了させていただきます。 

 

○村島委員長 

 ⑩の焼酎事業特別会計補正予算第１号について説明ありました。何かございませんか。全般的

に何かありませんか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと先ほど忘れていたんですが、口頭で店舗支援の問題を先程聞きましたけども、実はこ

れ新店舗を出すときに３００万の補助金３年やっているんですけど、実質的に４５０万かからな

いと３００万出ないよと。実際に他に店舗の改修補助金っていうのは５０万の部分ありますけど

も、現実今やっている商店主たちが大幅に改修をしたいというふうになったときに、なぜ新店舗

の人間が３００万出るのに、５０万しか出ないんだという現実今やっている人のところに目を向

けてくれるという力がないのかという話をされているんですよ。現実５０万出るんですけど、こ

れ３０万円分は現金ではないので、いかがなものかと思うんですが、ここら辺を変えていくよう

な話というのは、あるのかないのか、ちょっとお伺いしたい。 

 

○村島委員長 

 課長。 
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○産業課長 

店舗出店等支援交付金事業と店舗改修事業の要綱に違いがございまして、それぞれの目的を持

って行っております。店舗出店の方につきましては新しく店舗をつくるとか空き家店舗を再利用

するとかということの場合に限って他にもまだありますけど出しておりますし、そして店舗が減

らないように増えていくということを大きな目的としております。 

逆に店舗改修につきましては既存の店舗を開設するにあたっての補助ということになります。

従いましてその店舗が増えていくという部分については問題ないんですが、既存の店舗を改修す

る部分については店舗の増加等に繋がりませんので、今の要綱からいきますとかなり難しいもの

もありますし、今後検討していく上においても店舗改修の補助を大幅に増やすということもなか

なか難しいかと思いますが、検討はさせていただきたいというふうに思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 実際問題こうやって現実にやっている人たちが、それだけの力がある人間であれば良いんです

けどやはり老朽化したりまた高年齢化したりで、そういう部分に関して力もない人もいますし、

ずっとやっていきたいという人もいますので、改修事業だけという課長言うのもわかりますけど

もその辺もう一度理事者とそういう話も出たということだけでもお話しいただきたいなと。実際

問題１００万でも１５０万でもいいからっていう話を現実的に私聞いていますので。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

商店街の全般的な活性化というような意味合いもあろうかと思いますので、検討させていただ

きたいというふうに思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。それではちょうど昼になりましたので産業課これで終わります。ありがとう

ございます。はいご苦労様です。 

 

休憩 午前１１時３１分 

再開 午後 １時００分 

 

○村島委員長 

 定刻でございますので建設課①から⑤までございますから、１点ずつ説明を願います。はい、

課長。 
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○建設課長 

 本日の建設課からの協議事項につきましては５項目ございます。１点目の町道路線の廃止につ

きましては昨年より着手しております道営農道農地整備事業の江南排水路の事業実施上の必要措

置であります。２点目の一般会計補正予算につきましては、今年から工事が始まりました道営農

道保全事業の１７号道路と江南西６線道路の事業推進のための補正予算となっております。３点

目は、今年度における除雪計画であり４点目と５点目の条例の一部改正につきましては、さきの

委員会でご説明いたしました翌年４月１日から施行されます国の消費税増税にあわせました水道

及び水道料金の改正となっております。詳細につきましては各担当主幹、総括主査よりご説明申

し上げますのでよろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 それではさっそく①から説明願います。はい。 

 

○建設Ｇ総括主査 

町道路線の廃止についてご説明いたします。議案の２７ページの町道路線廃止位置図をご覧く

ださい。当該路線は、昭和５９年度より町道敷地として管理していたものを道営畑総事業により

整備する排水路敷地として管理するために今回町道江南第４道路Ｌイコール７３３メーターを廃

止するものであります。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただいま町道の路線の廃止についての説明がございました。何か委員の方ございませんか。よ

ろしいですか。それでは引き続き②の平成２５年度一般会計補正予算建設課所管分について説明

願います。 

 

○建設Ｇ総括主査 

建設課所管の補正予算についてご説明いたします。議案の２８ページ、補正予算概要をごらん

ください。それでは農林水産業費、農業費、道営整備事業費、農道保全対策事業負担金事業につ

いてご説明いたします。 

事業の内容といたしましては、記載のとおりでございます。道営農道保全対策事業として実施

しています上斜里南地区１７号道路と江南西６線地区江南西６線道路の道路改良工事に伴います

２５年度予算の確定による負担金の追加補正でございます。 

事業負担金として、上斜里南地区４２７万５千円。江南西６線地区４５０万円。北海道土地改

良事業団体連合会負担金として上斜里南地区１万５千２００円。江南西６線地区、１万６千円。

合計８８０万７千円を追加補正いたします。 

財源の内訳は町債７４０万。一般財源として１４０万７千円でございます。なお、今回の補正

分につきましては全額２６年度に繰り越し、実施を予定しております。次のページの図面をご覧

ください。 

上斜里南地区につきましては、１７号７線から５．３線間Ｌイコール９６０メーター、江南西

６線地区につきましては、江南西６線２６号から２７．１号Ｌイコール６２０メーターの舗装整

備を予定しております。以上です。 
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○村島委員長 

 ただ今②について説明ございました。何か委員の方御意見ございませんか。いいですか。それ

では進みます。③の平成２５年度除雪計画について、説明願います。 

 

○建設Ｇ総括主査 

平成２５年度の除雪計画について説明させていただきます。議案の３０ページから２５年度の

除雪計画をご覧ください。 

議案の３２ページ除雪延長につきましては農道を含めた道路１６８路線１６５．６キロメート

ル。歩道３３路線２６．５キロメートルを予定しております。なお、昨年からの変更につきまし

ては主に道道町道改良整備による増減でございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今２５年度の除雪計画についての説明がございました。委員の方何かございませんか。は

い、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと、除雪の計画について云々ではないんですけども、今、町道と道道の関係で、それが

いろいろぶつかりあっているという場合に、どちらが先に入った場合に道路に雪が残るわけなん

ですけども、後から行った方が当然きれいによけなきゃならないかなとは思うんですけども、意

外に雪を残していったりということがあるので、ここら辺、道道側の部分の土現ですか、そこと

話をきちんとして、きれいに除雪の残りがないような形で、ルールとしては後から入ったものが

きれいにしていくような条件があるみたいなんですけども、それが励行されていないみたいなん

で。そこら辺をお願いしたいと思いますが。 

 

○建設課長 

 交差点付近に、どちらかの除雪車が通った時に、反対側の道路に雪を残すというご指摘はたま

にいただきます。それで、ルールといたしましては交差点に残さないで持って行くというルール

があるのですが、まれに残されることもあります。そういう場合は気づき次第、関係機関と協議

して排除するようにこれからもやっていきたいと思っております。 

 

○村島委員長 

ございませんか。それでは前に進みます。それでは④の清里町簡易水道条例の一部改正につい

て説明願います。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹  

私の方から、簡易水道条例の一部改正につきましてご説明いたします。資料の３５ページをお

開きいただきたいと存じます。 

今回の補正につきましては、地方消費税および地方税法の改正に伴う料金及び手数料の一部を

改正するものであります。第２３条につきましては料金について規定を定めたものであり、別表
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第５の使用水量に対する料金表と、別表第６のメーター使用に対する料金を定めた規定がありま

すがこの料金を改め基本料、超過料金、メーター使用に対する料金を算定したあとに消費税相当

額を加える額に改めるものであります。 

第２項につきましてはその第１項で算定されました料金において１０円未満の端数が生じた場

合はその金額を切り捨てるとする規定を新たに設けるものであります。 

第２９条の手数料につきましては、第２３条同項条文規定を定めるものであります。改正後の

料金につきましては、別表第６に記載のとおりでありますが基本料金につきましては１千４０円

から９９１円に。超過料金の１立米から５０立米までは、１３０円から１２４円に。上記外の５

０立米を超えた場合につきましては７０円を６７円に。次の表をお開きください。別表第６のメ

ーター使用に対する料金表でありますが、メーター使用につきましては口径ごとに料金を定めて

おりますが、１３ミリの場合は３７０円から３５３円に、２０ミリの場合は５３０円から５０５

円に、２５ミリは５８０円から５５３円に、４０ミリは７９０円から７５３円に、５０ミリは２

千９４０から２千８００円に、７５ミリは３千６８０円から３千５０５円に、１００ミリは４千

４１０円から４千２００円に、それぞれ改めるものであります。 

別表第７につきましては、水道手数料に関する部分でありますが、今回消費税に関係し、改正

する分は表の部分の５番目、下から２番目になりますが、消費税の課税の対象となっております

手数料、給水申し込み手数料の１件あたり６００円から５７２円に改正するものであります。 

附則につきましては、施行期日を平成２６年４月１日から施行するものであります。料金の適

用に関する経過措置は地方税法等の改正の経過措置に準じまして、改正後の条例の施行期日を、

規定するものでありますが、引き続き施行日以後に使用している場合については、料金の確定が

２６年４月３０日までの料金につきましては、従来の適応をさせるということでこれは料金の確

定、検針を確定するわけですが、４月１日には４月分の確定はされておりません。５月に最終３

０日まで使いますので、権利が発生する方がありますので、５月支払をいただく分から適用され

るということになります。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今④の簡易水道条例の一部改正について説明ございました。委員の方何かございませんか。

よろしいですか。はい。それでは進みます。⑤の清里町農業排水集落排水施設条例の一部を改正

するについて、説明願います。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹  

それでは、農業集落排水施設条例の改正について御説明いたします。３８ページをお開きいた

だきたいと存じます。 

１５条の第１項につきましては使用料の算定方法を定めたものでありますが、水道条例同様消

費税相当額を超えた条文に改めます。これは第１５条に規定いたしております。２項の第２号に

つきましては別表２の表を変えるわけですが、水道水以外の方の改正となりますが、水量の測定

器使用に係る部分を改正するものでありまして、条文規定に消費税を加えた額を追加するもので

あります。第４項につきましては先ほど水道条例の中でもご説明いたしましたが、料金計算後の

端数整理の部分の１０円未満の切り捨て額を条文規定するものであります。 

別表１の使用料の算定基準でご説明いたします。それぞれ、基本料、超過料金ありますが、基
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本料につきましては、１千３６０円から１千２９６円に。超過料金につきましては１立方メート

ル当たり１４０円から１３４円に改めるものであります。別表２につきましては水量測定器使用

者に対する料金表でありまして、口径ごとに水道料を定めていますが１３ミリを３７０円から３

５３円に２０ミリは５３０円から５０５円に、２５ミリは５８０円から５５３円に、４０ミリは

７９０円から７５３円に改めるものであります。施行期日及び計画措置につきましては、先ほど

水道の方でご説明いたしました同じような同様の改正になっております。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今⑤の農業排水施設条例の一部改正について説明ございました。何かございませんか。よ

ろしいですか。それでは５項目建設課から提案されていますけれども、それ以外のことで何かあ

りましたらありますか。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 今日の議案のことでなくても、構わないですか。建設課に関することなので。 

 

○村島委員長 

 建設課に関することなんですか。では、よろしいです。 

 

○池下委員 

 今年の春、４月１日～４月２６日まで、住宅用の太陽光発電システムの補助金の申請を受け付

けておりましたけれども、５月１３日の常任委員会で口頭説明でありますけれども、１５件の枠

が埋まりましたと。４５０万の当初の予算をつけておりますが、１５件ともが３０万満額であっ

たのかどうか、まずそこの点をお伺いしたいと思いますが、資料はないですか。 

 

○村島委員長 

 建設課長。 

 

○建設課長 

 資料は用意していないんで正確な数字は申し上げられませんが、１５件すべてが３０万ではな

かったと記憶しております。 

 

○池下委員 

 概ね４５０万であったという答えだと思うのですが、その後、これは４月２６日で締め切りが

終わっているのですが、もう１２月に入りましたけども、その後の問い合わせ件数というのが建

設課の方に何件くらいあったのか。その辺いかがですか。 

 

○建設課長 

 具体的に施工される本人からの問い合わせはありませんでした。記憶しておりますのは、設備

する方の会社の方からの問い合わせが１件と、今月はその関係者の方から１件問い合わせをいた

だきましたが、具体的に施工される方からはございませんでした。 
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○池下委員 

 こうやって出ていて、我々議員の方には５月１３日の段階で１５件埋まったという話が出てい

るのですが、広報等でこうやって導入支援しますよと謳っていながら、例えば５月の段階で満額

になった場合、もう満額ですよって締め切り終わりましたので枠はないですよっていうお知らせ

をしていないと思うんですよね。いかがですか。 

 

○建設課長 

 現在流しているホームページでは、今年の申し込みは終了いたしましたというのを載せてはお

りますが、具体的に広報の方で１５件に達したという広報は具体的には載せておりません。 

 

○池下委員 

 基本的にこの太陽光発電というのは、そんなに若い方がするものではないのかなという、ちょ

っと私の概念ですけども、ある程度のお年をいった方が光熱費の負担ということを考えた中でや

りたいということで、正直言ってホームページなんて見ないんですよ、広報で見ながらやるとい

うのを基本ベースに考えたら、こうやって載っているから、じゃあ８月、９月くらいに思い立っ

てどうしようかなと思って考えていても、もう無いですよということを知らないから、遅くなる

んですよね、当然。こうやって会社の方から１件、その他問い合わせがという話を今されていま

したが、実際問題として春の段階ですぐ埋まってしまった場合、多数問い合わせがあった時はど

うするんですって話になった時に、じゃあその時にまた我々の方と相談しながら協議していきた

いという旨の発言をされていたのですが、一度もなかったんですよね。正直に申しますと。町長

が言うように太陽光を推し進めていきたいと。公共施設の中に今年度予算計上されているわけで

すから、もっと前向きにやっていくのがベストだと思うんですよ。今現在、そうやって申し込み

は終わって、満額終わりましたけども、そういう話があったならば、すぐ補正を組めるような状

況になぜ持っていかないのか。その辺いかがですか。 

 

○建設課長 

 確かに先の委員会で当初計画していた１５件を超えた時に抽選になりまして、その後について

は、問い合わせの件数、また申し込みの件数によって新たなご提案をさせていただくというよう

なお答えをしたと思います。それで７月だと記憶しますが、広報で今までやってきた太陽光に対

する補助の実績がどのようなものかというのを一度流させていただきまして、その後、問い合わ

せが来るかどうかだったのですが、具体的に施工されたい方からのやりたいんだけどもという具

体的な問い合わせというものがまだなかったものですから、そこで何件か問い合わせが多ければ、

その時点で最寄りの委員会で、場合によっては補正等のご提案をさせていただいたことになった

と思うんですが、具体的な問い合わせがなかったことから、今までの具体的な補正等の提案はな

されなかったということになると思います。 

 

○池下委員 

 これは個別の案件なんですけども、私のそばの人が太陽光をやりたいということで、ある程度

の高齢のために自分でそういう書類とかは一切できないということで、業者任せにしてしまった
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と。そういう業者が役場に確認を取ったところ、今年はもう枠がありませんから受け付けられま

せんでしたっていう回答をいただいたと。なぜそこで、そういう問い合わせは一応受けさせてい

ただきますと。今後町の方で協議をして、補正を組むかどうかまだはっきりしませんのでってい

う回答ができないのかなと。頭から予算がないですし、今年はもう終わりましたからと言われた

ら、そうですかってなっちゃうんですよ。もっと親切にその辺を取り組んでいただきたいと、私

はそう思うのですが。 

 

○建設課長 

 具体的な対応履歴については、詳細がご説明できるものがないものですから、今後一応２５年

までの事業ということで進めてきておりますが、太陽光につきましては一般住宅の太陽光補助以

外にも、町全体の事業としての位置づけもありますので、今後、継続できるとすれば、今ご指摘

いただいた点も考慮いたしまして進めてまいりたいと考えております。 

 

○池下委員 

 最後にちょっと聞きたいのですが、この冬になって、もう２５年度もあと３ヶ月足らずで終わ

りますが、こういう申し込みとか問い合わせとかがあった場合に、すぐ補正を組むという予定が

あるのかどうか。その辺ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○建設課長 

 時期的にもう１２月です。これから工事的には不可能ではないかもしれませんが、時期的に考

えましてこれから申し込みいただいた分に関しましては、翌年度の事業実施の方に向けて考えて

いきたいと考えております。 

 

○池下委員 

 工事やってしまったら、もうできないですよね。工事が終わっちゃって、例えばそういう話が

あったにも関わらず、町からの回答がそういうふうだったために、補助金はあきらめて工事をや

ってしまおうかということでやってしまった者には一切出ないんですよね。 

 

○建設課長 

 今の補助要綱からいきますと、施工してしまったものには補助金は出ない要綱となっておりま

す。 

 

○村島委員長 

 いいですか。 

 

○田中委員 

 私も聞かれたわけなんですけれども、今の答弁の中では業者の方から問い合わせが来て、本人

からは来なかったと。普通たいがいは本人の申請が必要であれば、業者さんに本人の申請が必要

ですよとか。それともう一つ、そういう申請があった中で、内部で検討されたのかどうなのか。

頭からもう予算はないですよと。私も聞いた話では、予算の枠が終わったので終わりですよと言
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われたと。それも内部検討をしたのか。町も今、これから公共施設に太陽光パネルを付けて、そ

ういう自然再生エネルギーを進めていこうとしている最中に、この事業についても今年で５年間

で終わりですよってなるのかどうなのか。これから継続されるのか解らないですけども、そうい

う中で、やはりもう少し内部で検討されたものなのか。もう予算がないから終わりで。私の聞い

た話ではあっさりと予算がないですよと。そうしたら、諦めざるを得ないのかなと。やろうとし

ている人は。そこら辺、どうだったのか。検討されたのかどうか。 

 

○建設課長 

 電話のやりとりですので、正確にその時点のやりとりがどうだったかと言うと、難しいものが

ありますが、問い合わせを受けた段階で答えといたしましては、まず今年予定していた１５件は

もう埋まりましたと。それで、その中でどうしても今年に施工したいというご質問が出てくれば、

その中で検討ということにもなったかもしれないのですが、その時私が聞いている範囲内は、来

年はどうなんですかとか、その程度の問い合わせだったと記憶しておりますので、来年につきま

しては当然、実施できますとは今の段階では申し上げられませんので、今の段階では未定ですと

いうようなお答えになったと思います。 

 

○田中委員 

 やはり対応として、私はもう少し考えるべきだと思うんですよね。検討してみるとか、やはり

もう少し住民との対応の中で親切味というか、そういう対応の仕方、業者からの連絡しかなかっ

たと言うけども、業者はそっちの専門なので、やはりそういうのも調べてやろうとしているとこ

ろにということだろうと思うんですけども、そこら辺、ないから終わりですよってあっさりと切

ってしまうのではなくて、本人の申請が必要なら必要ですよとか、もう少し懇切丁寧な対応の仕

方というのはしていくべきだなと。聞いたらあっさりとないですよということだったので、本当

にこれはやる気がないのか、本当に検討を内部でしたのか。そこら辺はどうだったの。検討され

たのかどうなのか。 

 

○建設課長 

 具体的にまた同じ話になってしまいますが、どうしても今年施工したいという件数が具体的に

なかったものですから、今年度におきましては、補正の提案というのはなされませんでした。ま

た、来年度以降のことは当然３月の議決をもらわなければ、やる、やらないはお答えできません

が、来年度に向けてまたこの太陽光の補助が継続されるとするならば、その辺の対応方法につい

ても、電話の対応を誰か一人に限ることはなくて、誰かいなければ別な人間が受けることもあり

ますので、その辺、電話対応の方法等も内部で協議して、進めてまいりたいと考えます。 

 

○田中委員 

 申し込みが電話ぐらいなものなので、やっぱりそこであっさりと断っちゃったからあきらめた

のか、どうなのかだったと思うんですよね。何回もくどく言うようですけども、対応の仕方がも

う少し丁寧な説明の仕方が。もう予算が１５件の枠で終わりですよと。それで断られちゃったら

そうなのかなと諦めた。それで今後良いのか。これからいろんな事業をやっていく上で、予算が

ここまでだから予算の範囲内でやるのは、何の事業でもそうなんですけども、そういった中でも、
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予算の枠が終わりだから終わりですよと、早い順番で申込順で、町が再生エネルギーを推進しよ

うとしている中で、そういう対応をするのはいかがかなと。本当に検討もされたのか、今後の追

加申し込みについて、そこは本当に検討されたのかどうなのか。 

 

○建設課長 

 年度途中での検討につきましては、先の委員会で説明いたしましたとおりで、問い合わせ多数

の場合は、再度補正予算の方のご提案をさせていたこともあるかもしれないという考えはちょっ

と持っておりました。今後ですが、翌年度この事業がもし継続された場合、募集方法につきまし

ても今回は１５件ということで、多い場合は抽選という形でやらしていただいていましたが、募

集の仕方そのものを検討してまいりたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 ちょっと確認をしておきたいのですが、問い合わせが１件、業者からあったという話ですが、

この助成事業が始まって５年が経過しようとしている中で、補助対象になるであろうソーラーが、

補助対象を受けないでされたという事例を把握したことがあるのかないのか。現時点までに。 

 

○建設課長 

 私の方ではございません。 

 

○加藤委員 

 今年度についても締め切りが終わったと。その後についても、なくて自力でやったような事例

はないということでよろしいですか。 

 

○建設課長 

私の方では把握は、そういう事例というのは把握しておりません。 

 

○加藤委員 

 そういうことであれば問題はないと思うのですが、今、課長から明年度この事業が展開される

にあたっては、募集方法そのものを考えていくということであるから、私は良いと思うのですが、

基本的に田中委員も言われていましたが、事業対象の補助事業内容が町民対象である場合に、先

着だとか、期限を切るとかということは、これはちょっと改善をしなければならない最大の問題

点だろうと思います。今、予算額、他の方法から考える時に１５件で４５０万、そのうち１件は

満度の３０万を助成していませんよと。ということは、不用額が残るわけですよ。執行残が。で

きれば欲しい人がいたのに執行残が残るということも、これまた不思議な話なんですよ。そうい

うことを考えた時に、どういうための事業展開をしていくのか。そのことを十分に踏まえて、順

番的に抽選ですなんていう項目は当然のように駄目ですし、今回の当初の５月か６月の委員会の

時に私も言ったと思うのですが、今年度の事業展開が終わっても、その時期には６月であろうと

９月であろうと、補正は組もうと思ったらできたんですよ。そういうものの予算は執行しなくて

も、逆に１０件分予算を組んだけども実際には３件しかありませんでしたと言ったって、これは

誰も怒らない話ですよ。だから、事業を展開する目的、最後に言わせていただくならば、予算は
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やっぱりあくまでも予算。そして、これはあくまでも町長であり、議員であり、職員の財産でな

く、町民自身の財産なんです。このことを忘れず事業展開を進めていただきたいと思います。 

 

○建設課長 

 ただ今のご意見を参考にさせていただきまして、来年度以降の事業の執行につなげてまいりた

いと考えております。 

 

○田中委員 

 今回、私の聞いた話では３件くらいやりたい人がいて、やるんじゃないかと思うんですけども、

それがやったのか、これからやるのかどうなのか、そこら辺は把握しないんですけども、３件く

らいは聞いているんですよね。今、課長も今後いろいろやっぱり方法についても検討していくと

いうことなんですけども、今年の場合も１５件のところに１６件でしたか、申し込みがあったの

がみんなを集めてくじ引きで、辞退した人がいたから、くじ引きにならなかったらしいけども、

そういうやり方というのもどうかと思うし、しっかりと検討してもらわなかったらならないし、

そして、町民への対応ももう少し丁寧な対応の仕方を。予算がないからじゃなくて、このソーラ

ーパネルばかりじゃないですが、何事においても予算がないからだめですよとか、そんなあっさ

りと切っちゃうようなことを言われたら、仕方ないなとみんな泣き寝入りするしかないですよね。

私は議員をやっているから委員会の時にこうやって物申せる場所があるわけですけども、なかな

か町民は、職員に言われると仕方ないなと思って終わっちゃうので、そこのところは今後十分に

検討してもらいたい事項だなと思います。 

 

○建設課長 

 くじ引きの関係に関しましては今までのやり方で同じように今年もやらせていただきました。

くじ引きをやった方といたしましても、今年は１５件のところに１６件来て、なかなかこちらと

しても辛い思いはいたしました。それで偶然にも１件の方が来られなくて、１５件そのままなり

ましたが、その思いも含めて、今後の募集の仕方、補助の仕方を十分考えて、今後進めていきた

いと考えております。 

 

○村島委員長 

 それぞれ委員から出ていましたが、来年度に向けて改善、いろいろなことを工夫していただい

て、対応していただきたいなと、そのように思います。 

 

○田中委員 

 最後に、今年の場合は申し込みがあっても、もう予算がないから補正も組まないし、やらない

ということですね。 

 

○建設課長 

 来年度以降の事業の方で考えていきたいと、今考えております。 
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○加藤委員 

 そこに関連して、来年の予算ということは解りますよ。ただ、その人がどうしても今年度中の

契約で、その事業を展開しちゃったという時に、来年やりたくても事前着工になっちゃうんです

よ。この辺なんだと思うんです。この辺はあくまでも条例の中ではだめになっちゃうのですが、

そのことを前もって受けた者については、特例としてという項目の予算執行の方法を考える余地

を残すのか、残さないのか。それが出来ないとすれば、やっぱり補正は組まないとならないと思

うんです。３月であろうとも。 

 

○建設課長 

 本年度の助成につきましては、あくまでも今現在ある要綱に沿っての補助になりますので、事

前着手されて施工されたものに対しての助成というのはできないことになっておりまして、どう

しても着手したいというお話があった場合、現在お答えできる話としては、町としては翌年度以

降も確定ではないですが、やりたい考えも持っているというような、はっきりとしたお答えはで

きませんが、進めたいというお話を伝えて、翌年度以降で進めてまいりたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 行政としての立場はわかりますが、もしも仮に、今年度やりたいという人がいれば、それは補

正を組めばできることなんですよ。１件であろうと２件であろうと、それが行政がする仕事でし

ょう。事前着工は駄目だけども、受付だけはしていますと、窓口を開ければ、申請さえあれば良

いので、即事業展開するわけじゃないですから、補正をあげれば良いわけですよ。残しても良い

わけですよ。私が今回一番先に聞いた、５カ年の中でそういう事例はないと言うから良いけれど

も、もしもそれがあったら、等しく町民のための事業展開をされたということにはならないとい

うことなんです。そういうものを防ぐ時に、今の課長の答弁はそれで良いですし、ルール的には

私もそのことを頷きますよ。だけれども、実際に自力でやったという人がいた場合、救いようが

なくならないですか。同じ町民でありながら。だとしたら、補正でも何でも本当に今年度どうし

てもやりたいという人がいるならば、１件でも２件でも補正を組んであげるということ。３月に

なっても補正は組めるわけでしょう。そういう姿勢がどうなのかってことなんですよ。 

 

○田中委員 

 私もついでに言わせてもらうけども、やはり今回、経済対策事業ではＡＥＤだとかいろいろと、

１千何百万組むわけですけども、パネルの補助事業も現金じゃなくてこれも商品券か何かでしょ。

３０万は。これだって、この暮れの振興対策になるんですよ。そういう観点から見ても、これは

補正を組んででも不公平さをなくすためにも、重々検討すべきだと私は思うんですよね。 

 

○池下委員 

 先ほど課長は加藤委員の質問に、そういう事例がないという話をしていましたが、ありますよ。

ただこちらで知らないだけですよ。だから私が聞いて、実はこうだったんだという話を聞いたか

ら、今日話をしたんですよ。業者に任したら業者がそういう回答だから、じゃあ諦めますかと。

こんなばかな話ないでしょ。だったらこれは何のために４５０万も組んでやっているのかという

話になりますよ。そもそも、受付期間だって１ヶ月あるかないかでやっているわけでしょう。こ
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んな１ヶ月くらいで決断なんてできないですよ。正直言って。そして秋になってから相談をした

ら、もう終わりましたよ、ないですよと。みんな泣き寝入りですよ。先ほど加藤委員が言ったよ

うに、町民のためにやっているんだったら、なぜ町民のことをもっと考えてあげないのか。基本

ですよ、そこが。そのための事業でしょ。それに関連してこうやって清里商品券で交付するとい

うのも、地域経済の発展にどんどんつながっていくわけでしょ。すべてに連動しているんですよ。

もっと本当にやる気を出してやってもらわないと、机上の上だけですべて整理してもらいたくな

いです。正直言って。 

 

○村島委員長 

 課長、わかりますか。今言われたこと。それを十分今後検討してください。 

 

○勝又委員 

 ちょっと聞いていて思うのですが、確かに一定の一つのルールの中でことを運んでいくという

部分があると思うんだけども、問題はやっぱりこういうような形で事業を取り組みます、補助も

出しますよと。当然そこには何でもかんでもルール無しにしてしまったら、いつまでもきりがな

くなるようなものになってしまう。だけど、問題はそこのところのルールで果たして、町民の申

し込みがそういうような感じになってしまったという部分も含めて、本当に町民のためにと思っ

た形でのルールづくりだったかどうかは、ちょっと反省しないとならない点でないかなと。町も

太陽光の関係は公共施設も含めて進めているわけで、おそらくこれはこれからの時代にマッチし

た形で住宅の太陽光発電というのはここで終わりということにはならないと思うんですよね。そ

のことを含めて、来年取り組むにしてもきちっとしたそういうルール整備というのは必要じゃな

いかなと。急遽そういうような形で注文が増えても、４５０なら４５０でもう打ち切りましたと

いうようなことじゃなくて、そういう対応ができるような柔軟な予算組みの中でやっていけるよ

うなものは必要でないかなと、そのように捉えるんですけども。 

何でもかんでもルールを度外視してやれということではなくて、決められたルールの中ではや

っているんだけども、その部分ではきちっと今年度はそういうような枠でやるなら、その枠しか

ないから、申し訳ないけど次年度に向けても継続事業としてやることを前提に置いて、今年はも

う無理ですから来年度に回してくださいということを言っていけるような、そういう事業取り組

みでないと、僕は駄目じゃないかなと思うので。その辺を今後検討していただきたいと思います。 

 

○建設課長 

 太陽光につきましては、もう５年補助を続けてまいりまして、今までのお話を聞きますと、最

初の募集ではなかなか１５件には達しなくて、２次募集をかけた年もあると聞きまして、最初の

年に１５件が一気に埋まったのは、今年が初めてと聞いておりまして、なかなか初めての経験で、

実際にどう対応するのか、苦肉の策で決められているくじ引きという方法を取させていただきま

した。途中での委員会の説明もありましたし、ただ今いただいた数々のご意見を参考にさせてい

ただきまして、翌年度に向けての事務処理をもう一度考えてまいりたいと考えております。 

 

○村尾議長 

 ちょっと、２５ページを見てください。産業課から出ている案件ですが、住宅リフォームの事
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業利用実績に記載されているのですが、申請件数は２９件、補助金交付額が８１８万、補助金残

が８２万まだありますよと。そして４番目で８２万が余っているので申込希望者に対して申請を

受け付けていきますと。そして５番目です。２６年度以降の考え方について謳っているんですよ、

産業課は。 

これも太陽光と同じで平成２６年３月３１日で終わります。しかしながら、利用実績や町内の

住宅関連業者の活性化を勘案し、補助要綱の期間延長を検討しておりますと、謳っているわけで

すよ。ところが、課長の今の答弁は、確定していないから解らないという話をしている。随分格

差があるんじゃないの。１５件の締切が１ヶ月で終わるくらい申し込みがあるにも関わらず、平

成２６年以降はまだこれから確定していないので検討中だというのは、産業課のこの話と随分格

差がある。これはもう町長部局と打ち合わせしているわけですよ。産業課は。当然、今の各委員

からの質問からいくと、もうやっていなきゃならないわけですよ。確定していないからという先

ほどからの答弁なんだけれども、産業課はもう期間延長を検討しています。建設課の答弁とは大

分かけ離れているんだけれども、この辺参考にして各委員の意見を聞いた上で、町長部局とよく

詰めてもらわないとならないと思う。 

 

○建設課長 

 改めて見させていただきましたが、同じく住宅リフォームの補助ですから、うちの太陽光の補

助と中身的には相通じるものがあると思います。これを見させていただくと、うちの方の配慮が

やはり足りなかったというのを痛感しておりますので、今後の事業執行に役立ててまいりたいと

思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。（「はい」との声あり） 

 

○前中委員 

 除雪計画に対しての質疑なんですが、今年ご存じのとおり、３月にかなり暴風雪で町道、道道

の関係の除雪体制でいろんな案件が、僕も定例議会の中で質疑もしたんですけども、災害対策本

部のあり方、あるいは万が一の危険を感じた時の連絡体制の徹底、それと特に一番考慮していた

だきたいのはライフラインである道道の斜里中標津線と言うか、その部分の除雪の早期除雪体制

を、正直言って何度も議論した中であるとは思うんですけども、先に町道が除雪体制入ってしま

う。その中で、道道がどうしても後回しになる。本当の事例なんですけども、自分の家業の中で

自分が道道の除雪までしなきゃならないんですよ。牛乳を出すのに。それも２日も。全く本当に

なっとらんと言うか、町道は開いているんですよ。ところが、幹線である道道が開いていない。

これは、委員会だからはっきり言いますが、集乳のローリーは町道を回って牛乳を配乳に来るん

ですよ。ところが道道が開いていない。ところが国道は開いているんですね。これは２４時間態

勢です。ここのところをしっかりと土現に最低でも斜里・札弦・緑の基幹の道道はことあるごと

に話をしていると思うんですけども、しっかりと担保していただかないと、本当に困る。正直な

ところ、道道の中で、雪で脱出できない状態の中では、町の清建工業が除雪したという事例も、

もう現に起きている。そういうこともやはり認識した中で、これはしっかりと今後の対応してい

ただきたい。道路の管理が指定管理という中であるんですけども、そこら辺で大変出動要請厳し
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いかもしれませんが、そこは予算っていう部分があったんですけども、ある程度の幅のある許容

の幅の中で柔軟な対応もやっぱりどこかでやっていただきたい。去年ビートの搬出の関係で大雪

が降って、にっちもさっちもいかなくなって、結局は町に要請出して除雪したという事例もある

んです。今年はないことを祈るんですけども、それに対する対応もやっぱり町民サイドの目線に

立った対応、昨年はそういう対応はしていたと思いますが、そこら辺も重々加味した中で柔軟な

対応を。 

それともう１点、今、総務課から防災メールが今月から動き出しましたが、そんな中で建設課

所管である町道の除雪体制の情報提供も多分されると思うのですが、その３つに対して、懇切丁

寧な情報提供をいただけるとは思うんですけども、その対応についてもせっかくなので説明を議

員各位がいる中で説明していただければと思います。 

 

○建設課長 

 除雪に関しましては、今年３月の死亡事故があった関係から、単なる除雪ではなくて、災害と

いうような位置付けで防災という形で防災連絡協議会というものもございますので、その中でも

除雪体制も協議されてございます。それで、具体的な通行止め関係になりますと、国道、道道に

つきましてはホームページでも見ることができるのですが、なかなか常にパソコンを持っていて

ホームページを見れるかと言うと、そんな状態でもありませんし、そんな折に町の方でも緊急情

報配信メールというのが整備されました。その中で今までよりは情報を密にされることになると

考えております。道道の方の除雪がなかなか遅いというご指摘で、国道は２４時間除雪をしてい

まして、町は指定管理の中で例年やっているわけですが、道道の方もなかなか担当者に聞きます

と、除雪の拠点というのが小清水と斜里には除雪の拠点があるのですが、清里がないので、話が

一番ちょっと遠くになる形になるというのも聞いております。それで、除雪の会議はもう終わっ

たのですが、３町、警察、北海道が集まって会議が開かれるわけでありますが、その中では私は

出席できませんでしたが、道道の除雪に関しての要望は各町村から出ていたというのを聞いてお

りますので、今後とも除雪に関しましては、連絡を密に取ながら、早期の除雪に着手していただ

くように進めてまいりたいと考えております。 

 

○前中委員 

 防災メールの建設課としての取り組みに関しても。 

 

○建設課長 

 整備された防災メールの中で、町道の方もできる限り通行止め等の情報は発信してまいりたい

と。具体的にどういうような形の発信の内容かまではまだ申し上げられませんが、何らかの形で

メールの活用を図っていきたいと考えております。 

 

○前中委員 

 今、道道の件については、３町の会議で協議しているという話なんですが、拠点がないという

説明なんですが、ただ、やっぱりその中でも、ある程度の優先順位を確保していただかないと、

小清水に拠点があるところはやはり道道優先、当町は国道の占有道路と言うか、美斜線はありま

すけども、道道が幹線なんですよね。本当にそれがライフラインという部分では、優先順位をや
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はり優勢にもって位置づけていただかないと、結局は、町道は開いているのに、道道が開いてい

ない。結局は民間でそこまで道を開けて生産物を出荷する。何かそれは道の仕事かもしれません

けども、こういう事案があるということだけはやっぱり報告としていただかないと、前向きな中

でやっぱり検討課題としてやっていただきたいと。拠点がどこであれ、道道であることには変わ

りないと考えますので、やはり拠点がないから遅くなるとか、そういうことも許される話ではな

いと思いますので、事あるごとにその辺のことは斜里、小清水より遅くなることのないように、

要望してまいりたいと思います。 

 

○村島委員長 

それでは、建設課これで終わります。はいご苦労様でした。 

 それでは②の意見書の検討について。 

 

○議会事務局 

それでは意見書の検討について、５件の意見書が提出されておりますのでご説明いたします。 

まず１件目の、森林林業木材産業施策の積極的な展開に関する意見書案でございます。提出依

頼者は北海道林活議連から提出を受けております。内容につきまして資料の４３ページをお開き

ください。意見書の内容につきましては、この意見書は例年毎年出ている意見書でございますが、

地域の特性に応じた森林整備保全を着実に進め、山村地域の活性化をしていくために森林施業の

集約化、人材育成確保などまた、エゾシカ森林被害対策の拡充強化、地産事業の推進、森林林業

再生に向けた民有林との連携強化など７項目について要望が出ております。 

続きまして２件目の要支援者に対する介護予防給付継続と利用者負担増の中止を求める意見書

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から提出をいた

だいております。資料の４８ページをお開きください。意見書の主な内容につきましては要支援

者を介護保険サービスから外すことが明確に打ち出されたことで介護保険本来の趣旨に反するも

のであり、また自治体の財政を圧迫することにもつながり介護保険を運営する自治体にも大きな

負荷を強いることが懸念される。また介護事業所の経営も厳しくなるということで介護予防給付

の継続また利用者負担を引き上げない。介護保険財政は国が責任を持つことということで３項目

についての要望が上がっております。 

つきまして３件目の利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める意見書案でございま

す。提出依頼者は清里地区連合会からの提出でございます。資料の５２ページをお開きください。

こちらも介護保険法の改正にからむ意見書の内容となっておりますが、利用者本位に基づく持続

可能な社会保障制度を確立し、高齢者が住みなれた地域で生活していける仕組みづくりと介護労

働者が安心して働き続けられるよう現行の予防給付を行い、またケアマネジメントの強化、介護

保険料、利用料の引き上げは所得要件を考慮したものとすること。また介護労働者の安定的な確

保のために処遇の改善や人材育成確保の財政措置を含めた施策を講じることなど６項目について

要望が上がってございます。 

続きまして４件目の平成２６年度畜産物価格決定等に関する意見書案でございます。提出依頼

者は清里町農民連盟からの提出でございます。資料の５８ページをお開きください。意見書の主

な内容につきましては、重要５品目の聖域を守れないＴＰＰ交渉だと判断した場合には、ＴＰＰ

交渉から脱退することやＥＰＡ、ＦＴＡ交渉においても現行の国境措置を維持すること。また平
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成２６年度加工原料乳生産者補給金の単価の水準を引き上げた畜産経営の安定を図るために地域

での雇用創出や、また担い手の育成強化などについても支援を強化していくこと、再生産の確保

と所得安定を図るために新たな直接支払い制度、経営所得安定対策を確立することなどの７項目

についての要望意見書となってございます。 

最後５件目の意見書でございます。ＴＰＰ交渉から脱退することを求める意見書案でございま

す。これも同じく提出依頼者は清里町農民連盟でございます。資料の最後６４ページをお開きく

ださい。こちらにつきましては先ほども触れましたがＴＰＰ交渉が進められておりますが重要５

品目の聖域が守られないのであれば、ＴＰＰ交渉から撤退することを要望する内容の意見書とな

っております。 

以上５件の意見書につきまして内容及び提出先のご協議また１２月定例会に常任委員長名での

意見書の提出についてご協議をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 ただ今意見書の検討についてということで５項目ございますけれども、いつもの通り委員会に

付託されたような形ですけども、本会議において朗読というような形になりますけども、それで

よろしいでしょうか。そのようにいたします。 

 ２、次回の委員会について 

 

○議会事務局長 

 今のところ未定となっております。 

 

○村島委員長 

 未定ということであります。その他ないですか。それでは第１３回産業福祉常任委員会を閉じ

ます。ご苦労様でした。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第１３回産業福祉常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ２時２０分） 

 


