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第７回産業福祉常任委員会会議録 

平成２５年６月１１日（火） 

    開 会   午前１０時１３分 

    閉 会   午後１２時０８分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●町民課 

  ①平成２５年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

  ②戸籍電算化事業連絡推進協議会報告について 

 ●保健福祉課 

  ①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 

  ②平成２４年度「介護老人保健施設きよさと」の運営状況について 

 ●建設課 

  ①平成２５年度一般会計補正予算（建設課所管分）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パパスランド施設整備計画について 

  ③農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業の認定事業者実施状況について 

  ④店舗出店等支援交付金事業の認定事業者実施状況について 

  ⑤各温泉施設・山小屋の利用実績について 

  ⑥その他の農業関連事業の実績について 

  ⑦国営造成土地改良施設整備事業清里地区（ウエンベツ川改修工事）について 

  ⑧平成２４年度焼酎事業実績及び決算について 

  ⑨美里地域湧水災害について 

２．意見書の検討について 

  ①平成２５年度北海道地方最低賃金改正等に関する意見書（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 
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○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    ■税務・収納Ｇ総括主査 永野  宏 

 ■保健福祉課長     薗部  充    ■保健Ｇ主幹      伊藤 浩幸 

 ■建設課長       藤代 弘輝    ■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 鈴木  敏     

 ■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 

 

 

○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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第７回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 町からの協議・報告事項町民課から２点お願い致します。説明願います。 

 

○町民課長 

 それでは、町民課より２件の協議報告事項につきましてご説明を致したいと存じます。１点目

は町民課所管分に関する平成２５年度一般会計補正予算についてでございます。概要と致しまし

て兼ねてよりご協議しておりました斜里郡３町終末処理施設し尿処理施設でございますが、この

改築整備事業の実施設計の方が精査が終わりましたので、今回整備に関する負担金を補正するも

のでございます。また清掃センター長寿命化事業につきましては５月１５日付をもちまして国よ

り事業の採択及び平成２５年度交付金の内示がございましたので、平成２５年度における長寿命

化改修事業所要額を補正するものでございます。 

２点目につきましては戸籍事務電算化事業に関する連絡調整協議会の開催状況及び協議会で実

施をしておりましたプレゼンテーションにおける電算化業務委託業者の選定についてご報告をさ

せて頂きたいと思います。それでは各案件につきまして担当者よりご説明申し上げますので宜し
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くお願い致します。 

 それでは、平成２５年度一般会計補正予算町民課所管分についてご説明致します。１Ｐをご覧

下さい。１点目ですが衛生費、保健衛生費、環境衛生費に係る斜里郡３町終末処理事業組合負担

金でございます。今回は昭和４５年に整備し、平成３年に部分改修しておりますし、尿処理施設

が２２年を経過し経年劣化が進んでいる事や現在の処理量などを考慮した処理方式の変更を行う

ために施設整備するものでございます。２Ｐ目をご覧下さい。施設整備に係る全体事業費は４億

６３０４万５千円で、平成２４年度に基本実施設計を２千２２６万円で実施しております。施設

の改築整備などにつきましては、施設整備に係る平面図・断面図が３Ｐ４Ｐにございますが、平

成２５年度、２６年度の２ヵ年事業の継続費として、３億７千７７８万５千円で実施するもので

あり、当町の負担割合によりまして、補正額は負担金として、平成２５年度は４０万３千円、２

６年度は１９６万３千円を計上しております。尚、平成２７年度につきましても外構整備工事等

の所要額の負債はありますが、現在は概算額となっておりまして平成２７年度当初で予算計上す

るものでございます。 

続きまして２点目。１Ｐ戻って頂ければなと思います。昨年度より本委員会でもご説明してお

りましたが、焼却施設及び火災施設の基本能力の回復に向けた維持補修並びに省エネルギ－対策

の為の施設整備となります。衛生費、清掃費、清掃事業費に係る清里町清掃センター長寿命化改

修事業でございます。５Ｐをご覧下さい。総事業費につきましては、平成２５年度から２９年度

の５ヶ年で３億７千１３４万９千円としており、先程も説明ありましたが先日５月１５日付で国

からの５ヶ年に係る事業及び平成２５年度循環型社会形成推進交付金の内示があった所です。平

成２５年度につきましてはゴミクレーン投入ホッパ再燃焼室耐火物煙突そして省エネルギー対策

によるＣＯ2 削減を図るための基幹的設備の改修として交付金対象事業であります二次送風機の

改修がメインとなっております。尚６Ｐには５ヵ年で整備を実施する予定でおりまして２５年度

実施分のつきましては７Ｐに全体図８Ｐから１０Ｐには再燃焼室煙筒二次送風機の詳細図を添付

してございますのでご覧になって頂ければなと思います。また、去る３月の平成２５年度第２回

定例会におきまして最終処分場の延命対策と言う事で一般質問がございましたが、その中でお話

のあった粗大ゴミなどを処理する切断機を平成２６年度導入する計画でございます。１Ｐ戻って

頂きまして、平成２５年の補正額は工事請負費として８千１８１万２千円とございますが、財源

内訳につきましては循環型社会形成推進交付金であります国庫支出金として１０４万９千円また

起債を過疎債ソフト事業で考えており町債として２億１千２００万円、５千９７６万３千円が一

般財源となります。以上です。 

 町民課２点目の戸籍事務電算化事業について説明させて頂きます。資料の１１Ｐをご覧下さい。

戸籍事務電算化業者の選定につきましては指名型プロポーザル方式により実施する事とし、斜里

町とともに相互連携を図る協議会を設定して参りました。以下協議会とさせて頂きます。プロポ

ーザル方式とは技術力・経験・事業に挑む姿勢、また事業費企画等含めて企画提案書を提出して

もらい、それらを総合的に評価して最も適した事業者を選定する方式です。この戸籍事務電算化

事業は専門的知識や技術また精度の極めて高い成果を求められているものですので、また長期的

な一度入れると安定的な稼働を求められていることから金額だけでは選定業者を選定する事が出

来ないため、この様な事業を行うほとんどの自治体で指名型プロポーザル方式が採用されていま

す。では１番の協議会の開催状況について説明致します。４月１９日に第１回の協議会を開催し

組織の設置目的等の確認役員の選出またプロポーザル方式による共同調達の確認し、今後の開催
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日程等についても決定して参りました。４月３０日の第２回協議会では、このプロポーザルの実

施に向け、実施要領仕様書の内容また評価方法また参加する業者も決定致しました。業者につき

ましては斜里町清里町の競争入札参加資格申請書を提出し、またその名簿に登載されている事、

そして全国的にこの戸籍の事業に関して相当数の実績を持っている事を考慮しまして、株式会社

ＨＢＡ、富士ゼロックスシステムサービス株式会社、株式会社ＨＣＣの３社としました。５月２

日にこの３社に対しまして通知を行い意思確認した所ですが、その内の１社株式会社ＨＣＣから

参加辞退の申し出がありましたので５月２８日のプレゼンテーションでは２社により実施致しま

した。この結果を受け５月３１日には第３回の協議会を開催し提案書等の内容を評価した結果に

基づき業者を選定した所です。 

続きまして２の選定の業者についての詳細を説明致します。選定は事前に提出された企画提案

書及びプレゼンテーションの内容を先程協議会であらかじめ決めました評価基準・採点表に基づ

き採点を実施した結果に基づきます。２社とも一定の実績を残している業者でありまして、導入

から稼働までの作業内容及び費用面についての差はほとんどありませんでしたが、実績面及び日

常の業務での操作性の面で開きがあり総合的に比較した結果富士ゼロックスシステムサービス株

式会社を選定する事となりました。評価項目について４つあるんですが、１のデータセットアッ

プ機能につきましては両社とも道内外で実績があり作業中の事故発生等がありませんでしたので

成果品の正確性・セキュリティ体制も確立されておりました。しかし、この両社比較した場合、

富士ゼロックス社につきましては２５年３月末の実績なんですけども、全国で１０２７自治体約

６３％、全道では９７、自治体約６７％、釧路地方法務相管内では２０、自治体約７５％と言う

多くの補正事務を手掛けており、この電算化事業に関する富士ゼロックス社への信頼が厚いもの

として評価されております。 

２のデータ後の運用なんですけども、これは法務省で指定されている基準内機能と言うものが

あるんですが、これについては両者とも満たしておりました。またそれ以外の基準内機能と言う

ものにつきましても斜里町・清里町で要求する機能について十分搭載されておりました。アフタ

ーフォロ－体制についても両社とも専門のサポート体制を置くなど体制については整備されてい

るんですが、先程言いました様に実績数が多い富士ゼロックスの方が色々なノウハウを持ってお

りますので、その辺で差が付いて来ております。 

３の費用対効果につきましては導入経費、保守経費などについて比較したんですけども、この

点では若干ＮＥＣの方が上回っております。 

４のその他の所なんですけども、職員軽減負担については、両者からそれぞれ私達の基準を満

たす提案がありました。また日常的に連絡の取り合う事の多い隣町の小清水町・大空町と言った

所も富士ゼロックスを使っているという事もありますので、これまでと同じように情報交換する

などの協力体制もこの業者を選ぶことによって期待出来ると思われます。 

尚、今後のスケジュールについてなんですけども、結果に基づきまして選定業者とも契約につ

いて処理を進めて参ります。具体的には来週見積り合わせそれから仮契約を行いまして定例議会

での契約の締結についての議決を頂いた後来年９月の電算化業務の開始に向けて作業に搾取して

行く予定となっております。尚、斜里町との町議会につきましては引き続き担当者レベルでの情

報交換をする事としておりますので、電算化事業の終了が予定されております平成２７年度３月

まで継続する事を閣議しております。 

以上で戸籍事務算化事業についての説明を終らさせて頂きます。 
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○町民課長 

 私の方から補正予算に関しまして補足説明させて頂きたいと思います。まず、１点目の斜里郡

三町の終末処理場の今回整備する建築物の内容でございますが今回は整備します施設につきまし

てＲＣ鉄筋コンクリート造りでございます。地上２階地下２階と言う形でございます。延べ床面

積が３９３,２８㎡、建築面積が１６０,７２㎡となっております。地上１階につきましては機械室、

ボイラー室、ブロワ・ファン室、地上２階につきましては事務室、分析室、休憩室と言う様な中

身の整備となってございます。地下につきましては曝気槽、沈澱槽等々でございます。尚、処理

方式につきましては今既存の処理方式は、今回直接脱水の活性汚泥処理方式に変更するものでご

ざいます。また処理量につきましては兼ねて委員会等々でもご説明しているんですが、既存の処

理量は全体で１日当たり３０ＫＬとなっております。これを今回１６Ｌに変更して行くというも

のでございます。内訳がし尿処理分として１日当たり８ＫＬ浄化槽汚泥処理分として、１日８Ｋ

Ｌの処理内容と言う形の施設に変えて行くものでございます。 

以上でございます。 

 

○委員長 

 只今町民課から①・②について２点について説明がございましたので、質疑を受けたいと思い

ます。委員の方何かございませんか。 

 

○勝又委員 

 この清掃センターの長寿命化の計画なんですけども、ホッパの改修ちょっと聞くところによる

と庭の剪定した木だとか農家におければ落葉の枝だとかと言うもので５０㎝位の大きさに切って

搬入すれば処理してもらえる。何で５０㎝なのかな。ホッパの口がちっちゃいという話で、それ

で改修した時に今度若干大きくしてでもと言う形も考えているのかなと思って。 

 

○町民課長 

 今、勝又委員のご質問でございますが、今回ホッパですとか破砕機のベルトコンベヤ投入口に

ついては広くしたりとか考えてございません。ただ先のうちの担当者からお話しした通り、切断

機と言う物を導入する計画で進んでおります。これにつきましては前の委員会等々でご質問あっ

た通り畳それから布団・カーペット類これは中々切断というか今の投入口に入らないと言う事で

最終処分場の方で埋め立ている様な状況でございます。切断機を導入することによってある程度

ホッパですとか裁断機の中に入れる大きさに切って、そして焼却なり破砕なりして行くと最終的

に最終処分場の方で処理をして行くというような形に今のところ検討して行きたいなと言う風に

考えてございます。後、樹木等々につきましては基本的には５０㎝位に切って頂いて紐なりで縛

って頂いて焼却なりをして頂くと言うのが基本でございます。それで今回の切断機等々で行きま

すと中々抜根ですとか枝ですとかそういうものはちょっと厳しい難しいのではないのかなと思い

ます。と言うのは今抜根ですとか枝と言うのはチップですか。ああ言う機械によってチップにし

て行くというのが主流になっておりまして、基本的にはチップの機械導入をするとなると約３０

００万円以上かかると見積もっております。ですから今回はあくまでも畳ですとかそういうもの

は切断して焼却なりできる様な施設を来年度導入にむけて色々検討して行きなと言う風に考えて
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ございます。 

 

○勝又委員 

 こんな話を切り出すことがいいかどうか分かんないですが、落葉の枝ですけどね、かねてから

私自身も農業をやっているって部分もありますけど何とかならないのかと言う事を再三言われて

いる訳なんですね。この前も若干風害がありまして、そうなると産業の関係だとかそう言う事も

含めて、風防もだんだん減って来ているんですけど、この間の風害だとかそういうものを見ると

落葉の枝等も邪魔になりますから、そう言う部分の処理それぞれに株元に置いたり、風吹く度に

また飛ばされたみたいな感じもありますからね、そう事部分も含めて、うちの町は積極的に燃や

すことは駄目と言う事でやっていますけど、農家にしてみれば一番燃やすのが一番簡単な事だと

いう感じなんですけど、そうでないとすれば対処の方法の事も含めて、ごみ施設の取扱って言う

かそう言う物も含めて考えて行かなきゃならない部分なのかなと思うんで。清掃業者の口を大き

くして、若しくは粉砕してとなればトラックで積んで搬入だけすれば何とか処理が出来る方法も

考えていかなくちゃいけない部分かなと。そこら辺感じる訳なんですよね。そこら辺の見解につ

いてちょっと。 

 

○町民課長 

 耕地防風林の枝ですとか抜根した後の処理と言う事で基本的には一般廃棄物と言う事で議員さ

んのご存知の通り野焼き等々は禁止されております。これを行うと罰金なり罰則なりときつい処

罰が受けられるという事で、今現在は耕地防風林の根本に枝なりを置きながら処理していらっし

ゃると言うのが現実かなと思っております。それでこれはまだ具体的な構想はございませんがそ

う言う抜根なり枝なりをストックヤードみたいなところに堆積しながら、例えば一年の内春先と

か秋口にチップ化していって有効活用して行くような手法も考えられるのではないのかなと言う

風に考えてございます。そういう活用につきましては生ゴミ等を堆肥にするとか牛等々の寝床に

活用できないだろうかとかその辺これからちょっと色々検討なり勉強させて頂きたいなと言う風

に考えてございます。 

 

○勝又委員 

 農家にしてみれば本当に早急に解決して行く課題なんですよね。今そう言う部分話しありまし

たけど出来れば速球にそう言う様な事考えてもらいたい。ひとの町の事言ってあれなんですけど

小清水辺り結構燃やしているみたいで何であそこは燃やしているのにうちは燃やせられないのか

と言う苦情も聞きますので。確かに煙をあげてって部分ではまずい訳ですからね。向こうは違法

なんですよと言う事で知っていますけど、そう言う様な形も対策がとれれば。  

 

○町民課長 

 今の件につきましては充分私共ご理解してますんで、検討させて頂きたいと思います。 

 

○勝又委員 

 はい。 
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○委員長 

 他にございませんか。 

 

○田中委員 

 今回の長寿命化の関係で、切断機を入れることによって最終処分場に今までそのまんまの形で

埋めていたのが、それが切断されてその埋立地に埋められる事も出来るか。 

 

○町民課長 

 先程の説明私足りなかったと思うんですが、切断する事によって焼却施設のホッパの方に投入

出来ますんで焼却処分なりが出来てくるって事で、最終的には焼却出来れば灰となるんですけど

もそれは最終処分場の方で処分するって事で直接物を最終処分場に持っていくってことが避けら

れるのかなと言う風に考えております。 

 

○田中委員 

 今までから見ると、この機械を導入する事によって最終処分場のゴミも量が減ると言う事に理

解して良いか。 

 

○町民課長 

 その様にご理解して頂きたいと思います。 

 

○田中委員 

 はい。 

 

○委員長 

 ほかにありませんか。 

 

○前中委員 

 細かい話かも知れませんけども、一般家庭におけるゴミの分別のカテゴリーも今後変更がある

と捉えて宜しいでしょうかね。絨毯或いは畳等形を切るんですから、それを粗大ゴミとして今ま

で取り扱っているとなっていますけども、例えば燃えないゴミとか袋の中入れていたという場合

は家庭で裁断しているってあると思うんですけども、一様に粗大ゴミ扱いで良いですよって、粗

大ゴミをチップ化すると言う事でカテゴリーは変えないって事で。 

 

○町民課長 

 仰る通り基本的には粗大ゴミの受け入れと言う形になろうかと思います。それをセンターにお

いて裁断をし、焼却なりの処分をして行くという事ですんで、カテゴリーは変わらないと言う風

にご理解頂きたいと思います。 

 

○村島委員長 

 宜しいですか。 
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○前中委員 

 関連先程の勝又委員の関連の中で樹木の枝・抜根等の処理と言う事で、昨年、課長知っている

と思うんですけどＪＡが北見のある業者と連携した中で昨年チップ化をした経過がありまして、

昨年の天候的な部分で一月という限られた期間の中で農家恐らく十何戸でしたかね、抜根だとか

枝でチップ化した経過があります。課長仰るように、ストックヤードを確保して、そのチップ材

を例えば燃料化する或いは堆肥化するって言う取組み。僕は行政の立場としても重々分かります

し関係各位の中の農協のあり方としての形で昨年あったわけですけども、そういう連携の中での

検討も視野に入れた中で協議して頂きたいな。一方的な部分も確かに行政としては宜しいんでし

ょうけどもＪＡも同じその中で協議のテーブルにあげて検討して行く。そうすることによって末

端のチップが例えば堆肥の素材として欲しいって事も畑作農家もあるだろうし、そこら辺の検討

ちょっと細部に渡ってお願いしたいなと。 

 

○町民課長 

 前中委員仰る通り、昨年度神威地区等々で何箇所かに分かれて多分現地のチップ化と言う形を

やっていたかと思います。色々お話を聞くとその現場で移動するのに費用が掛かって中々高いも

のに付くんだと言う様なお話も聞いております。先程お話した通りどこか一ヶ所にストックヤー

ド設けまして、そこにある程度搬入して頂いた中で年に１回２回位リースによってのチップ化を

やった方が効率的ではないのかなと言う風に考えて今のところおります。それで、前中委員が仰

った通り関係機関、特にＪＡさんと連携をしながら今後詰めて行かなきゃならないのかなと言う

風に考えてございます。 

 

○委員長 

 良いですか。 

 

○前中委員 

 はい。 

 

○委員長 

他にありませんか。宜しいですか。 

 

○澤田委員 

 長寿命化で工事決行する訳ですけど休まなきゃならん場合もあるんですか。 

 

○町民課長 

 清掃センターの関係でございますよね。清掃センターの改修にあたりまして、平成２５年度は

約２ヶ月程施設を休止しなければならないと言う風になって参ります。その間につきましては最

終処分場の方に処理物をストックヤードとして溜めながら保管をして最終的に工事が終わった段

階でそこを処分して行くと言う様な考えで今のところ進めております。その２６年度以降につき

ましては、大体ひと月位の工事期間と言う風に私共は考えてございます。 
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 以上です。 

 

○村島委員長 

 よろしいですね。これで終わります。 

 はい、それでは保健福祉課①の保健福祉課所管分について②の平成２４年度の介護老人保健施

設きよさとの運営状況について２点ございます。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からは平成２５年度一般会計補正予算と平成２４年度介護老人保健施設の運営状況

についてご説明申し上げます。一般会計補正予算につきましては伊藤主幹よりご説明申し上げま

す。 

 

○保健Ｇ主幹 

それでは議案の１２Ｐをお開き下さい。補正予算について説明致します。臨時保健師の雇用事

業でありまして８月より保健師の職員１名が産休育児休業に入る事に伴いまして、本年の８月か

ら来年２６年の３月までの代替え臨時保健師の雇用に係る経費を補正したく提案するものであり

ます。内訳内容でございますが共済費雇用保険厚生年金等の社会保険料が８ヶ月分で３２万５千

円、賃金月額の賃金が２５万円×８ヶ月で２００万円、１２月の手当８月からの積算によりまし

て２８万５千円賃金の合計が２２８万５千円。事業費の総合計が２６１万円の補正であります。

尚、月額２５万円と言う賃金積算につきましてはどのような方が応募され採用されるか分からな

いと言う事を伴いまして一応大学卒ですね勤続年数・前歴１５年から１６年を設定した中臨時職

員と言う事で半分の八年を経験年数前歴換算させて頂いた金額であります。保健師の有資格ある

程度のベテランの経験者までの方を町で対応できる最高額と言う事でご理解頂きたいと言う風に

思います。尚、ベースにつきましては２０万円程度考えてございます。また、実際の雇用に際し

ましては勤務経験や前歴換算等によりまして賃金額の方を設定致しまして支出の方を考えており

ます。 

以上で説明を終わります。 

 次のページ１３Ｐをご覧下さい。平成２４年度介護老人保健施設きよさとの運営状況につきま

してご説明申し上げます。この施設開設は清里町、運営を指定管理制度によりまして平成１７年

度から清里町社会福祉協議会に委託している施設でございます。最初に１入所者・通所者の利用

状況について、この表の一番下の行網掛けの平均の欄でご説明致します。１日当たり入所者数の

年間平均６８,６人、短期入所者数１日当たりの年平均は２,５人合わせて入所短期合わせましては

入所部門としては７１,１人最高で７２人ですので年間平均の入所率は右側の備考欄にあります

が９８，７５％となっております。また、通所部門中程の列になりますけども年間平均の通所者

は１５，３２となっており順調に推移している所です。施設全体の収入としてみましては、３億

４６７１万８千円となっておりまして前年対比で１０９万７千円の減少となってございます。２

の入所の状況です。３月末の入所者数は合計で６７人、短期入所者 3 ございまして合わせて７０

人と言う合計になっています。その内の清里町の入所者は右欄一番上になりますが３２名と言う

事で概ね入所者数の半数を占めてございます。３番利用者の介護度の区分でございます。一番右

端を見て頂いて平均値で入所は要介護度３,２、通所は要介護度２,１となっております。４の利用
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者の年齢区分これも一番右端平均を見て頂きます。平均入所年につきましては８６．７歳通所に

ついては８１．３歳となっております。５の職員の配置状況ですが町からの派遣の事務長を除き

社会福祉協議会職員臨時職員で構成されております。委託も含めまして２５年当初５７人態勢と

言う事になっております。一番下６入所施設入所料金（多床室１ヶ月）となっておりますがひと

月当たりの入所の方の負担額と言う事でございます。介護保険料の負担限度と負担区分によって

決まりますが第１段階から第３段階までは負担限度額を超える部分は高額介護サービス費と特定

入所者介護サービス費により介護保険が負担しますので、居住費と食費を含む実施の負担額がこ

の表の通り第１段階の入所は２万４千円、第２段階は３万６千３００円、第 3 段階は５万３千７

００円となります。第 4 段階からは負担限度額を内になりますので７万６千８０円から最高８万

２千５９０円となってございます。 

 以上でございます。 

 

○委員長 

 ただ今①②について説明ありましたが、質疑を受けたいと思います。何かありませんか。 

 

○前中委員 

 ちょっと良いですか。参考なんですけど。施設の入所料金の料金体系なんですけども、今４段

階あると思うんですけど、これは課税世帯となっているんですけど、これ大体こう言う形なんで

しょうかね、他も。ちょっと参考なんですけど。 

 

○保健福祉課長 

 大まかなところから始めて宜しいでしょうか。施設の介護報酬としては介護度によってそれか

ら施設の種類によって特養であったり老健であったり、若干違います。で、介護度に応じて介護

度が高い方が当然ながら介護報酬は高い。その１割を負担して下さいと言うのが大まかな制度で

す。その１割を負担するにあたって、負担能力がそれぞれ皆さん違う負担力に応じて４段階を設

定して、これより上は１割の負担額とその他に部屋代と食費これは介護保険料の別の事になって

いますが、それを合わせてそれぞれに負担限度額が定まっていてそれを超える場合は介護保険会

計の方から出しますよと言う事でこの４段階。これについてはどれも一緒です。ですから、１段

階から３段階については、どの施設においても同じと思って頂いても構わないと思います。第４

段階のところ負担限度額を超えるところについては若干施設によって変わります。と言う事で宜

しいでしょうか。 

 

○前中委員 

 分かりました。 

  

○委員長 

 他にありませんか。 

 

○保健福祉課長 

 私からちょっと。これと関係しまして、前回の常任委員会の方で老健の施設長勇退と言う事で
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ご意向示されたという事でありまして、公に公募の形で医師を求めております。で、つい先週も

札幌に町長と私参ったんですが、その時に議長も一緒に病院の方に情報提供と或いは依頼と言う

事で行って頂きました。そう言った事で医師を求めて色々努力しているところでございますが、

今のところ確保には至っておりません。昨日町長の方から目黒管理者の方にこれまでの経緯等を

説明をして努力をしているところだと言う事を説明をしておるところであります。先生にはもう

しばらくちょっと勤務頂きたいと言う事をお願いしてございます。 

 以上です。 

 

○委員長 

 ございませんか。無ければこれで終わりますけども。 

 

○池下委員 

 今の説明の事でちょっと聞きたいんですけども、法律的にそう言う風に医師がいなければ駄目

だと決まっているんですけども、例えば老健の場合ですとすぐ隣にクリニックきよさとがありま

してこう言う事って中々医師が勇退する場合に中々見つからないと思うんですよね、実態として。

であるならば法律改正を求めて行くと言う風な事は町としては考えていないのですか。 

 

○保健福祉課長 

 求人や回っています所では北海道専門の医師確保推進室と言う様なセクションもあります。そ

う言うところにお願いに行く、それから医師を確保するための施設として地域医療振興財団と言

う様な求人している人が登録し求職している医師が登録する。まさに事業をやっている財団があ

ったり、病院協会今回議長にも行って頂きました病院協会。どこを相談しても中々この制度は厳

しいですね、と言う様な事を言っています。ですから、本当に常勤１でなければならないのかっ

てところは実態としては厳しいという事で、皆さん認識しておりますので機会があればそれにつ

いては制度改正など求めて行きたいと思っております。只、現況こうなっていますので何とか確

保して行きたいと言う風に考えておりますのでご理解頂きたいと思います。 

 

○村島委員長 

 宜しいですか。他にありませんか。それではこれで終わります。 

 それでは建設課①平成２５年度一般会計補正予算建設課所管分について１４Ｐから１６Ｐ説明

をお願いします。 

 

○建設課長 

 それでは平成２５年度一般会計補正予算建設課所管分について説明させて頂きます。１４Ｐを

ご覧頂きます。今回の補正につきましては、清里市街地羽衣地域におけます道路排水機能が安定

化を図るための実施設計業務ともう一つ平成２６年度から建設計画を予定しております札弦地区

の世帯向け公営住宅の実施設計業務となっております。７款土木費、１項道路橋梁費、道路橋梁

維持事業です。市街地道路排水実施業務と致しまして３路線全長５３７ｍ２１２１万円となって

おります。財源につきましては全て一般財源となっております。同じく３項住宅費２目住宅建設

費公営住宅建設事業これにつきましては実施設計業務委託料と致しまして５０１万９千円これに
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つきましても、財源と致しまして全て一般財源となっております。続いて１５Ｐをご覧頂きます。

道路橋梁維持事業の補正予算位置図です。羽衣南地域の道路排水はちょうど３線道路に集約され

斜里川へと流れておりますが各路線の排水が現状では一部に集中する傾向にありまして、豪雨時

に冠水する箇所が発生しております。その対策の一環と致しまして排水経路の見直しを行いまし

て水の集中の緩和を図るため麻園６丁目通りと麻園１条通りの排水設計を行うものであります。

また、役場南側の羽衣３丁目通りにつきましても同様に排水効果を上げるため水の流行でありま

す中央通りの排水整備設計を行う物であります。続いて１６Ｐを見て頂きます。公営住宅建設事

業の補正予算の位置図です。札弦地域の世帯向け公営住宅は現在札南団地４棟１６戸と札進団地

４棟１６戸となっておりますが、それぞれ改善事業用途配置も計画しております。今後は住宅長

寿命計画に基づきまして地域の新たな住宅建設と致しまして立地条件の良い駅前のさっつる団地

に世帯向け木造住宅を４棟計画するものであります。地域の特性と時代のニーズに合わせました

実施設計を行うものでありまして、建設についても需要に合わせて進めて行きたいと考えており

ます。 

以上です。 

 

○委員長 

 只今、建設課の説明がございました。所管分について何か質問ございませんか。 

 

○池下委員 

 さっつる団地のことでちょっとお伺いしたいんですけども、２月２５日の委員会の中で公営住

宅をひまわり団地について木を多く使った公営住宅を作って行きたいという旨の説明があったん

ですけども、さっつる団地についてもやはり木を多く使ったと言う事で作って行くんだと言うそ

う言う風に捉えて良いですか。 

 

○建設課長 

 さっつる団地につきましても木造で契約しております。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

 

○勝又委員 

 さっつるの公住駅前のどこ。独身住宅の並び。 

 

○建設課長 

 仰る通り駅前の現在の単身２棟建っています。その並びに計画しています。 

 

○池下委員 

 さっつる団地４棟ですよね。これ実施設計業務が５００万円と言う事なんですけども、全体の

金額と言うのはいくら位なんですか。これ、実施設計業務委託料が５００万円で、建築そのもの

４棟で全体金額はいくら位。 
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○建設課長 

 ５００万円につきましては設計費で建設費用と致しましては、外構含めまして今のところ９千

１８０万円。 

  

○池下委員 

 これは全体額でって事ですか。 

 

○建設課長 

 そうです。 

 

○委員長 

 よろしいですか。いいですか。 

 

○勝又委員 

 もう１点。道路の関係なんですけどこの麻園１条通り、大雨が降るたびに排水の関係では有名

な道路何ですけども過去から色んな形で手直しをしてその事が改善されないと言う事がありまし

たので、今回も設計費挙げてやるんですけども、きちっと水処理が出来る様な形を望みたいです

ね。意外に前に配管が細くて配管を太くしたり、それも解消出来なかったり、そこら辺の部分も

あるんですけど、でもこれ実際には斜里川に向かっての排水なんでしょ。 

 

○建設課長 

 この羽衣のこのエリアに関しましては最終的に３線道路に集約されます。そこまで行き着くま

での排水系統と言うのが長年かけた道路整備工事やっていますので必ずしも最短で３線に向かっ

ている訳では無くて、色んな道路繋がって最終的に流れている形で現状と致しましては、１箇所

に集中する傾向が見られます。その関係であの麻園１丁目と羽衣２条の交差点あたりに水が集中

して、冠水してしまうと言う現象が起きていますので、その関係を解消するためになるべく水の

流れを集中させない様にという設計でその部分の緩和を図って行きたいと考えています。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 あの排水関係今年度計画をこう言う風にされている訳ですけども、今後全体としてどう言う計

画を持たれて、今年度こう言う形にしているのか。とりあえずこの事だけで終わりなのか。その

辺について。 

 

○建設課長 

 現在は一番問題となっているのが、羽衣では麻園１丁目と羽衣２条の交差点それと役場の裏に

なります羽衣３丁目その２箇所が一番集中して豪雨の時に問題となっています。それでこの２箇
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所を緩和するための設計費を今回計上させて頂いて、今後ですが実施に向けて設計を終わった後

になりますけども、９月の方でまた工事費の方の補正を提案させて頂く事になる事もありますの

でなるべく早い時期に進めて参りたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 いつも問題になる所とはちょっと違うところを改善すれば問題ないって言う事だと思うんです

が、前回もその野川道路に引く大工事をやってみたけども効果が非常に薄かったって事があった

んで、先程も勝又議員言われていましたけども、この事できちっと解消される様に緩和された以

上の豪雨があったと言う解釈しかないんだと思うんですが、今回もそう言う事もならない様に実

施にあたっては最善の注意をまた再検討されて実施をされて頂きたいなとこの様に思います。 

 

○建設課長  

 注意を持って進めて参りたいと考えております。 

 

○委員長 

 お願いします。他にありませんか。 

 

○池下委員 

 ちょっとその公営住宅の事で、こうやって毎年様に新しくして行ったり改修して行ったり実際

あるって言うのは要するに入居者が居るから建てているんであって、実際に新築の部分で数多く

作って行っている反面、町内の公営住宅の空きがあると何年間も。そう言う事に対する対処と言

うのはどう言う風にやって行っているのかちょっとその辺聞きたいなと思うんですけど。 

 

○建設課長 

 公営住宅につきましては都度に再度募集を行っています。只将来的に用途廃止を計画している

物については募集してない住宅もいくつかあります。 

 

○池下委員 

 空き次第募集を掛けているんですけども、羽衣南の世帯向けの所で何年間も空いているという

古い住宅じゃ無くて、新しいところで何年間も空いていると言う実態がありまして、これ何年間

も放置するんでなくてやはり何らかの対処する方向が必要でないのかと思うんですよ。 

 

○建設課長 

 ふれあい団地におきまして１戸、割と新しい住宅で入居者が中々募集が無いのがございます。

これについては、今後なんらか検討して参りたいと思います。 

 

○池下委員 

 その８月が９月の空き状況が多分３年になると思うんです。やっぱり、建てるばっかりじゃな

くそう言う所を何らかの対処をするなりして埋めて行くって方がやはり良いんじゃないのかなと

私は思うんですけども。早急に動いて欲しいなって言う風に思っています。 
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○委員長 

 最後にお願いします。 

 

○建設課長 

 検討して参りたいと思います。 

 

○委員長 

 他にありませんか。 

 

○前中委員 

 先日、新聞紙上で家族の中のライフスタイルが変わった中で、公営住宅に入っている世帯が高

齢化社会の中で独居老人の中で公営住宅住み分け移住を検討すると言う事が出ていたんですけど

も、やっぱり町営住宅であれば入居基準は柔軟性を持って出来るで有ろうと思うんですけど、公

営住宅に限っては入居審査って言うんですか、基準は厳粛に順守すると思うんですけども、たま

たま新聞紙上に出た様なその社会構成の中でどうしようもない。そう言う部分ではある程度事後

念書では無いんですけど、契約の中に一人世帯になった時には住み替えを同意しますと言う同意

書を求めると言う確か記事だと思ったんですけども。今後当町においても公営住宅・町営住宅独

自に色々あるんですけども、入居基準の運用の仕方をどこかで検討再検討って言うのかな、する

時期に来ているんでないのかなと思うんですけども。それについて検討するしない別にしても、

考えがあるのかどうかちょっとお聞き願いたい。 

 

○建設課長 

 今の新聞の記事私も読まして頂きました。ああ言う問題につきましては当町においても同じ問

題は起こっていると思います。ですからやっぱりその辺に関しましても今後検討していかなけれ

ばならない課題だなと思いました。 

 

○前中委員 

 それとやっぱりもう一つどうしても避けて通らなきゃならないのは、高齢世帯におけるペット

の飼育って言うのがどうしても問題点上がって来ているんですけども一般の賃貸住宅であればペ

ットも可と言うアパートもあるんですけども、中々公住・町住でペットも可と言うのは現実問題

ないと言いながら飼っているか、僕は分かりませんけども。その辺の取り組みって言うのもどう

なのか合わせてちょっとその辺。 

 

○建設課長 

 ペットにつきましても大変難しい問題で、公住担当としては毎年その辺の周知は文書でさせて

頂いているところなんですが、現実的に飼っているのではないのかと疑われる所もあります。こ

れはすぐに改善出来ますとお答出来ないのが苦しいところなんですが、今後ともその周知を継続

して行くと言う事で努力して参りたいと思っております。 
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○前中委員 

 それは今回の震災の時の仮設住宅の取り扱いの中の運用規程の拡大解釈と言うところでペット

も飼育出来る方向性である程度の不足が出たとは見たんですけども、その中で今後本当に難しい

問題なんですけども、その辺のニュアンスとして検討する時期に来ているのかなと。一般の賃貸

業者の中でもペットが可と言うマンション或いはアパートって言うのが、入居率が本当に埋まる

のが早い。それだけ需要はあるのかなと言うのが一つの現実としてあるって事だけは述べておき

たいと思いますけども。 

 

○建設課長 

 ペットもブームですし、お年寄りの方は淋しさもあって飼いたいと言うご希望の方も当然いら

っしゃるわけです。只ここで一度認めるという決定をした場合には直ぐに又認めないと言う事は

出来ませんので、その時には多くの家でベランダとか外で飼うか中で飼うかありますけど、それ

が余りにも増えて、さらなる違う問題に発展する事も十分に考えられますので、その点につきま

しては十分検討して参りたいと考えております。直ぐにはペットを認めると言う方向には中々繋

がらないと言う事をご理解頂きたいと思います。 

 

○村島委員長 

 この件については私一般質問でも聞いているんです。ペットについてはね。実際に難しいと言

いましょうか、周知すると言っても中々大変だと思うんです。何て言うんでしょうかね。先程言

ったように年取って来ると寂しいと言う部分ありますからね。猫・犬・座敷犬。実際かなりある

と思うんですよね。公営住宅の条例の中にそう言うものがある訳ですから厳しくとは言いません

けども無くすように努力してもらわないと。増えて行かれたんだと見逃すって形になるんでね、

そこら辺を。 

 

○建設課長 

 現在の努力を継続して参りたいと思います。 

 

○建設課長 

一つ報告をさせて頂きたいのですが、５月１３日に行われました当委員会におきまして、平成

２５年度の住宅用太陽光の導入補助についての報告をさせて頂きました。その中で今後の事業の

進め方についてご質問を頂きまして、今後の問い合わせの状況に応じて検討させて頂きたいと言

うお答をさせて頂きました。その後の検討の結果７月の広報におきまして、この補助５年間の実

績及び設備の利用状況をお知らせ致しまして、同時に問い合わせの周知を致しましたのでご理解

を頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員 

 広報で受け付けないって事ですか。 
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○加藤委員 

 そうではなくて駄目とも言わんし、するとも言わないで実態を報告しながら要望を挙げて来て

下さいと言う事。だから微妙だって。 

 

○建設課長 

 前回のお話の中で私お答えしたのは、今後のお問い合わせを見て行って再提案させて頂きたい

とお答したんですが、その中で周知文をしなければ問い合わせもないだろうとお話し頂きました。

それにつきましては広報の方でその周知に合わして今まで５年間やって参りましたのでその５年

間の実績とどんなふうに利用とどれ位の電気が発電されているのかを町民の方に知って頂くのも

一つ方法だと思いまして、それを含めて広報の方へ出させて頂いて、それを見た方の問い合わせ

を受けて今後の提案をさせて頂きたいと考え致しました。 

 

○加藤委員 

 そう考えて非常に良いと思うんですが、町で総務課にも言ったんですが再生エネルギー恩恵を

受け町としてどう言う形で基本的に再生エネルギーをして行くのか、その一環としてこの太陽光

の助成が事業としての展開と合うように町の総務課と十分に町の基本的体制の中からどう言う再

生エネルギーの活用を町はして行くんだと言う中における太陽光の助成ですよって部分がちぐは

ぐにならないように一つ十分な検討を重ねた中で７月号に記載して頂きたいと思います。 

 

○建設課長 

 住宅用太陽光だけでは無く全体的な考えとして持って行きたいと思います。 

 

○委員長 

無ければ終わりますよ。いいですか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○委員長 

 はい。それでは建設課終わります。ご苦労様でした。 

 続き、産業課の案件が①から⑨までございます。⑨については別紙資料になっていますけども

昼からになると思いますけども現地調査も入っているようでございますから、それにしても個数

が多すぎますので１点ずつ説明して質疑をして頂きたいと思います。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項９件について協議報告させて頂きます。今回は一般会計の補正予算から焼酎事

業会計の実績決算までありまして、最後に美里地域突如噴出した湧水災害など提案案件が多くあ

りますが各担当職員よりご説明申し上げますのでご審議の程宜しくお願い致します。 
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○商工観光Ｇ主幹 

それでは私の方から産業課所管の補正予算概要についてご説明致します。１７Ｐ目をお開き願

います。６款商工費、１項商工費、２目観光振興費につきましては、パパスランドポスレジリー

スに係る費用１７３万９千円を一般財源で計上しております。本事業費につきましては、昨年９

月定例会において債務負担行為補正平成２５年度から平成２９年度までの８３６万２千円を限度

額に議決を頂いていたところですが、私の事務処理上のミスによりまして、平成２５年度当初予

算において平成２５年度分の当該予算額計上を失念しておりました。議会及び関係業者に多大な

るご迷惑をお掛けし深く反省するところであります。尚パパスランドポスレジリース契約書第４

条において賃貸借料金について謳っており請求があってから３０日以内に支出を行う事となって

おりますが事情を説明し、請求を待ってもらっている状況にあり延滞金等は発生しないよう協議

をさせて頂いているところであります。今後はこのような事が起きないよう十分注意を図って事

務処理を遂行する所存でございますので、本補正予算につきましてご理解をお願いするところで

あります。大変申し訳ありませんでした。 

 以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 只今、説明ございましたけども①について何かございませんか。 

 

○村島委員長 

 それでは続きまして②説明願います。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

 パパスランド外構整備工事についてご説明を致します。１８Ｐ目をお開き願います。 

パパスランド外構整備につきましては昨年１１月２０日開催の本常任委員会で設計図面におい

て計画を説明しているところであり、また１月２８日開催の本常任委員会おいて来場者の動線が

取れ極力不便をかけないよう駐車場箇所分割して工事を行う旨ご説明しているところであり、現

在今月実施の入札にむけ指名業者に閲覧を行っているところであります。この間指定管理者にも

外構工事について説明をし、来場者に不便をかける旨協議を行っているところであります。 

その中で今回前回説明した点と変更した点について説明をさせて頂きます。変更させて頂いた

点につきましては現在設置しており、移設を予定している屋外の焼き肉小屋の移設箇所について

であります。前回説明した時には昨年購入致しました旧石本モータース側に移設でご説明してお

りましたが料理の搬入は元より利用者のトイレが遠くなる点、匂い煙等の観点から今回図面にあ

ります通りパパスランドと農産加工施設の真ん中の通路の正面に移設場所を変更しております。

７月から９月の繁忙期には多くの団体の方が利用されることから利用者の利便性の観点から移設

場所の変更についてご理解を頂きたいと存じます。尚、現在の焼き肉小屋につきましては６月い

っぱいまでは現在の位置で利用が可能ですが、７月以降外構工事により使用不可となります。指

定管理者より既に利用者からの問い合わせが数多くあることから入札後の落札業者と協議を行い

まして工事の影響ない箇所において指定管理者所有のテントを利用しながら屋外焼肉コーナーを

設置し営業できる形態を確保したいと考えております。 

以上で説明を終わります。 
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○村島委員長 

 ②について何かございませんか。 

 

○勝又委員 

 焼き肉小屋なんですけどね、これ指定業者との協議をしてっていうことで業者の方もこう言う

事で良いと言う事で了解したのかな。 

 

○産業課長 

 お話をさせて頂いてですね、先程申しましたパパスランドと農産加工施設の間の所そちらの場

所で宜しいですと言う事で回答ありましたので、こちらの方に設計の方を変更しているところで

あります。 

 

○勝又委員 

 ちょっと地域の人も含めて現在の場所で何か悪いかって部分もちらっと聞くんだよね。現在の

場所には今ドッグランが恐らくその場所より若干手前になるのかな、そんな事になる様な格好な

んだけどドッグラン自体本当に駐車場の直ぐ間近にドッグランが必要なのかどうか、産業課に犬

の大好きな人がいるのかどうか分からないんだけど。このドッグラン結構良い位置に陣取っちゃ

っている。犬の好きな人もいれば嫌いな人もいる訳だから、ドッグランこそもう少し離れた石本

側の空き地方へ持って行く形を取って、バーベキュー小屋の事に関して実際に繁忙期をこれから

迎える。そのバーベキュー小屋はあくまでもどんなお客さんをターゲットにやって行くことなの

か。地元の人にしてみればバーベキューをやっている様な事も小屋を見て出来るって部分もあれ

ば、お客さんもそこで何かで焼いたりして食べられるような物もあるんだなって集客力。そう言

う物もあるんではないのか、そういう利点もある訳で指定管理者との協議してって部分ですけど、

そこら辺も踏まえてもう一度再度確認した形の中で取り進める形を取って頂きたいなと。 

 

○産業課長 

 今勝又委員さんからありました通りドッグランの場所また焼肉ハウスの場所などにつきまして

は本当にどこが一番最適なのかに付きましては、色んなご意見を頂いております。その中でここ

の施設が道の駅としての要素と地域住民のコミュニティ施設としての要素ございまして、ドッグ

ランはどちらかと言うと道の駅的要素であって焼肉ハウスについては地域のコミュニティ施設と

言う考え方が取れるのかなと思います。それで、ドッグランにつきましては車で移動される方々

が犬とかペットを自分の家族のような形で来ている部分もありますので、そういうことから行く

と駐車場から近い所が良いのかなと言う考え方が一つありました。それから焼肉小屋につきまし

ては、今ある場所は最適と言う考え方もあるんですが、逆に南風などが吹きますと煙と肉の油な

どが駐車場側に飛んで来ると言う様な事色々ありまして、以前は今野呂田主幹が説明した通り旧

石本モータースの側の方に設置して予定しておりましたが、トイレ余りにも遠いと言う事から今

の場所に移動して便宜を図ったところでございます。色々なご意見を頂きながら、また指定管理

者の意見も聞き、話し合いもした中でこの辺りが一番ベストなのかなと意見も聞きながらそう言

う形で思っていますのでご理解の程宜しくお願い致します。 
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○村島委員長 

 よろしいですか。 

 

○勝又委員 

 はい。 

 

○村島委員長 

 それでは、次に行きます。③説明願います。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

 それでは農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業の認定事業者の実施状況につ

いてご説明致します。１９Ｐをお開き下さい。実施者からの報告書によりまして作成しておりま

す。平成２２年度認定の事業３件につきましては事業開始年度含めまして３ヶ年が経過しました。

それぞれの事業について継続して実施している状況です。４の実施内容・経過につきましてはま

ず澤田農場さんにつきましては味噌豆腐作りをメインとした食品加工室が設置され、イベントへ

の出店、定期的な直売またパパスランドでの販売も開始しております。地域食材を活用した食品

の製造販売を継続して行っております。Coffee house からし種さんにつきましては、地元食

材を生かしながらの食事メニューの開発を継続して行いつつ、週４日の営業を行っております。

ロッジ風景画の山下さんですが平成２４年の８月にカフェをオープンしまして地場産小麦を使っ

た菓子・パンの製造販売を行っております。夏場で週５日から６日冬場で週４日の営業を行って

おります。それぞれの事業につきまして順調に集客数予定をクリアしているとの事です。 

取り組みの成果と致しましては３件とも地元食材を生かし利用した製造販売を行っている事に

より地域食材の消費拡大またチラシ・新聞等の掲載口コミ等他ホームページ等で販売促進も積極

的に行っており町外からの来客数売上ともに増えております。６番の課題問題点につきましては

販売の促進、商品開発の選択、集客力のアップ、接客顧客ニーズへの対応等となっております。

一昨年より一歩進み製造工程の見直しや商品の開発、メニューの充実による更なる強化と事業展

開へ進んでいるものです。７番の今後の展開につきましては商品化された食材の販売・新たな商

品の販路の拡大・営業時間の変更・地域食材を生かした開発となっております。８収支の状況に

つきましてはまだ初期投資の段階ですがそれぞれ売上は増えている状況です。３件とも今後の新

たな事業展開に向けて取組んでいる状況でそれぞれの事業につきましてコスト・集客・商品開発

等色んな問題ありますが事業の継続に向けて取組んで頂いている状況になっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 只今③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。いいですか。いいですか。 

 

○委員 

 はい。 
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○委員長 

 それでは４に。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

 店舗出店等支援交付金事業につきましてご説明致します。２０Ｐをお開き下さい。本事業２３

年度に認定致しました３件から説明させて頂きます。３件とも空き店舗を利用することによりま

して効率的に事業を開始出来ることになりました。３店舗の相乗効果による集客力の増雇用機会

の創出などです。 

実施内容につきましては原田自動車さんは２名の雇用、毘和吉さんで地場産食材の利用と厨房

とホールスタッフの雇用、炉憩さんで厨房・ホールスタッフの雇用がされております。 

取組みの成果につきましては３店ともほぼ予定の集客数に達し、顧客への迅速な対応、地場産

食材の活用による消費の拡大、雇用促進そして開店したお店同士の相乗効果による集客・ＰＲに

繋がっているようでありまして、町外からもお客様が訪れているとの事です。 

問題点と致しましては、町内者の集客時期的条件もあるようでございまして、その他販売促進

・メニュー増などがあります。 

今後の展開につきましては近隣の利用者の促進、町内者・町外者向けのメニューのすみわけ、

食材の有効利用などとなっております。 

収支の状況につきましてはまだ設備投資もある状況ですが利益が得られるようになって来てい

るようです。 

続きまして２４年度認定の３事業につきましてご説明致します。実施内容につきましては自家

農産物を使った新店舗また空き店舗を活用した飲食店と食品製造販売店の開業となっておりま

す。取組みの成果でございますが、やなぎやふぁーむさんにつきましては平成２４年１０月１３

日にオープンし、週３日の営業、アルバイトの雇用をしておりまして自家産の食材を使用した商

品の販売をしながら地産地消の拡大、ＰＲを図っており町内外各種イベントへの出店を行ってお

ります。スナックらいむさんにつきましては平成２４年１２月３日オープンし、地場産食材を使

ったメニューの提供、清里焼酎を使ったカクテルの提供などを行い消費の拡大を図っております。

しれとこ丑さんにつきましては、本年３月末に内装工事は終わりましたがその後強風と豪雨等に

よりまして修繕が必要となり、今回６月７日にオープンしております。 

課題・問題点につきましては、販売経路・販売数の増加、認知度のアップ、シーズンによって

の売り上げの左右の対応となっております。今後の展開につきましては、各種イベントでの販売、

商品の充実、焼酎地場産食材を使った商品の製造を積極的に行って行くこと、また町内ネットワ

ークを整備してチラシなどを作成を行って行きたいとのことです。 

収支状況につきましては２件につきましては、売上が出てきております。１件につきましては

オープンしたばかりですのでまだ評価できない状況です。先にご説明の９件共に課題等あります

が事業に取組んでいる状況です。 

 以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 説明ございましたけれども何かありませんか。 
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○委員長 

 それでは次に⑤の各温泉施設・山小屋の利用実績について説明願います。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

 それでは各温泉施設・山小屋の利用実績についてご説明致します。２１Ｐ目をお開き願います。

各施設とも区分欄に施設名を記入し平成２３年度と平成２４年度を比較して利用人員・使用料に

ついて記載しております。初めに緑清荘については平成２４年度より新たな指定管理者により事

業運営を実施しているところであります。利用者につきましては施設運営方針の変更に伴い会食

施設の落ち込みがあり全体で９３，７％と減少しております。使用料につきましても食堂施設の

売上が減少が著しく全体で前年対比７８％となっております。次にパパスランドについてですが

利用人員につきましては９９，１％と微減しているところでありますが、使用料につきましては

食堂部門が１１９％と伸びており全体で１０４，４％の微増となっております。２２Ｐ目をお開

き願います。緑の湯につきましては利用人員が９５，５％と微減しているところですが、販売部

門で１０９，３％と売上げをのばしており全体で９９，２％の微減となっております。尚、指定

管理者において新聞・ＴＶ・広報等で周知の通り、利用人員増に向け昭和のレコード展示期間を

設けるなど集客増に向け営努力をしているところであります。次に山小屋の利用状況であります

が、登山者数は１０２％と微増となっておりますが、宿泊人数は１１０，１％となっており全体

でも１０３，９％の微増となっております。使用料につきましてはトイレ協力金の減少、乗り合

せツアーバス利用による駐車場利用料の減少により全体で９５，２％の微減となっております。 

以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 只今、⑤について説明がございました。何かご質問ありませんか。よろしいですか。 

 

○勝又委員 

 緑清荘の食堂部門、結構な落ち率だよね。このまま指定管理に任しているって部分では上手く

やって行ってくれる部分かなって思うんだけど、町が指導したりって部分当然あるんですよね。 

 

○産業課長 

 指定管理者におきましては、基本協定書に基づきまして随時指導・モニタリングが行えるとな

っておりますので、毎月先月の月報が上がってきた段階で状況確認しながら特に会食の部分の落

ち込みについてはその理由などを確認しながら利用人員が増えるように指導しているところでご

ざいますが、昨年につきましては指定管理者に変わったばかりの１年目と言う事もありまして中

々増える状況になかったと言う現状でございます。 

 以上です。 

 

○委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。よろしいですか。 
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○委員 

 はい。 

 

○委員長 

 それでは引き続き⑥。 

 

○産業課 

 それではその他の農業関連事業の実績についてご説明申し上げます。２３Ｐをご覧下さい。平

成２４年度のその他の農業関連事業につきましては町の会計を通らず各団体等へ直接支払われて

いる事業の内訳でございます。まず農地・水保全管理支払交付金につきましては清里町上斜里地

域資源保全プロジェクトで収入６９０万１０２円、支出６８４万８３５５円、残額５万１７５７

円で主な使用用途は畑かん等の農業用施設の維持管理費用となっております。同じく清里町江南

地域資源保全プロジェクトは収入８４７万３０８９円、支出８４４万４３５円、残額３万２６５

４円で主な使用用途は畑かん・シカ柵等の農業用施設の維持管理費用となってございます。次に

個別所得補償推進事業につきましては清里町地域農業再生協議会に入っております。収入支出共

に１４７万円で主な使用用途は戸別所得補償実施に係る事務費となってございます。次に鳥獣被

害防止対策事業につきましては斜里郡３町鳥獣被害防止対策協議会で収入支出共に１７９万９８

９０円で主な使用用途は個体数調整のための一斉捕獲・わな整備・新規狩猟者育成費用となって

ございます。次に経営体育成支援事業につきましては清里町地域農業再生協議会で収入支出共に

２千３２３万８千円で、主な使用用途は機械施設整備に係る経費の融資枠残を助成３割上限で助

成するものでございます。また保証枠の拡大に係る引当金の補助となってございます。４事業４

団体合計で収入４千１８８万１千９１円、支出４千１７９万６千６８０円、残額８万４千４１１

円となってございます。 

次に戸別所得補償制度補償金につきましてご説明申し上げます。こちらにつきましては国から

各農家の方に直接支払われているものでございます。上段から営農継続支払２１３戸１４億３千

６３２万６千円、数量払い２１３戸１７億１千５８０万４千５７４円、緑肥加算３６戸３８９万

４千円、産地資金２０８戸１億５千６２万２千１５６円、規模拡大加算７戸５９９万４千円の合

計３２億７千６０１万１千１５９円となっております。事業を合計致しますと３３億１千２６３

万６千７３０円となってございます。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 只今、⑥について説明ございました。何かご質問ございませんか。 

 

○委員 

 ちょっといいですか。 

 

○委員長 

 池下委員 
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○池下委員  

 あの鳥獣被害防止対策事業のところでちょっと伺いたいんですけども、使用の用途が新規の狩

猟者の育成って言う風に書いてあるんですけども、その辺は農協の方とこれシカ柵対策でないか

と思うんですけども、農協の方と連携してやって行くって事なんですけども、実際今まで農協の

方でそういう資格を持っている人が銃を無料で買い与えたと言う経緯を聞いているんですけども

中々育ってないと。現状はどちらかと言うと高齢者が主にやっていると。こうやって新規に育成

って書いてあるんですけども、実際どう言う育成の仕方をしているのか。その辺聞きたいんです

けど。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

 平成２４年度の狩猟者の新規狩猟者の育成の関係でございますが、農協を通じまして実際に農

家の方に銃を取得して頂く為にお願いをしまして、２名の方に今回銃の資格を取って頂く事が出

来ました。その資格を取るための講習費用それとその講習に行くための費用ですねそう言った物

について助成をさせて頂いております。 

 以上。 

 

○池下委員 

 昔から育成ってやっていたんでしょうけども実態問題として町にいる高齢者がやっているのが

実態だと。やっぱりシカ柵対策とか色々とシカによる被害農作物の被害というのが、やっぱり農

家の人が一番困るんですよね。であるのならばもう少し農協の方に力を入れてもらう様なそう言

う相談とかは要請はしているのですか。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

 過去の経緯も含めまして農家の方に狩猟免許と銃の免許取得して頂くよう働きを掛けてきた経

過にございますし、今回につきましても農協の方を通じて意欲的な農家の方を紹介して頂きなが

ら、そう言った方に免許を取って頂くような形をとってございます。毎年増えて行けば良いんで

すけど、中々そう言った意欲のある方を探し出すのも中々難しいところもありますが、今後も農

協と協力しながらそう言った方の育成に努めて参りたいと考えておりますのでご理解を賜りたい

と思います。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○委員長 

 それでは続きまして⑦。 
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○産業課 

 それでは平成２０年度から改修が進んでおります国営造成土地改良施設整備事業清里地区ウエ

ンベツ川改修工事の事業費と元金の繰上償還についての説明を致します。２４Ｐをご覧下さい。

事業につきましては、平成２０年度より事業をスタートし、今年度は改修工事の最終年度です。

事業費につきましては１の事業費内訳に記載されている通りになっております。総事業費は１８

億２千５６５万５千５８０円で、町負担相当額は９千１２８万２千７７８円です。内訳は起債借

入可能額３千６５１万円一般財源での負担額は５千４７７万２千７７８円です。今後事業量及び

事業費の精査があり総事業費が確定します。 

次に繰上償還の時期と金額ですが２の繰上償還額の欄をご覧下さい。平成２０年度から平成２

４年度までの事業に対する負担額の償還時期は平成２６年４月１日金額は７千５９０万４千１７

８円、平成２５年度の事業費に対する負担額の償還時期は平成２６年７月３１日金額は利息含め

まして１千５６３万５千６１２円償還金額合計９千１５３万９千７９０円の予定です。実質一般

財源の金額は９千１５３万９千７９０円から起債借入可能額の３千６５１万円と交付税算入見込

額２千５５５万７千円を差し引いた２千９４７万２千７９０円になります。今後事業費の精査を

行い平成２６年度当初予算の方に計上して頂きたいと思っております。 

以上簡単ですけども説明に変えさせて頂きます。 

 

○委員長 

 ⑦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。 

 

○勝又委員 

 ウエンベツ川改修の関係なんですけど、承知の事と思いますけど神威の神社の下のカーブの所

恐らく去年やって固まっていない中で大雨でやられた部分もありますけど、あれはおそらく事業

の中で保証も全部含めてやって行くんじゃないのかなと思うんだけど。意外に何年間にいっぺん

のああ言う事を想定した時に大きな追い打ちがないとも限らない。今後とも事業をやってしまえ

ば、きっとその様な手直しなど町で金出てこない状況になるかも知れませんので、とりあえず    

見回り等して災害等で壊れる部分も含めてきちんと完成までするような形をとって頂きたいと。 

 

○産業課長 

 ウエンベツ川の改修工事につきましては当初は平成２４年度で完了だったんですが、色んなダ

ム工事を全て無くしてもらいたいと言う事で１年間期間を延長して、今年度やってもらっている

状況にあります。勝又委員さんからありました通り想定外の雨が降ったりすることで災害復旧み

たいな形をしなければならない部分がある訳でございますので、今後見回り等しながらウエンベ

ツ川の管理主体であります開発の方との連携を取れるようにと思っておりますのでご理解頂きた

いと思います。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

 

 



 

- 26 - 

○委員長 

 それでは続きまして⑧説明願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 それでは平成２４年度焼酎事業実績及び決算についてご説明を申し上げます。２５Ｐをご覧頂

きたいと思います。 

それでは平成２４年度焼酎事業実績についてご説明致します。１の製造数量内訳からご説明致

します。平成２４年度の製造はじゃがいもで１２回仕込み、２万４千９９２Ｌ、麦で１回仕込み

１千７６９Ｌ、南瓜で７１１Ｌ合わせて１４回仕込みの２万７千４７２Ｌでございました。 

次に２の販売結果でございますが、去る４月２２日開催されました当委員会で製品別の販売数

量金額等についてはご説明しておりますけども、こちらの表につきましては主に度数別原料別の

表となってございます。アルコール度数別で１２度商品、これは浪漫倶楽部の水割りなんですけ

ども１千１３本で８７Ｌ、金額は１７万８千３２３円、２０度商品マイルド２０きよさとが主で

すが５千６１本、３千３２Ｌ、金額で３４６万８千８３９円、２０度商品きよさとが中心でござ

いますが、１万３千３４３本、８千５４Ｌ、金額は８８８万１０５８円、２５度樽貯蔵商品浪漫

倶楽部ですけども、３万６５本、２万２千４６６Ｌ、２６０１万５千８６５円、３５度製品で１

千７７２本、１千９６０Ｌ、１４２万２千７２円、４４度原酒北緯４４度ですけども、８千４５

５本、１万２９１Ｌ、１千４０５万４千８３８円、４４度古酒きよさとセレクションですが、１

千２６０本、１千６６３Ｌ、３５６万８千３２０円、麦２５度商品から記載の通りでございます

けれども、酒類外商品については、これは水で３４万３千７７円、包装資材商品で化粧箱と送料

で１２７万７千９１２円、消費税が３０８万８千２０９円で、合計で６万３千９３５本、５万３

３６Ｌ、金額で６千５０６万７千９９３円となってございます。 

次に２６Ｐの平成２４年度焼酎事業特別会計決算内訳についてご説明致します。歳入をご説明

致します。財産収入の財産売払収入予算額６千５００万円に対して決算額は６千５０６万７千９

９３円で６万７９９３円の増。財産運用収入は予算額１千円に対して決算６９３円で３０７円の

減。繰越金４９３万１千円の予算に対し、４９３万１千２２９円の決算で２２９円の増。諸収入

は１万５千円の予算に対し、２万１千７８０円の決算で６千７８０円の増でございます。歳入全

体では予算額６千９９４万７千円に対し、７千２万１６９５円の決算で７万４６９５円の増とな

っております。 

次に歳出についてご説明致します。総務費は２千９５２万９千円の予算に対し、決算額２千８

２５万３千９２２円で不用額が１２７万５千７８円。製造費は３千７１５万６千円の予算に対し

決算額３千２７４万５千８１１円で不用額４４１万１８９円。公債費は３万円の予算に対し不用

額３万円。基金積立金は３２３万２千円の予算に対し、決算額３２３万１６９３円で不用額３０

７円。歳出全体で予算額６千９９４万７千円に対し、決算額６千４２３万１千４２６円で５千７

１万５千５７４円の不用額となってございます。２５年度への繰越額は歳入７千２万１千６９５

円から歳出６千４２３万１千４２６円を差し引き致しました額５７９万２６９円となっておりま

す。 

以上で説明を終了させて頂きます。 
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○村島委員長 

 ⑧の平成２４年度焼酎事業実績及び決算について報告ございました。何かございませんか。宜

しいですか。 

 

○村島委員長 

 では終わります。それでは⑨の先程申し上げました美里地域湧水被害について別紙お手元にい

っていると思うんですけども。 

 

○産業課長 

 続きまして、美里地域湧水災害の状況について説明を致します。この案件につきましては常任

委員会終了後の議員協議会において町長からも説明する事となっておりますし、その後に現地を

見て頂く事になっておりますので、詳しいことにつきましては現地を見て頂きながら説明をさせ

て頂きたいと存じます。 

それでは別冊の資料をご覧頂きたいと思います。湧水が出た場所につきましては清里町字向陽

９２３番地土地所有者は亀井栄子さんで、耕作されている方は岡本英明さん耕作面積は２,８９ｈ

ａと言う事でございます。１枚捲って頂きたいと思います。湧水が出た場所については赤○で印

しているところでございまして斜里町と清里町の町界の清里町側美里の斜里岳の麓の場所に位置

する土地でございます。次のページをお開き下さい。図面の上側が北側下が南側になります。下

の方に①②と書いてある所が、今回湧水が発生した場所でございます。赤い線で示している所が

湧水が流失した場所の路線でございます。右側の方の路線が皆さんもご存じだと思うんですが町

有林を過ぎて太田昌幸さんとか加藤康広さんの方に繋がる路線。そして左側の方が西側路線で第

３道路の方に流れ込む道になってございます。それでは１枚目の表紙に戻って頂きたいと思いま

す。 

湧水の発生状況と初期対応でございますが、５月３１日の日には岡本さんは平年と同じ様な土

地状況の中でじゃがいもを作付してございます。そして数日経った３日の晩、川筋康広さん先程

③番と言ったところなんですが、道路側溝に水が溜まっているぞと言う事で建設課に連絡が入り

４日の朝には岡本さん自らが水を処理しようと言う事で三上建設にバックフォー等を頼んで水処

理に当たった経過にあります。産業課の方にも連絡が入りまして現地を見ております。１１時の

段階で建設課では余りにも水の量が多いので町有林内に沈澱池を作って水を地下浸透させるべく

工事を行っております。夕方１６時の段階で湧水量が大量でこのままにして置きますと広域に農

地に流失氾濫する事が想定されると言う事で、湧水災害と言う考え方の中で町から建設業者の方

に機械を発注するなどして西側の側溝掘りを発注し緊急対応を実施したところでございます。翌

日９時位には議会の正副議長さん、常任委員長さん、並びにオホーツク振興局や開発局の方にも

協力要請しながら実施をしたところでございまして、その翌日６日位からは西側の沈澱池から更

に下に流れ込むこともなく現在落ち着いている状況となっております。また、この路線に関わる

関係者と致しましては、ここに記載の通り１８戸と言う事になってございます。それでは後ろの

方の３枚に写真が付いているので見て頂きたいと思います。まず上の方に①と書いてある図面が

湧水が出た所の場所でございまして、上が６月４日の夕方５時の段階の状況。そして下が翌日の

昼位になってもほとんど変わらない状況で水が発水している状況が写真で記録されております。

次のページを見て頂きたいと思います。湧水の場所から西側の方に明渠排水を掘った状況と下が
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そこに町有林側に流れないように土のうを積んだ写真でございます。写真ではよく見えませんが

水の量についてはほとんど変わっていない状況でございます。次のページを見て頂きたいと思い

ます。太田昌幸さんと川筋康広さんの所の道路でございますが、６月５日朝の段階では水が溜ま

りまして北側に間もなく氾濫しそうな状況でございますが、夕方には西側の方に水を分散させた

事により水がかなり引けたと言う状況となってございます。表紙に戻って頂きたいのでございま

すが、概算事業費についてでございますが初期対応に要した先週末金曜日の夕方段階でございま

すが、積算した所現在積算中でございますが概ね６００万円前後になる見込みでございます。必

要額につきましては６月定例議会に提案させて頂きたく現在進めているところでございますので

ご理解をお願いしたいと言う風に思います。工事が終わってまだ日が浅いことからまだ積算中で

ございますので金額正確に申し上げることはできませんが、６００万円前後になる見込みでござ

います。 

次に第２段と致しまして、西側の方に掘った側溝が水の流速が速いために道路がどんどん侵食

されて行く状況になっておりますので、夏から秋にかけて小麦等の収穫コンバインが通りますの

で、農作業の収穫作業始まりますので、大型機械の交通に妨げがない様西側道路の確保と大雨な

どに備えた最低限の水処理にかかる経費を今後補正させて頂きたく考えておりますので宜しくお

願いしたいと言う風に思います。 

最後に今後の整備方針でございますが湧水量が余りにも多い為に町単独では限界がございます

ので恒久的な整備を開発並びに北海道に要請して補助による整備を進めて行く方針でございます

のでご報告を申し上げます。詳細につきましては昼から現場を見ながらまたご質問を頂き説明し

て参りたいと思いますので宜しくお願い致します。 

以上説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ⑨の美里地区湧水災害について説明ありましたけれどもこれについては現地調査もございます

ので、宜しいですね。 

 

○委員 

 はい。 

 

○委員長 

 これで産業課終わります。 

 それでは、２.意見書の検討について説明願います。 

 

○事務局 

 それでは２番目の意見書の検討について１件意見書が提出されておりますのでご説明致しま

す。平成２５年度北海道地方最低賃金改正等に関する意見書（案）でございます。議案は２７Ｐ

から２９Ｐまで資料を添付してございます。提出依頼者は清里地区連合が持参提出となってござ

います。意見書の内容につきまして２９Ｐをお開き下さい。 

主な内容と致しましては、北海道の最低賃金が現在７１９円でありますが全国最低の８００円

確保と言う所にまだ到達をしていないと言う事と後は生活保護との返り額を５年以内に解消する
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という合意があったにも関わらず現在返り額が３０円に拡大していると言う事で返りが解消され

ていないため平成２５年度の北海道最低賃金の改正に当たり３項目の措置を講ずる様要望があが

ってございます。６月定例会に委員長名での意見書の提出又内容のご協議をお願いいたします。 

 

○委員長 

 ただ今２について意見書の検討について説明ありましたけれどもこれは宜しいですね。 

 

○委員 

 はい。 

 

○委員長 

 その様に致します。 

 ３の次回委員会の開催について。 

 

○事務局長 

 次回の委員会については７月２２日の週で調整して参りたいと思います。宜しくお願いします。 

 

○委員長 

 次回の委員会の予定は７月の２２日の週でございます。宜しいですね。 

 ４.その他。 

 

○事務局長 

 特にありません。 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

無いので、若干過ぎましたけれどもこれで第７回産業福祉常任委員会を閉じます。ご苦労様で

した。 

（閉会 午後１２時０８時分） 

 

 

 

 


