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第９回産業福祉常任委員会会議録 

平成２５年９月９日（月） 

    開 会   午前１１時１０分 

    閉 会   午後 ２時２３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北海道後期高齢者医療広域連合規約変更に関する協議について 

  ②平成２５年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

  ③平成２５年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

  ④平成２５年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

  ⑤まちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金認定状況 

 ●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２５年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

  ③道立北見病院の移転改築整備について 

 ●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指定管理者パパスランドの運営状況について 

  ③清里焼酎米麹醸造試験について 

  ④庭園のまちづくり構想事業（景観・休憩スポットの整備）について 

  ⑤清里町森林組合の今後のあり方について 

 ●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 

  ②平成２５年度簡易水道事業特別会計補正予算について 

  ③平成２５年度農業集落排水事業特別会計補正予算について 

 

２．意見書の検討について 

  ①「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書（案） 

  【提出依頼者】全国森林環境税創設促進議員連盟 会長 板垣一徳 

 

３．道内所管事務調査報告書について 

 

４．次回委員会の開催について 

 

５．その他 
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○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    阿部 真也 

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

 ■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       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 

 それでは、第９回産業福祉常任委員会を開催いたします。それでは、まず町からの協議・報告

事項について、町民課より５点ございますが、１点ずつ説明願います。 
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○町民課長 

 それでは、町民課より５件の協議・報告事項についてご説明をさせていただきたいと思います。 

１点目の北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議につきましては、平成２４年

７月より施行されております住民基本台帳法の一部改正に伴いまして、広域連合に対し構成市町

村が負担する共通経費の人口割に関わる規定を改める必要が生じたため、地方自治法の定めによ

り関係市町村と協議を行うために議会の議決をいただくものでございます。 

２点目の町民課所管の一般会計補正予算の概要につきましては、本年度より実施しております

道路防犯灯ＬＥＤ化推進事業への追加補正、それと交通安全指導員の交代に伴います被服等の整

備に必要な経費、並びに前年度医療費の確定に伴う療養給付費国庫負担金などの返納金に対処す

るため、一般会計からの国保特別会計への繰出金並びに葬祭場の霊台車、自動扉の開閉に不具合

が生じたため、良好な管理運営を図るために修繕に必要な経費を補正するものでございます。国

保特別会計及び後期高齢者医療特別会計補正予算につきましては、前年度繰越金の確定と、先ほ

ど一般会計でも述べたとおり、前年度の医療費の確定に伴う療養給付費国庫負担金などの返納金

に対処をするための補正を行うものでございます。 

また、７月３０日に開催されました共創のまちづくり事業交付金の認定状況についてご報告を

いたします。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、よろしくお願

いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは、①の北海道後期高齢者医療広域連合の規約の一部変更にかかります協議についてご

説明をさしあげます。議案の方の１ページ～４ページにつきましては、規約の全文を参考として

掲載をさせてもらっております。 

４ページの一番下段になりますが、二重下線の部分ですが、今回５ページの新旧対照表にもあ

りますが、この部分が改正部分という形で考えているところでございます。北海道後期高齢者医

療広域連合が構成町村に求めます共通経費におきましては、４ページにもありますが別表第２の

とおり、まずは均等割、それから後期高齢者に係る人口割、そして総体の人口割という形で、負

担区分が表で求められているところでございます。 

現在、人口割におきましては、住民基本台帳による人数と、外国人に係る外国人登録原票の人

数を合わせたものを用いるように規定がなされているところです。しかしながら、先ほど課長の

説明にもありましたが、昨年、平成２４年７月の住民基本台帳法の改正に基づきまして、住民基

本台帳の人数に外国人登録原票の数を含めるという改正がございました。このことから、不要に

なる規定につきまして、今回の規約の改正の一部変更という形で進むものでございます。規約の

改正によりまして、含まれるということでございますので、人口割にかかる総数は変化がないと

いう形でございます。 

５ページの新旧対照表をご覧ください。改正前、改正後ということで載せてございます。形と

しましては、「及び外国人登録原票を削る」という改正でございます。附則につきましては、規

約改正の適用期日、規約改正時に係る従前の取り扱いについて規定するものでございます。 

今回の規約の改正につきましては、地方自治法第２９１条の３によりまして、広域連合と構成

市町村との間において協議を行うという設定がございます。ただ、その協議にあたりましては、

同法２９１条の１１の規定によりまして、議会の議決が必要となってございます。このことから、
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議会の皆様にお諮り差し上げまして議決をいただいた後に広域連合と協議を進めて、この規定の

改正をしていきたいということでございます。説明は以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、①の北海道後期高齢者医療広域連合の規約変更の関することについて、１～５ページ

まで説明ございましたが、何かご意見ございませんか。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。次、②についてお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは、②平成２５年度一般会計補正予算（町民課所管分）についてご説明いたします。６

ページをご覧ください。 

総務費・総務管理費・自治振興費における道路防犯灯ＬＥＤ化推進事業です。課長の方より説

明がありましたが、今年度より消灯しました道路防犯灯のナトリウム灯について、順次ＬＥＤ化

をしてきております。今年度につきましては、交換基数が増加しているという状況もありまして、

実績を考慮し２０基分の追加を見込みまして、修繕料として１１６万円を補正するものでござい

ます。 

次に、総務費・総務管理費・交通安全対策費における交通安全指導員被服等整備事業です。今

年度の１０月末をもって、交通安全指導員にかかる２カ年の任期が満了しまして、新たな更新の

時期となりますが、今回男女各１名、計２名が退任され、同数の交代を予定しております。男性、

女性と着用する装備は違っておりますが、制帽・シャツ・ベスト・防寒着などで新たに任命する

際には前任者とのサイズの違いや、ある程度長期の着用も考えられますので、制服一式を購入す

ることとしているため、消耗品として２４万５千円の補正をするものでございます。また、対象

者１人につきまして、各２万円を北海道交通安全指導員連絡協議会から助成金が交付されますの

で、その他財源として３４万円を計上しております。 

１つ飛ばしまして、衛生費・保健衛生費・環境衛生費における葬祭場霊台車自動扉修繕事業で

す。現在、１号霊台車の自動扉のモーターが劣化しまして、扉が完全に閉まらない状態となって

おります。状況としましては少しのすき間となっておりまして、稼働等に支障はないのですが、

扉を適正に収納するための押し込む力が非常に弱くなっておりまして、扉が途中で止まり動かな

くなることが考えられます。また、仮に稼働の途中で開いてしまうと手動で復旧することは困難

となり、早急な対応を考えられますので、モーター等一式の修繕としまして４０万６千円の補正

をするものとなります。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは、中段の衛生費・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の

関係ございます。関連がありますので、７ページの国民健康保険特別会計の補正予算と合わせて

ご説明差し上げたいと思います。 

７ページの表ですが、今回の補正につきましては２４年度からの国保会計繰出金による歳入の

増額部分、それから２４年度内に歳入を行った国庫・道支出金の内、実績の精算に基づきまして、
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平成２５年度において返納金として支出を行う額について歳出を補正するものでございます。こ

の差分につきまして、財源手当としまして歳入に一般会計から繰入金を追加するというものでご

ざいます。７ページの表をご覧いただければと思います。最初に、下段の歳出の方から説明いた

します。歳出でございますが、２４年度に給付いただきました国と道の負担金・補助金関係でご

ざいますが、実績に基づきまして返納の部分が生じてございます。１１款の諸支出金の欄でござ

いますが、内容としまして通常の療養給付関係の国庫負担金で返納部分が１千３１０万６千円ご

ざいます。それから、特定健診の国庫負担金、道費負担金、それぞれ同額２万円ずつで、合計し

ました１千３１４万６千円が返納金として歳出で見込まれますので、この部分を補正差し上げた

いと考えております。それに対する歳入の分でございます。平成２４年度からの繰越金ですが、

１４８万３千円ほど見込んでおりまして、その差分で現計予算が１０万円、これに対しまして１

３８万３千円を増額補正するものでございます。先ほどの歳出の総合計から繰越金の分を差し引

きまして、充当する財源としまして９款の繰入金に１千１７６万３千円をその他一般会計繰入金

としまして歳入を見込むものでございます。こちらの１千１７６万３千円が先ほどの６ページの

衛生費の部分の額という形でお考えいただければと思います。 

続けて、８ページの方の④になりますが、後期高齢者特別会計の方も続けてご説明差し上げた

いと思います。後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）でございます。後期高齢者におきま

しては、平成２４年度内の繰越金が見込まれる分が３万６千円ほどございます。これに対しまし

て、歳入としまして３万５千円の補正を行いまして、補正後の予算額３万６千円とするものでご

ざいます。総歳入合計額が５千９４１万９千円という形になります。対します歳出の部分でござ

いますが、この前年度繰越金の内、保険料相当額となるものが２万９千円ございますので、こち

らを後期高齢者医療広域連合に負担する保険料負担金として２万９千円、それから事務費等の精

査分としまして６千円という形で、これを総務費の方に６千円追加補正する形でございます。合

計しました補正額が３万５千円。補正後の予算総額が５千９４１万９千円ということでございま

す。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、②、③、④まで関連があるということで説明がございました。何かご意見ございませ

んか。 

 

○田中委員 

 防犯灯と街灯とは違うのですか。 

 

○町民課長 

 基本的に同じ物と考えていただければよろしいかと思います。ただ、道路等となりますと設置

する場所等が基準で決まっておりますので、道道ですとかそういう所では当然、交差点部でとか、

橋梁部ですとか、そういう所で付けているということでございます。防犯灯につきましては、こ

れはあくまで町の市街地部分等々において、防犯を行うために付けていっているということです。

基本的には同じような物だと理解していただければよろしいかと思います。 
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○田中委員 

 この電気代は１基いくらという契約じゃなくて、メーターか何かでなっているんですか。 

 

○町民課長 

 基本的に１基いくらという形で、定額で契約をしております。 

 

○田中委員 

 今回、２０基をＬＥＤに替えるということで、電気も１０分の１と言われているわけですが、

その契約も変わっていくということで理解して良いのか。 

 

○町民課長 

 基本的には町内にあります防犯灯１１０ワットという形で設置しておりますが、ＬＥＤにしま

すと約７０ワット程度の消費電力ということで、基本的に月の電気料金が約４割程度になってい

くのではないのかなと。ナトリウムと比較するとそれくらいになるのではないかなと。今のとこ

ろ考えてございます。当然、ＬＥＤに交換しますと北電の方に契約のワット数が違いますから、

当然、変更していくという形で、次の月から定額の方の電気量に変更になっていくというような

ことでございます。 

 

○前中委員 

 今、ちょっと防犯灯の話が出ましたが、やはり老朽化等で直しているという実態もありますし、

もう１点、水元、新町における定住部分の新しい団地の所の防犯灯だとかを、今後検討する場所

等も多分あるのかなと思いますので、その辺も計画性の中で随時進めていく中で、スクラップ・

アンド・ビルドじゃないですが、片方は止めながら、生活環境がないような所は閉める。そして、

そういう所には配分するというのが、もし現時点であれば、ちょっと説明していただければと思

うんですけども。 

 

○町民課長 

 防犯灯等のＬＥＤ化につきましては、明年度以降、計画的にまた続けて継続してやっていきた

いなとは考えてございます。その上で、今、前中委員の方からありましたとおり、必要な所、必

要でない所、その辺も現地を確認しながら防犯灯の数等も整理をしていきたいなと考えてござい

ます。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。よろしいですか。 

 

○村島委員長 

 それでは、続きまして⑤についてお願いいたします。 

 

○町民Ｇ総括主査 

それでは、⑤のまちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金ついてご説明いたし
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ます。９ページをご覧ください。平成２５年７月３０日付、まちづくり運動推進協議会推進会議

における認定状況です。①ですが、江南明日を考える会の江南地区夏祭り事業です。昨年度から

の継続事業で、江南小学校の跡地を利用して夏祭りを実施するものです。申請額は６３万円、経

費は催事費、事務費などです。決定された交付率は３分の２で交付決定額は４２万円となります。   

次に、②ゆいま～る清里の地域おこしで考えるまちづくり事業です。まちづくりを考える研修

会・勉強会・交流事業の開催によりまして、新たな事業活動のさまざまな課題解決に向けた取り

組みを実施しまして、ご当地キャラクターの作成による清里町ＰＲ活動を推進し、さまざまな場

面でキャラクターが活用されていくよう使用拡大に向け、小学生への交通安全の呼びかけと広く

町民に愛されるキャラクターに育つことを目的とした反射材付きグッズの作成及び配布、キャラ

クターの着ぐるみ化への実現に向けた活動なども実施するものです。申請額は５０万円、経費は

研修費、募集費などです。決定された交付率は３分の２で交付決定額は３３万３千円となります。 

次に、③みずもと第１有志の会、光輝く街並みづくり事業です。こちらも昨年度からの継続事

業で、ポケットパークに大きなイルミネーションを設置することで、夜中においても明るくきれ

いで光あふれる街並みをつくるというものです。申請額は１８万５千円、経費は材料費などです。

決定された交付率は５分の４で交付決定額は１４万８千円となります。 

最後に、④ですが、清里盛り上げ隊の青空市事業です。こちらも昨年度からの継続事業で、町

の中心部に人を集められるような野菜生産者による青空市、フリーマーケット、子供向けのイベ

ント、そして粘土によるキーホルダーづくりを企画しております。実施予定日につきましては９

月２１日土曜日となっています。申請額は６万９千６００円、経費は宣伝費、材料費などです。

決定された交付率は５分の４で交付決定額は５万５千円となります。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑤につきまして説明がございました。何かご意見ございませんか。 

 

○池下委員 

 今、４つの事業が出て、それぞれやっているんですけども、交付率が３分の２というのと、５

分の４というのがあるんですけども、何を基準にこういう交付率になっているのか。何か線引き

みたいのがあるのですか。 

 

○町民課長 

 共創のまちづくり事業の交付率の考え方でございますが、これにつきましては、まちづくり推

進協議会という委員さんが１２名ほどおりまして、その中におきまして申請団体がヒアリングを

行わさせていただいております。その中において、各委員さんがその事業の中身の精査等をしな

がら点数化していくということでございます。その点数によって３分の２、５分の４、１０分の

１０というような交付率を決定していく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。 

 

○村島委員長 
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 なければ、全般的に何かございませんか。よろしいですか。それでは、町民課終わります。 

 

 

○村島委員長 

 それでは、引き続き保健福祉課より３点ございますけども、１点ずつ説明願います。 

 

○保健福祉課長 

 私の方から概要をお話しまして、その後に担当の方からご説明を申し上げたいと思います。 

１点目は、平成２５年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）でございます。これは３件の

補正がございまして、１件目は障害者自立支援費の過年度追加交付と返納金です。これは２４年

度の障害者自立支援事業確定による国庫負担金・道負担金の精算を行うものでございます。 

２点目は、歯科訪問診療用ユニットの更新に係るものでございます。 

３点目は、風疹の予防事業です。昨年より近畿地方、首都圏を中心に全国的に風疹が流行して

おります。ここに来て下火にはなったようですが、抗体を持たないまたは抗体価の低い妊婦の女

性が風疹にかかりますと、赤ちゃんに障害が起こる可能性があると言われております。そのため、

その予防のために妊婦等への予防接種の費用助成を行うものでございます。担当より順次説明申

し上げます。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは、福祉介護グループ所管の一般会計補正予算について、ご説明いたします。１０ペー

ジをお開き願います。はじめに歳入１８款諸収入・４項雑入・２目雑入・過年度追加交付につき

ましては、平成２４年度の障害者自立支援給付費の実績に基づく負担金の精算による追加交付と

なります。障害者自立支援給付費の過年度の道負担金における追加交付が１５１万２千５３１円

となりましたので、歳入を１５１万２千円計上しております。 

続きまして、１１ページをご覧いただきたいと思います。歳出です。３款民生費・１項社会福

祉費・２目障害者自立支援費につきまして、平成２４年度の国及び道からの負担金の実績に基づ

く精算による返納金で、国庫負担金分が障害児施設措置費負担金で１３万９千６７９円、障害者

自立支援給付費負担金で４８万９千９０３円、自立支援医療給付費負担金で４３万３千８０７円

の合計１０６万３千３８９円を返納といたします。また、道費負担金分が障害児施設措置費負担

金で５万８千４４９円、介護給付費負担金の補装具費で９万２１６円、自立支援医療給付費負担

金で７万１千９０４円の合計２２万５６９円を返納します。 

以上、国で１０６万４千円、道で２２万１千円、合わせて１２８万５千円を補正計上しており

ます。以上で説明を終わります。 

 

○保健Ｇ主幹 

 それでは私の方から、保健グループ所管の２件の補正について説明いたします。１２ページを

お開きいただきたいと思います。 

まず１点目、保健衛生総務費・歯科訪問診療用ユニット整備事業でございます。この歯科訪問

用診療用ユニットと言いますのは、歯を削ったりとか、歯石を取ったり、入れ歯の調整などの歯

の治療用機械と、水や唾液を吸うためのバキュームの機械等を備えましたポータブルで持ち運び
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を可能にした歯科診療用の機器でありまして、現在、広川歯科医院の方に貸与しております機器

が平成１０年に購入したものでありまして、１５年以上経過していることもありまして、不具合

等があった場合、治療が難しい状況であることから、今回この訪問診療用ユニットと機器一式の

整備更新費用としまして２８１万９千円を補正したく提案するものでございます。なお、広川歯

科医院におきましては現在、クリニックきよ里、介護老人保健施設きよさと、特別養護老人ホー

ム清楽園などに訪問していただきまして、入所されております高齢者の方の歯の治療等にあたっ

ていただいているところでございます。 

続きまして、予防費・先天性風疹症候群予防対策風疹予防接種事業であります。２６万円の補

正についてご説明いたします。１３ページで説明いたしますので、お開きいただきたいと思いま

す。先ほど課長の方から説明がありましたが、現在やや下火にはなっておりますが、昨年から全

国的に風疹が流行しまして、北海道内の流行にも備えて妊婦さんへの感染予防を強化しまして、

先天性風疹症候群の発生を予防するため、接種費用の負担軽減を図りまして、風疹の予防接種を

行うための補正でございます。この先天性風疹症候群と言いますのは、特に妊娠初期の女性が風

疹にかかりますと生まれてくる赤ちゃんに風疹のウイルスが感染しまして、難聴ですとか心疾患、

白内障、緑内障、眼の病気とか、精神や身体の発達の遅れ等を引き起こす可能性のある障害であ

りまして、この障害から生まれてくる赤ちゃんを守るために本事業を実施するものでございます。

１３ページにありますとおり、女性対象者につきましては、清里町に住所を有し妊娠を予定・希

望する女性、または妊娠中の女性の配偶者で風疹の抗体検査の結果、抗体価がなかったり、不十

分だった方とさせていただきます。なお、この抗体検査につきましては自己負担で実施をお願い

したいと考えておりますが、抗体検査の費用につきましてはクリニックきよ里の場合、保険適用

になるということで１千５２７円でございます。 

このような対象とさせていただきましたのは、厚生省より助成事業を行う市町村におきまして

は、ワクチンの安定供給の目途、今後の安定的な定期接種の実施のため、接種の前に抗体検査を

実施し抗体価が十分でないと確認できた方を助成事業の対象とするよう検討してほしいという厚

生省からの協力依頼が来ていることにより、このような対象とさせていただいております。助成

内容につきましては麻疹・風疹の混合ワクチンの接種費用の２分の１、クリニックきよ里の接種

費用が１万４００円ですので、半分の５千２００円の助成といたしてございます。実施機関につ

いてはクリニックきよ里のみとさせていただきます。予算の積算でございますが、妊娠中でない

妊娠を予定・希望する女性、７月末でございますが１９歳～５０歳で６１９人。内、抗体価が不

十分と予想される方、これは国の調査の方で２０～４０台の女性で抗体価を持っていない方、不

十分な方を合わせると約１５％ということで、１５％をかけまして９３人。その内、妊娠を予定

・希望とする女性で接種の見込数を約半分の５０％と推定し、４７人と積算させていただいてお

ります。また、妊娠中の女性の配偶者ということで、清里町の年間出生数３５人に残り６ヶ月を

かけて１８人。内、抗体価が不十分と予想される方が先ほどの国の調査と同じく１５％というこ

とで、１８人の１５％の３人。１と２を合わせまして、５０人ということで今回５０人の接種費

用として１万４００円×２分の１助成×５０人で１６万円。この金額を補正したく提案するもの

でございます。以上、簡単ですが説明に代えさせていただきます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、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、ご意見いただきま
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す。何かありませんか。ありません。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。無いようですので、次進みます。②についてお願いします。 

 

○保健福祉課長 

 ②の介護保険事業特別会計補正予算につきまして、これは平成２４年度の事業の確定による２

５年度への繰越額の確定及び過年度返納金の確定、それと、２５年度の保険給付費等の見込額の

増加を補正するものでございます。担当よりご説明申し上げます。 

 

○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補正予算について、説明させていただきたいと

思います。１４ページをお開き願います。歳入についてご説明をさせていただきたいと思います。 

３款国庫支出金につきましては、介護給付費負担金で１２３万７千円を計上しております。４

款道支出金につきましては、平成２４年度の介護給付費負担金で３８９万５千円、平成２５年度

介護給付費負担金で１２万８千円を計上してございます。５款支払基金交付金につきましては、

平成２５年度介護給付費交付金で１千６２８万１千円を計上してございます。国庫支出金、道支

出金及び支払基金交付金につきましては、平成２４年度分は事業精算による追加交付、平成２５

年度分につきましては当初交付決定額の確定による増となってございます。８款繰越金につきま

しては、平成２４年度繰越金確定による３１９万５千円を補正で計上してございます。 

続いて、歳出のご説明をさせていただきます。１款総務費につきましては、賦課徴収費過年度

還付金を２万５千円計上してございます。２款保険給付費につきましては、居宅介護サービス給

付費で１千４８９万２千円を、居宅介護サービス計画給付費２００万円、施設介護サービス給付

費に５００万円を、歳入で増額いたしました財源を基準に計上してございます。４款基金積立金

につきましては、平成２４年度の繰越金が４１９万５千円で、過年度還付金２万５千円及び次に

ご説明させいただきます返納金１４６万８千円を引いた額に２分の１を乗じた額、１３５万１千

円を基金として積立てを行いたいと思います。６款諸支出金につきましては、平成２４年度実績

による補助金等の精算による返納金になります。介護給付費につきましては国庫で３７万３千円、

支払基金で８７万９千円、地域支援事業返納金では国庫で６万７千円、道費で１１万４千円、支

払基金交付金で３万５千円、計１４６万８千円を計上してございます。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、②の平成２５年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について説明がございま

した。何かございませんか。よろしいですか。 

 

○村島委員長 

 それでは、次にまいります。③の道立北見病院の移転改築整備について、口頭説明ですけども

よろしくお願いします。 

 

○保健福祉課長 
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 道立北見病院の移転改築整備につきまして、８月末に北海道より情報を得ましたので、本委員

会に報告と考えていたところでございますが、先週９月５日に新聞報道がございました。特に詳

細な情報を持っているというわけではございませんが、ご報告をさせていただきます。 

道立北見病院は、昭和２７年に結核療養病床として設置されたものですが、現在はオホーツク

圏における循環器、腎臓疾患の高度医療を担当する病院となってございます。特に循環器疾患に

ついては、圏域内唯一、心臓血管外科手術を行っております。診療科は循環器内科・呼吸器内科

・心臓血管外科・呼吸器外科・麻酔科、これらの外科が相互に連携し、高度な治療にあたってい

るところです。病院の今後のあり方については、救急部門増築整備予定をしておりましたが、現

庁舎は築３２年を迎え、増築を行っても一時的・応急的な対応にとどまること、効率的な病院運

営や医療安全体制を確保するとともに、３次医療圏、オホーツク医療圏で唯一である心臓血管外

科の医療機能を最大限に発揮することができるよう、全面的な改築整備を行うことと北海道はし

ました。建築場所につきましては北見赤十字病院の敷地内で、位置は現在の病院の玄関に向かっ

て左手奥になります。建築規模は敷地が約２千９００平米、建物は５千３００平米程度というこ

とです。病床数は、現在は１３０床の病床がありますが、運用は３８床にとどまっていますが、

改築後は７０床。内訳としては一般病床が６４床、ＩＣＵが６床ということです。診療科目につ

きましては、先ほどと重複しますが、循環器内科・呼吸器内科・心臓血管外科・呼吸器外科・麻

酔科ということです。これについては変更ございません。職員数につきましては、心臓外科３名

のところ１名増員をするということで、医師１０名であたるという計画です。その他としまして

は、電子カルテシステムを新規導入したいと考えております。事業費は概算で３２億円。建物に

２５億円、機器等に７億円ということで、全額病院事業債を予定しているということで総務省と

の打合せをしていると聞いております。スケジュールにつきましては、平成２６、２７年に建築

工事を行って、２８年から診療を開始する予定ということでございます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、③の道立病院についての口頭説明がございましたが、何かございませんか。 

 

○池下委員 

 元の日赤の所に移るという報道が、この間新聞でありましたけれども、当初、清里町も日赤に

対しては補助金を出していたのですが、こちらの方には補助金ということは考えなくて良いとい

うことですね。 

 

○保健福祉課長 

 道立病院ですので、市町村に補助金をということは考えられないと思っています。北海道から

聞いているところでは、３２億円全額を病院事業債の起債で賄うというようなことです。北見赤

十字病院への支援の方は何も変わらずということでございます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。それでは、全般的によろしいですか。 

 

○保健福祉課長 
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 別件なんですけど、よろしいでしょうか。若干、お時間をいただきます。 

５月１３日の当委員会に老健きよさとの目黒医師の辞意を受けて、医師招へいにあたる旨、ご

報告をさせていただきました。それ以来、精力的に医師招へいにあたってございます。 

関係する機関、例えば北海道の地域医師確保推進室、あるいは東京事務所、東京事務所の方に

は医師確保のための専任の参事がございます。道外から医師を求めるために配置しております。

それとか、北海道地域医療振興財団、これは医師確保のための財団でございます。それとか、北

海道医師会、北海道病院協会、こういったところにいろいろお世話をいただきながら、あたって

おります。６月６日には北海道病院協会、７月３０日は北海道東京事務所の専任参事のところに

議長にも足を運んでいただいたところでございます。その他、近隣の医師会事務局がもちろんの

こと、近隣の病院長、病院に対する支援というよりは、病院長に個人的にどなたかうちの老健を

助けていただけるお医者さんをご存じではないでしょうかというようなことで、この辺も１０病

院ほどお願いに回っているところです。直接、うちに来ていただきたいというお話をした医師も

３人ほどおりますが、なかなか今現在のところ、医師確保に至っていないところであります。 

目黒先生につきましては、老健事務長より詳細に活動内容を報告しておりますし、町長の方か

ら定期的に面談をして経過を報告しているところです。先生は、体調は今のところよろしくて、

頑張ってくれということでお話していただいておりますが、先生の期待に応えるべく何とか早く

見つけたいと努力しております。ところが、現在のところはこういった状況ということで、口頭

ですが報告とさせていただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 それでは、保健福祉課これで終わります。次は産業課ですが、お昼ですので、１時半から再開

したいと思います。 

 

休憩 午前１１時５１分 

再開 午後 １時３０分 

○村島委員長 

 それでは、午前中に引き続き、産業課から始めます。５項目ありますけども１点ずつ説明をし

ていただきたいと思います。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項５点につきまして、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。 

 

○農業Ｇ主査 

 それでは、一般会計補正予算（産業課所管分）について説明いたします。１５ページをお開き

ください。５款農林水産業費・１項農業費・５目道営整備事業費・清里地区道営農地整備事業に

つきましては、昨年度より調査設計等を実施しております。今回、早期事業完了に向けて、事業

費１億円を増額し、事業費総額３億３千３００万円となっております。このことに伴いまして、

清里地区道営農地整備事業負担金及び北海道土地改良事業団体連合会負担金をそれぞれ増額補正

するものであります。 
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まず、清里地区道営農地整備事業負担金でありますが、１億円に対して負担割合２０％、２千

万円の増額であります。こちらの金額には、食料供給基盤強化特別対策事業負担金相当額が含ま

れています。いわゆるパワーアップ事業負担金相当額です。 

続きまして、北海道土地改良事業団体連合会負担金でありますが、今回増額いたしました事業

費１億円に対しまして、総事業費３億円以内の分については千分の１．５、３億円を超える分に

ついては千分の０．７５を乗じて得た額を計算し、１２万５千円を計上いたしまして、総額２千

１２万５千円を増額補正するものであります。財源内訳につきましては、道支出金が４２３万円、

その他財源が４７０万円、一般財源が１千１１９万５千円です。なお、今回増額分の事業工種の

内訳につきましては、農業排水路整備が１２０メートルで３千万円、区画整理８ヘクタールで１

千４１０万円、暗渠排水等５５ヘクタールで３千５９０万円、土壌改良５ヘクタールで２千万円

が予定されています。 

以上、簡単ですが説明に代えさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 ただ今、①の平成２５年度一般会計補正予算（産業課所管分）についての説明がございました。

何かご意見ございませんか。次進みます。 

 

○村島委員長 

 ②について、説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 それでは、パパスランド運営状況についてご説明いたします。１６ページ目をお開き願います。

この資料につきましては、本年４月より供用開始いたしましたパパスランドの４月～７月までの

利用実績についてまとめたものであります。 

収入の部についてご説明いたします。利用人員の入浴施設につきましては、平成２４年度７月

まで７千１９５人の温泉利用者でしたが、本年度は既に１万６千１０８人の方が温泉利用されて

おり、前年比２２３．９％となっております。使用料の入浴施設につきましては、平成２５年度

５１３万６千６６０円となっており、前年比２４０．５％、食堂施設１千１８２万６千６１４円、

１９４．６％、販売施設９５８万７千４２４円、３６２．３％、自動販売機手数料２５万２千１

８２円、２０１．７％、その他３万４千４６８円、２１０．４％と増加しており、使用料収入の

全体合計は２千６８３万７千３４８円となり、２４３％の増となっております。 

支出の部につきましては、人件費９１９万６９５円で、１５６．３％、原材料費・食堂部門５

４３万２千６８０円、２００．５％、原材料費・売店７８１万４千１００円、３４８．７％、業

務推進費６５２万７千５６２円、１０３．６％と増加しており、収入合計も前年比１６９．１％

の２千８９６万５千３７円となっております。 

平成２５年度役場委託分で見ますと、収入合計５１３万６千６６０円、支出合計６８７万２千

９５円となり、マイナス１７３万５千４３５円となっております。この委託部分につきましては

委託料を現在までに３９０万円支出済みとなっておりますので、実質２１６万４千５６５円の増

となっており、これからの閑散期の来場者数の減も考えられますので、最終的に精算行為を行っ

てまいりたいと考えております。指定管理者分は指定管理者の売上げに関するところであり、本
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委託料には反映いたしませんが、使用料収入の２千１７０万６８８円、支出２千２０９万２千９

４２円と、マイナス３９万２千２５０円となっております。４月開設時の資金繰りでマイナスが

大きかったことと、５月までの降雪による客足の減少等によりレストランについては４月～６月

まで赤字、売店につきましては４月が赤字となっており、現在７月からレストラン・売店ともに

売上げが伸びている状況であり、トータルで、レストラン部門でマイナス１１４万３千８５円、

売店部門では７５万８３１円のプラスとなり、合わせてマイナス３９万２千２５４円となってお

ります。８月についてはまだ集計が終わっておりませんが、温泉入場者数が１日で５００人を超

えた日もあったと聞いております。来場者数が多くなることは良いことばかりではなく、現在、

温泉施設のシャワーについては新しい温泉井戸、５０度の泉源による熱交換で実施となっており

ましたが、利用者数増により熱交換が間に合わなく、灯油での沸かしを行っていることから、灯

油代がかさんでいる状況にもあります。 

来年度の委託料算出に向け、適正な数値を見ていきたいと考えておりますので、ご理解をお願

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、②について説明がございました。何かご意見ございませんか。 

 

○池下委員 

 支出の部の人件費の方なんですけども、９１９万ということで前年比１５６．３％なんですけ

ど、これって要するに臨時で誰か使っているとか、そういうことを全部入れてということですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 今、池下議員おっしゃられたとおり、温泉部門の方、売店部門の方、レストラン部門の方、す

べての人件費を入れた部分で９１９万６９５円となっております。 

 

○池下委員 

 ４月からプレオープンしているんですけども、当初の人員よりも何人くらい実態として増えて

いるのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 売店が１名、レストランが２名だったと思います。 

 

○池下委員 

 それと、温泉を今沸かしていると。源泉掘ったにも関わらず、そういう状況ってあり得るんで

すか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 説明の仕方が悪かったのかもしれないのですが、温泉につきましてはそのまま温度が確保され

ております。シャワーの方を熱交換でやっておりまして、源泉の５０度に対して熱交換でじわじ

わ温めていくのですが、入浴者数がすごく多くなってしまいましたので灯油で沸かさないと間に
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合わなくなってしまったというような結果になっております。 

 

○前中委員 

 ここにはちょっと出てきてないかなと思うんですけども、原材料費の中にどうしても仕入れと

かで棚卸的な売掛けとかも多分出てきている部分があるのかなと思うんですけども、そこは精査

と言うか、認識はされているのかどうか。売店も絡めて、売店も食堂と同じようにあると思いま

すので。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 原材料費につきましては、毎月見ているような形を取っておりまして、やはり４月分につきま

してはレストラン、売店ともマイナスになっておりましたが、以前、勝又議員からもご質問のあ

りました、レストランの原材料費にかける比率というものがありまして、４月分を見てみますと

やっぱり６０％ぐらいになってしまったんです。それは、仕入れの部分があったからなのかなと

は思っておりますが、その後、５月、６月、７月まで見たのですが、４月分につきましては４１．

８％ぐらいの原材料費、５月分が４１．８０％、６月分が４３％というような形で、大体４５％

以下では抑えられているのですが、これらも含めてできるだけ経費の方は節減していかなければ

パパスランドの売上自体、そちらの方にかかってきますので、何とか節約しながら良い物を提供

するというような形でお話はさせていただいております。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

 

○勝又委員 

 これ、７月までですけど、もう９月に入っているわけで、今年は新しいということでかなりの

入込み数があったという部分は、僕もそこら辺はわかっているわけですけど、これからの冬期間

の部分について、お客様がそのままなんてことはあり得ないわけで、どれだけ冬期間にお客さん

を引っ張って来れるかということだと思うんですよね。現状を見ている限り、冬期間ってなった

時に、今ある野菜も当然なくなるというような部分で、当然、本州からのお客さんもキャンプ客

も少なくなるので、ある程度違う形でいろんな手を打っていかなくちゃいけない部分って出てく

るんじゃないかなと。そこら辺について、役場側としてもどんなようなことを考えているか、お

聞かせ願いたいと思います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今ご指摘のとおり、やっぱり閑散期の部分については来場者数が減ってくる部分が見受け

られます。私どもと有限会社パパスさっつるでも話しておりますが、やっぱり冬期間でも何か独

自の指定管理者としてのイベント等も開催をしていかなければ、来場者数は少なくなってしまう

のかなということで話しておりまして、何かの対策について指定管理者の方でも考えていただく

というような形をとっていきたいと思っております。また、直売所の関係、やはりただ今ご指摘

のとおり、野菜なんかが減ってくる部分は出てくるのかなとは思いますが、６次化の部分も含め

て、何か提供できるものを考えていかなければいけないのかなということで、支配人、社長の方
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とはお話を続けていっているような形にはなっております。 

 

○勝又委員 

 もう１点なんですけども、ポスレジを入れていますよね。ポスレジは早くからコンビニ等は来

客の年齢だとか、いろんなことを打ち込んでデータ取りをしてわけで、問題は結構高額な金額で

導入するような形になったけど、どのくらい生かされているのかなと。役場ではどのくらい情報

つかんでいるのか。 

それと、キャンプ客もかなり来ていたわけなんですけど、そのキャンプ客がどれだけお金を落

としていっているのか、ちょっと見えない部分なんですよね。おそらく炊事の設備等も車の中に

持っているわけで、どれだけレストランでご飯を食べたりってことがあるのか。そこら辺を含め

て、ポスレジも活用してきちっと分析していかなくちゃいけないのかなと思うんですけども。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今のご質問のとおり、ポスレジにつきましては５年間のリースということで、平成２９年

度までのものになっております。ただ、どうしても年齢等につきましては、換算はしていないの

かなと捉えております。 

ポスレジを入れた一番の利点について、やっぱり直売所のバーコードシール、あちらの方を重

点的にやっておりまして、そちらの方は直売場に朝持って来られた方が自分でやるのですが、そ

れについては、４月はやっぱり操作方法とかわからない部分があったのですが、今現在は大多数

の方がきちんとできているような形にはなっているのかなと思います。ただ、集計の部分ではち

ょっと年齢層だとかは取っていないのではないのかなと考えております。 

また、キャンプ場を利用されないキャンピングカーのお客さん。私どもも行くたびに、かなり

のキャンピングカーが停まっておりまして、とりあえずレストランの料理長にキャンピングカー

の人でどれぐらいレストランを利用していますかと聞いたところ、約半数の方がレストランに来

て食事をして行ってもらっているんですという話がありました。私どもの方はやっぱりキャンプ

場の方もかかえておりますので、キャンプ場の利用もと考えていたのですが、半数の方が利用し

ているということもありまして、あまり強く宿泊しないでくださいとも言えないような状況にな

ってきているのかなと。ちょっと答弁的にはつらい立場にはなってしまうのですが、そのような

報告は受けております。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

 

○池下委員 

 今回、こうやって３ヶ月分の数字が出されているのですが、当町の人間ではありませんけども、

外から来た人にパパスの従業員の対応が良くないという話を、何人かの方から直接聞いているの

ですが、こういうことは役場から指定管理の方に言っていただいて、改善をしていってもらうよ

うに指導していただけたらなと思っているので、年間通しての売上げも大事ですけども、そうい

う一人ひとりの対応というのが今後大事になってくるんじゃないかなと思うので、その辺のこと

をお願いしておきたいなと思います。 
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○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今池下議員ご指摘のとおり、やはりリピーターをつくるためには従業員の対応というのは

大切なのかなと思っております。私どももパパスを利用させていただいて、そのようなケースが

見受けられたり、多々感じておりまして、社長・支配人にはそれらを伝えている状況でもありま

す。従業員教育の方もどんどんやっていかなければ、せっかく来てくれたお客さんがまたいなく

なってしまうということも伝えてありますので、引き続きそれらの関係についてはお話をさせて

いただきたいと考えています。以上です。 

 

○前中委員 

 勝又委員からも出たんですけども、キャンピングカーの件なんですけども、やはり夜は入湯客

が多いというのもあるんですけども、駐車スペースがないというのが現実にあるんですね。入湯

客の増ということで大変喜ばしいことなんだけども、思ってもいない弊害が顕著に出てきたとい

う実態があります。 

キャンパーが常に１０台以上停まっているんですね。だから、そういう部分では今、レストラ

ンも５割近くは利用しているという実態もありますが。それでちょっと思ったんですけども、他

の道の駅で、キャンピングカーだけを別の所に誘導して、同じ道の駅なんですけど停めるという

所、管内で言えば留辺蘂、あと、上士幌かどこかでキャンピングカーを同じ敷地内の別の場所に

スペースをとって、キャンピングカーはこちらに移動してくださいというものもあったんですけ

ども、当町としてはどのように考え、できるのかできないのかというところ。入り口なんですけ

ども、その辺、もし説明できることがあれば。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 なかなか難しいところなんですけれども、現実的にはパパスランドはただ今外構工事を行って

おりまして、駐車場は広くなります。その他の公共施設もあるのですが、大体の所は宿泊禁止で

すよということでお話をさせていただいておりまして、なかなかあちらに停めてくださいとは言

えないような状況なのが現実であります。 

先日行われました産業まつりの関係でも、実は大阪から来られている方がいらっしゃいまして、

朝からここに停めてもいいじゃないかというやり取りをしていたような状況でもありまして、キ

ャンプ場が空いておりますのでそちらへ行ってくださいと言いますと、私たちはキャンピングカ

ーで来ていて、そういうカーサイトだとかの料金を払うのはとてもじゃないけど高くて入れない

わと言われた部分もあります。 

なかなか難しいところではありますが、本年度の外構工事を終了いたしまして、台数確保がで

きるような状況でも、ちょっと流れを見ていかなければいけないのかなと思っておりますので、

現在のところはそのような答弁しかできないですが、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 外構工事ができて、今の駐車台数が倍になった中で、その中の動きを勘案しての判断かなと思

います。検討できる余地があれば検討する。できなければできない。そういうふうに理解しまし
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た。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

 

○勝又委員 

 外構工事の進捗状況を聞かせてもらいたいと思います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ９月６日に現場代理人から、うちの建設課の監督員の方に連絡がありましたところによります

と、２０％というような進捗率でお話を伺っております。 

 

○勝又委員 

 これは当初の予定どおりの進捗状況なんですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今のところ、そのような形で進んでいるような状況であります。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。よろしいですか。なければ、進みます。それでは、次の③の清里焼酎の

米麹醸造試験について、説明願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 それでは、１７ページの清里焼酎米麹醸造試験についてご説明いたします。１７ページをお開

きください。上段の表に２４年度実施いたしました試験実績を記載しております。 

試験の内訳は麹菌を３種類、現在使用しております白麹菌と、黒麹菌、黄麹菌を使って行って

おります。仕込規模は麹原料の米が４キログラム、資源量のじゃがいも４．５キロでしておりま

す。１１月２２日の白麹の仕込みから実施し、本年１月５日にかけて蒸留しております。製造数

量は白麹で２千６００ミリリットル、黒麹で３千１７０ミリリットル、黄麹で１千７５０ミリリ

ットルとなっております。その後、３月２１日に定例議会後の懇親会会場におきまして試飲を実

施しております。結果は表の下段のとおりでございますが、黒麹がまろやかな甘い香りと味との

感想があり、一番評価が高くなっております。 

次に、平成２５年度醸造試験計画についてご説明いたします。平成２５年度の試験計画ですが、

一番下の行にあります醸造試験の目的、麹に米を使用し麹菌の試験を行い、既存の麦白麹製及び

昨年度実施いたしました試験とも比較し、酒質の相違について検討していくべく、昨年と同じく

３種類の麹菌を使用した米麹の焼酎をそれぞれ２回醸造することを計画しております。１０月８

日に白麹による仕込みを始め、１１月１４日に黄麹の蒸留を行う予定でおります。仕込規模につ

きましては昨年と同様で、製造数量につきましてはそれぞれ５千２００ミリリットルを予定して

おります。以上で説明を終わらせていただきます。 
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○村島委員長 

 ただ今、③について説明がございました。何か意見ございませんか。 

 

○勝又委員 

 ２千６００ミリリットルと言うことは２．６リットルってことだよね。こんな少量で試験して、

大体確かな部分で味などが出てくるのか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 一般的に試験と言いますと、原料規模で例えば５００グラムですとか、場合によっては１００

グラムですとか、本当に試験管やビーカーでするような形でやっております。ただ、それだとあ

まりにも少ないということで、大体発酵させて水を加えまして１５リットル～２０リットルくら

いになる形ではしております。それ以上大きくということになりますと、いわゆる通常に醸造で

使っている設備と試験用の設備の規模の違いで、試験としては蒸したりして試験的に処理する設

備としては大体このくらいが限度ということがございまして、こういった形でしております。 

 

○前中委員 

 麹の各種試験結果が出たんですけども、結果から踏まえてどのような成果と言うか、そこがち

ょっと見えないんですけども、どのように捉えたら良いのか。そこはちょっとお聞かせ願いたい

のですが。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 昨年、それぞれ１回したわけでございますが、１回ですとなかなか再現性があるかどうかとい

う判断、あるいは昨年度にそれぞれ試飲をしていただいたところではありますが、熟成してきて

どうなるのかという部分と、それと同じやり方ではありますが本年については各２回やって、去

年と同じような形で出るかどうか、例えば米の白麹については、やはりこういう傾向があるです

とか、そういったことを本年同じものを２回やって、それで確かめていきまして、それで試飲等、

さらにはまだしておりませんが、お酒の専門家のところに利き酒ですとか分析を依頼したりしま

して、科学的と言いますか、そういった部分のデータも踏まえて、将来的には現状の麦麹、さら

に白麹菌でしている物とを比較をしまして、当然、原料と麹菌が違いますから酒の違いは出てく

るのですが、果たしてそれが客観的にも一般の方にも受け入れられる物かどうかを十分、試験結

果で検討しながら、最終的に製品化できるかどうかという判断をしていきたいと考えております。 

 

○前中委員 

 今、試験ということで目的を立てて、それから試飲とかを何度か重ねて、そして最後にはその

結果報告という形で将来的にどうするという判断なのかなと思うんですけども、その辺のタイム

スケジュールをやっぱり説明していただかないと、ただ試験しましたで終わるよりは、そこら辺

の説明も今後、おそらくそれに対しての結果説明、報告書が挙がると捉えて良いんですよね。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 現状ではこういった形でしかご提示できていませんが、今後、先ほども申しましたように、専
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門家に利き酒等を依頼、または成分分析等、既存の物との比較をいたしまして、委員会等で皆さ

んにご報告をして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。よろしいですか。無いようですので、次進みます。④、⑤につきまして

は、口頭説明でございますので、１点ずつお願いしたいと思います。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 ４点目の庭園のまちづくり構想事業、景観休憩スポットの整備について、口頭にてご説明を申

し上げます。北海道が道道摩周湖斜里線において整備を予定しておりました上斜里１３４０番地

１、田中英樹氏所有地の景観駐車帯整備につきましては、当初平成２５年度中の整備で進める方

向でしたが、平成２６年度以降に先送りされることになりました。これに伴い、１月２８日開催

の常任委員会で平成２５年度補正予算にて対応を進めることでご説明申し上げておりました、田

中英樹氏所有地の購入につきましては、収用にて購入を予定しており、北海道の整備計画の整備

状況を判断しながら予算の計上時期等について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申し上げます。 

なお、景観休憩スポットの整備計画の詳細につきましても、検討案が固まりましたら委員会の

方にご協議申し上げたいと考えておりますので、あわせてご理解賜りますようよろしくお願いい

たします。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、景観休憩スポットの整備について、２５年が２６年に変更ということで説明がありま

したが、この件について何かありませんか。 

 

○勝又委員 

 道の部分というのは決着がついているのかな。あと残っている部分があるんでしょ。これは町

とは契約も何もまだしていないということですか。今年、緑肥を蒔いて休ませているけど、来年

度もということであれば、作付だとかもできないような感じなのか。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 ただ今、勝又委員からございましたとおり、農地の転用につきましては非常に難しい問題がご

ざいまして、町としては収用という形で土地を購入していきたいと考えておりまして、道の整備

計画が明確に示されませんと収用という形を取れませんので、その時期の関係含めて、進捗状況

を見ながら適切に進めてまい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。 

 

○田中委員 

 そしたら、今の話じゃないですけど、今年も休耕をしているということらしいんですけども、

その部分については町が補償するとか、そういうことではないのか。本人が勝手に休ませている

ということになるのか。 
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○農業Ｇ総括主査 

 田中氏につきましては、町の方からもお願いをして休んでいただいている関係がございますが、

補償費の関係につきましては田中氏ともお話をしておりませんが、休んでいただくという形でご

了解はいただきながら進めているところでございます。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。よろしいですか。無ければ、次まいります。次の⑤の口頭説明について、

お願いします。 

 

○産業課長 

 ５番目の清里町森林組合の今後のあり方について、口頭で説明をいたします。 

清里町森林組合は昭和２７年に森林組合法に基づき設立をいたしまして、本年で６０年近い歴

史を持っておりますが、近年、組合員数並びに出資口数の減少などを理由に、２年ほど前から森

林組合において今後のあり方について検討を重ねてまいりましたが、先般、８月に開催した森林

組合理事会において、平成２６年度中に自主解散する方向で事務を進めていくということを決定

いたしましたので、理事会において解散する方向で事務が進められるということを議会の皆様に

お知らせしてまいりたいと思います。 

なお、平成２５年度総会時における組合員数は６６名、内、正組合員は３９名で、出資口数は

８１９口となっております。以上、説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、説明ございましたけれども、⑤についてご意見ございませんか。 

 

○澤田副委員長 

 今後、伐採だとか植樹の関係の補助だとか、道や国の補助はそういう組合がなければ受けられ

ないとかということはないんですか。 

 

○産業課長 

 町の補助金や道の補助金は、町の林政係を通じて窓口となりますので、全く支障ございません。

今、森林組合の組合員になっている方で山を持っている方もおりますので、今後の伐採とか植林

とか、いろんな部分については、網走森林組合の方に協力を願っているところでございまして、

清里町の区域は元々網走森林組合の区域内でもあるので、組合員なる、ならない関わらず、平等

に対応してまいりたいと。森林組合としては規模の拡大につながるので歓迎したいというような

ことをいただいているところでございますので、皆様にはご迷惑かかない形で自主解散ができる

ものと思っております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。なければ、これで産業課終わります。 

 

○村島委員長 
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 それでは、建設課より１点ずつ説明願います。 

 

○建設課長 

 まず、私の方から今回の建設課所管分の補正内容について、概略を説明させていただきます。

まず①番の一般会計補正予算（建設課所管分）につきましては、６月に補正議決いただきました、

清里市街地におけます道路排水機能の安定化のため実施設計の内、役場南側にあります羽衣３丁

目通りにかかる排水整備工事の本工事となっておりますので、内容につきましては後ほど説明さ

せていただきます。 

続いて②番ですが、簡易水道会計の補正につきましては、２４年度の決算に伴います２５年度

予算への繰越金の整理となっております。 

③番、農業集落排水事業会計の補正につきましても、簡易水道事業と同様、２４年決算に伴い

ます２５年度予算への繰越金の整理と、一部施設管理費の需用費の補正となっておりますので、

内容につきまして担当よりご説明申し上げます。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 建設課所管の一般会計９月定例補正予算について、ご説明いたします。議案の１８ページ、歳

出補正予算概要をご覧ください。７款土木費・１項道路橋梁費・１目道路橋梁費・市街地道路排

水整備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、６月定例会の補正予算で議決いただきました、市街地道路排水

調査設計業務を実施いたしまして、かねてから懸案事項となっております清里市街地区の集中豪

雨に伴う排水機能強化対策として、工事の実施に係る経費として今回、町道補修工事請負費に７

１８万２千円を追加補正させていただきます。財源内訳は全額一般財源でございます。 

次のページの図面をご覧ください。工事箇所につきましては中央通りと羽衣３丁目通りの交差

点、居酒屋ふる里から役場前の駐車場までの区間、延長８３メートルを羽衣３丁目通りの排水対

策として中央通りの排水流下経路の変更の工事を実施いたします。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、説明ございましたけれども、この件についてご意見ございませんか。よろしいですか。 

 

○村島委員長 

 それでは、②について説明願います。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 簡易水道会計のこのたびの補正の概要につきまして、ご説明いたします。 

今回の補正につきましては、平成２４年度の決算に伴う繰越金の確定による調整措置並びに９

月１日より実施されております北海道電力の値上げに伴います増額補正でありまして、歳入歳出

にそれぞれ２７４万５千円を追加し、予算の総額を６千７４６万１千円とするものであります。 

歳入よりご説明いたします。繰越金につきましては、繰越金額の確定によりまして２７４万５

千円を増額するものであります。 

歳出につきましては、総務費につきまして、北電の値上げに係る所要額５万円を増額し、補正
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後の総務費を２千４５５万１千円とするものであります。なお、このたびの北海道電力の簡易水

道施設に係る電気料金の値上げ率は、家庭などと同じく７.７３％の値上げとなっております。基

金につきましては２６９万５千円を増額し、補正後の金額を２７０万４千円とするものでありま

す。以上で終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、説明ございました２０ページについて、何かご意見ございませんか。よろしいですか。 

 

○村島委員長 

 続いて、③について説明願います。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 同じく農業集落排水事業特別会計の補正の概要について、ご説明いたします。簡易水道会計同

様、２４年度の決算に伴います繰越金額の確定に伴います調整と、北海道電力の値上げに係る所

要経費の増額並びに施設の修繕等に係る経費を補正するものでありまして、歳入歳出それぞれ１

９０万円を追加し、予算の総額を１億２３７万円とするものであります。 

それでは歳出からご説明いたします。総務費の１９０万円の増額につきましては、施設管理に

おけます電気料の値上げの所要額、これは３施設ございます。清里の処理場、札弦の処理場、ク

リーンセンターの３施設と、それぞれ中継ポンプの施設を持っておりますが、それの所要額の４

０万円を増額するものと、施設の延命化を図るために機器類の修繕料として１５０万円を増加す

るものでありまして、補正後の総務費の予算額を３千５３２万１千円とするものであります。な

お、処理施設に係ります電気契約につきましては、高圧電力契約となっておりまして、法人向け

の１１％の値上げ率となっております。 

次に、歳入につきましてご説明いたします。繰入金につきましては繰越金の確定に伴いまして

一般会計の繰入金を調整するもので、６万円減額し、補正後の繰入金額を６千１５３万９千円に、

繰越金につきましては繰越金額の確定に伴いまして１９６万円を増額し、補正後の繰越金額を３

４万６千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、③について説明ございました。何かご意見ございませんか。よろしいですか。 

 

○建設課長 

 その他ということで１点報告させていただきたいのですが、２６年度からの消費税増税に関連

します下水道料金の改定についてですが、現在、国の方で増税の法改正を行ったものの、その実

施時期について協議が継続中です。最近の報道では１０月上旬には確定するのではないかという

見通しもされております。それで、当町といたしましては、今後国の決定に従いまして消費税の

増税分を新たに下水道及び水道料金に課金することといたしまして、近く確定した場合には新た

な料金を今後の議会に提案させていただく予定でおりますので、現状としてご報告させていただ

きます。 
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○村島委員長 

 よろしいですか。 

 

○加藤委員 

 非常に大切な部分で、特別会計部門の収支を考えていったら当然な行為かと思いますが、消費

税に関しては町だけ上がるわけじゃなくて、全てのものに対して上がっていくわけですので、本

当にこの町の住みよい生活環境を考えていった時に、国が法律を決めた時点で即、この町が導入

をしなければならない特別会計なのか。十分にその辺の協議というものを、提案されることは良

いかと思いますが、それによってどういう方向に進んでいくのか。特別会計だけの問題でない、

この町に住み続けることのできる環境づくりを踏まえた中で、十分に協議をされて提出していた

だきたいと思います。 

 

○建設課長 

 現在の料金につきましては、国に合わせた内税で５％という形で課金させていただいておりま

して、今後、国の方で最終言われておりました８％になった場合には、同じように料金の方も８

％に提案させていく考えを現在のところは持っております。中身的には当然、料金上がることに

よって、その分の施設管理の支出が上がるという見通しです。ただ、今後確定した場合の料金の

提案につきましては、十分考慮して提案させていただきたいと思っております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。なければ、これで建設課終わります。 

 

○村島委員長 

 それでは引き続き、２の意見書検討について。 

 

○議会事務局 

 それでは、２の意見書の検討について、１件ご説明いたします。 

項目は「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための意見書」でござ

います。提出依頼者は全国森林環境税創設促進議員連盟会長名で提出がありました。この団体に

つきましては、全国の市町村のほとんどがこの連盟に加盟をしておりまして、当町におきまして

も促進連盟の方に加盟しているところでございます。資料につきましては、２２ページ～２５ペ

ージまで添付してございます。 

意見書の内容につきましては、２５ページで説明をさせていただきますので、お開きください。

記以下を読み上げます。自然災害などの脅威から国民の生命財産を守るための森林林業、山村対

策の抜本的な強化を図ることに加え、二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整

備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、石油石炭税の税率の特例による税収の一定割合を

森林面積に応じて譲与する仕組みの構築を強く求める、という意見書の内容になってございます。

この意見書につきまして、内容のご協議と、委員長名での本会議提出につきましてご協議をよろ

しくお願いいたします。 
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○村島委員長 

 ただ今、意見書の検討について説明がございました。提出することでよろしいでしょうか。 

 

○村島委員長 

 次に、３の道内所管事務調査報告については、先ほど総務委員長の方から説明がありましたの

で、よろしいですね。４、次回の委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回につきましては、１０月２８日月曜日を予定しています。 

 

○村島委員長 

 次回委員会の開催は１０月２８日の予定です。５、その他ということで、何かありませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第９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２３分） 

 


