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第１３回産業福祉常任委員会会議録 

平成２６年１２月８日（水） 

    開 会   午前１０時４０分 

    閉 会   午後１４時１２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清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

  ②平成２６年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

  ③平成２６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 

  ④斜里郡３町終末処理施設改築事業について 

  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清里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例につ 

  いて 

  ②清里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について 

  ③平成２６年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

 ●産業課 

  ①平成２６年度一般会計補正予算（産業課所管分）について 

  ②清里町農業振興計画について 

  ③緑清荘の指定管理の選定について 

  ④平成２６年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）について 

 ●建設課 

  ①平成２６年度除雪計画について 

  ②道路占用料徴収条例の一部改正について 

  ③平成２６年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について 

 

２．意見書の検討について 

  ①年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書（案） 

  ②安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増員と処遇改善を求める 

意見書（案） 

  ③必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書（案） 

  ④平成２７年度畜産物価格決定等に意見書（案） 

 

３．産業福祉常任委員会所管事務調査報告について 
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４．次回委員会の開催について 

 

 

５．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    梅村 百合子 

 ■町民生活Ｇ主事    長屋 智洋  

 ■保健福祉課長     薗部  充    ■福祉介護Ｇ主幹      進藤  和久 

 ■保健Ｇ総括主査    佐々木順子 

 ■産業課長       二瓶 正規    ■商工観光・林政Ｇ主幹   野呂田 成人  

 ■焼酎Ｇ統括主査    武山 雄一    ■焼酎Ｇ主査        松浦  聡 

 ■建設課長       藤代 弘輝    ■建設管理Ｇ主幹      清田  憲宏 

 ■建設管理Ｇ主査    田中 誠之    ■上下水道・公住Ｇ総括主査 原田  賢一 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 
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  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１３回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 まず、町からの協議報告事項について、町民課５点ございますけども１点ずつ説明を願います。

はい。課長。 

 

○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していただきます。１点目の清里町

国民健康保険条例の一部改正につきましては、健康保険法施令改正に伴いまして条例の一部を改

正するものでございます。また町民課所管一般会計補正予算の主な概要につきましては、各種医

療対策費におきまして、前年度の実績等に伴う後期高齢者医療療養給付金、負担金及び出産予定、

被保険者の増に伴いまして、国庫特別会計への繰出金を補正するものでございます。国庫特別会

計補正予算につきましては、実績見込みによる退職被保険者等高額療養費出産育児一時金の補正

を行うものでございます。また、斜里郡３町終末処理施設改築事業につきましては、事業の進捗

状況などにつきまして、後ほどご説明をさせていただきたいと思います。１１月３０日現在の共

創のまちづくり事業交付金認定状況についても、ご説明ご報告をさせていただきたいと思います。

それでは各案件の詳細につきまして、各担当者よりご説明いたしますので、よろしくお願いをい

たします。 

 

○村島委員長 

 どうぞ。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは１番目の清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例について説明いたします。１

ページをお開きください。１の変更理由につきましては、健康保険法施行例の一部改正により出

産育児一時金の基本額の見直しされたため、町条例第５条第１項に規定する出産育児一時金の改

正を行うものです。２つ目の変更点につきましては、次のページの新旧対照表をご覧ください。

第 5条中現在の額３９万円を４０万４千円に、また、ただし書きに記載のある３万円を１万６千

円に改めるものです。現在の出産育児一時金の給付額は、４２万円となっておりますが、内訳と

して、基本額とただし書きにある勘案分の産科医療保障制度加算があります。今回の改正では、

その産科医療保障制度の掛金の改正に伴いまして掛金が引き下げとなったため、給与水準の維持

のために基本額及び勘案加算額の改正を行うもので、総体の給付額の合計は、４２万円で変動あ

りません。なお、附則において、この条例の施行規則は、平成２７年１月１日としております。

以上です。 
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○村島委員長 

 はい。ただ今①の清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例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。ありません。よろしいですか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 金額的には、４２万で変わらないっていうことなんですけど、例えば３９万が４０万４千円っ

て、総体的には変わらないで中がちょっと変わるというだけなんでしょうけども、理由としては

どうなんですか。ただ法律的に変わるだけですか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 今担当の方から説明したとおり、この産科医療保障制度というのが、２００９年１月に国の方

で創設されたものでございます。中身的には先ほどお話した通り４２万円の内訳が、出産一時金

としての基本額３９万円。それに産科医療費掛金分として、３万円ほど加算されてトータルで４

２万円ということでございます。今回社会保障の改革の関係で、国において産科医療掛金を減額

しましょうという形で、これは決まったものでございます。それが３万円から１万６千円に、掛

金が下がってきているという状況でございます。ただ全体的に今の出産一時金については、４２

万円を維持しようということで出産一時金の基本額をその１万６千円下がった分、上乗せしまし

て、４０万４千円にしていきましょうということで、今回の国の方の改正に伴いまして、町の条

例も改正する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。それでは次に進みます。②について説明願います。は

い。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 では２番目、一般会計の補正予算町民課所管分について説明いたします。３ページをご覧くだ

さい。上段から説明していきます。街灯管理事業につきましては、道路防犯灯用の電気料金の改

定に伴う電気料の増額に対応するためで４０万円を追加補正するものです。その次の子育て支援

事業につきましては、平成２５年度療養医療国庫負担金の精算に伴い、償還金利子及び割引料に

返納額が生じたために９万３千円を追加補正するものです。その下段後期高齢者医療療養給付事

業につきましては、平成２５年度の実績による精算及び平成２６年度の保険料率変更に伴う追加

負担金分として、計７５７万９千円を追加補正するものです。その下段国民健康保険事業特別会

計繰出金事業につきましては、後ほど説明いたします国民健康保険事業特別会計の出産育児一時

金給付の追加するに伴う１６８万円のうち一般会計負担ルール分の１１２万円を追加補正するも

のです。続きまして、斜里郡３町終末処理場管理事業につきましては、事業組合に係る人件費、

処理場管理の電気料増及び分析士の備品購入に伴う追加負担金であります。全体事業費の３７９

万６千円の内清里町負担分の７５万１千円を追加補正するものです。最後の清掃センター管理運
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営事業につきましては、街灯管理事業費と同様に電気料の改定に伴い、センター管理のための電

気料増額に対応するため、１００万円の追加補正をするものです。以上です。 

 

○村島委員長 

 ②の平成２６年度一般会計補正予算町民課所管分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、田中委員。 

 

○田中委員 

 ちょっと参考までにお聞きをしたいんですけども、この街灯電気料、各部署で今回電気料の値

上げでされているんですけども、参考までに町内これ何棟分の街灯、４０万円の分ですけど。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 現在、約５７０基あります。その中でＬＥＤ化もしておりますので、今回ナトリウムが９５基、

その他がＬＥＤになっていまして、ＬＥＤに変えた分につきましてはナトリウム灯の約３分の１

の電気代で済んでいますので、それらを増減して、合計で４０万ということになっております。

ＬＥＤ化をしなければ、今度、これより３分の２の６０％以上は補正しなければいけなかったと

いうことであります。 

 

○村島委員長 

 はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 これは、メーターじゃなくて、１基設置することによって、この月なのか、年なのか、何ぼと

いう契約なんですか。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 はい。街灯につきましては、月額で定額の契約となっております。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。よろしいですか。はい、それでは前に進みます。③説明願います。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 では、国民健康保険事業特別会計の補正予算第３号について説明いたします。４ページをお開

きください。今回の補正は歳入として、療養給付費交付金の平成２５年度分の追加交付及び一般

会計からの繰入金の分であります。歳出としましては、退職者医療高額療養費及び出産育児一時

金の追加を行うものです。 

まず上段の歳入をご覧ください。４款の療養給付費交付金において１７８万３千円の追加を行

います。これは平成２５年度の精算交付に伴う過年度交付金です。９款の借入金におきましては、

１１０万円の追加を行います。これは、出産育児一時金の給付による伴う一般会計の繰入金で、

先ほど一般会計繰出金として補正を説明したものであります。合計で２９０万３千円となり、補
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正後の総額は７億５千７７６万１千円となります。 

次に、下段の歳出をご覧ください。２款の保険給付費において２９０万３千円の追加を行いま

す。内容としましては、退職被保険者等高額療養費に１２２万３千円の追加、出産育児一時金に

おきまして、４２万円×４人分の１６８万円の追加を行うもので、合計２９０万３千円となりま

す。補正後の総額は７億５千７７６万１千円となります。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、③の平成２６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、ご説明がござ

いました。委員の方、何かございませんか。ありませんか。はい。いいですか。それでは前に進

みます。それでは④説明願います。 

 

○町民課長 

 それでは私の方から斜里郡３町終末処理施設改築事業についてご説明をさせていただきます。

５ページをご覧ください。１点目の事業進捗状況につきましては、継続事業といたしまして、平

成２５年９月２７日から明年の３月１０日までの工期で事業を実施しているところでございま

す。１２月１５日現在、第２消化槽解体撤去及び本体の建築が完了しておりまして、現在プラン

ト設備電気設備を施工中でございます。進捗割合といたしまして、８０％となっており、３月１

０日完成に向けて事業は順調に推移しているところでございます。 

２点目の事業計画変更についてでございます。当初計画では、平成２７年度に事務所、曝気槽

など既存の施設の解体撤去と外構整備で事業終了と計画をしていたところでございますが、大気

汚染防止法の改正、また今年の６月に改正されました石綿障害予防規則によります建築物等の解

体に伴うアスベスト飛散防止対策等が強化されてきたところでございます。今回当該施設が、し

尿処理プラントという特殊な建築構造物のため特定建築材料の有無、飛散防止措置など詳細な事

前調査が必要となったところでございます。そのために調査に必要な期間と委託費及びアスベス

ト飛散防止措置等に必要な所要額の増額が見込まれるところでございます。また予備貯留槽とし

て使用する、既存の第１消化槽の調査等により、補修費の追加が見込まれるため当初計画の変更

が必要となったところでございます。変更内容につきましては、まず１点目としまして事業期間

の延長ということで、平成２８年度から１年間延期をいたしまして、平成２８年度までとするも

のでございます。また事業内容の変更といたしまして、アスベスト飛散防止対策等事前調査委託

費の追加、アスベスト飛散防止措置等に要する見込まれる既存施設取り壊し撤去費の増額、汚泥

搬出者の経路確保に伴う既存倉庫等の移設費の追加、予備貯留槽として使用する第１消化槽の補

修費の追加などが必要となったところでございます。今現在事業費につきましては、精査中でご

ざいまして、精査が終わり次第、御報告と説明をさせていただきたいと思います。 

なお財源につきましては道の補助金起債等の活用をしてまいりたいと思いますので、ご理解の

方をよろしくお願いいたします。以上でございます。はい。 

 

○村島委員長 

 ④の斜里郡３町終末処理施設改築事業についてのご説明がございました。委員の方何かござい

ませんか。はい。それでは前に進みます。⑤説明願います。 
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○町民生活Ｇ主事 

 それでは私の方から、まちづくり地域活動推進事業、協創のまちづくり事業交付金の認定状況

についてご説明説明いたします。６ページをご覧ください。平成２６年１１月末現在の認定状況

を一覧にしております。①から⑥につきましては、既に当委員会で説明を終えておりますので⑦

から⑨までの認定状況についてご説明いたします。 

７ページをご覧下さい。１１月２６日に開催いたしました、まちづくり運動推進会議におきま

して認定されました事業となっております。⑦緑元気会による緑冬まつり事業であります。こち

らは新規事業となっておりまして、地域の特性を生かしてスノーキャンドルやアイスキャンドル

かまくら等を設置し、緑地域はもちろん町内の方々に冬を楽しんでもらうため、さらに緑町の活

性化を目指すため、開催するものとなっております。申請額につきましては、７万７千円。経費

は資材費、宣伝費等となっております。交付率につきましては５分の４、交付認定額としまして

は６万１千円となっております。 

次に⑧、清里盛り上げ隊のサンタクロース事業となります。こちら継続事業となっております。

事前申し込みによる各家庭等から預かったプレゼントを、サンタに扮した隊員たちが届けるサー

ビスとなっております。申請額は６万円。経費は宣伝費、景品費等であります。交付については

１０分の１０となっておりますので、認定率も申請額と同額の６万円となります。 

⑨も、同じく清里盛り上げ隊の事業雪まつり事業になります。こちらも継続事業でありまして、

例年開催されております。斜里岳雪合戦にあわせて、そちらの会場で、出店、食べ物の出店、滑

り台、雪像、ゲームコーナー等を提供しております。冬のイベントとして定着しつつある雪合戦

を一緒に盛り上げていくという内容になっております。申請額につきましては、３７万円。経費

は宣伝費、会場整備費等であります。交付率につきましては５分の４となっておりますので交付

認定額につきましては、２９万６千円となっております。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今⑤のまちづくり地域活動推進共創まちづくり事業交付金認定状況について説明が

ありました。何か委員の方ございませんか。よろしいですか。全般的にはありませんか。はい、

池下委員。 

 

○池下委員 

 先ほどちょっと聞くのを忘れてしまいまして、改めて聞きたいんですが、国民健康保険事業の

補正の方で、保険給付費ところで２９０万３千円の補正が出ているんですけど、その中で出産育

児一時金が１６８万円って、これ４名分だと思うんですよ。当初予算としては何名分を考えたの

か。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

当初は１５名分の６３０万円でみております。今回４名分追加で見るんですけども、確定して

いるのは、３名です。１名分につきましては、年度がちょうど３月と４月ありますし、あと資格

の異動等もありますので、それを見込んでプラス１を見て、４人の分の増加ということで補正を

あげております。 
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○村島委員長 

 いいですか。はい。他に。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 委員長、この議案にちょっと無いんですけどもいいですか。せっかく町民課が来ていたんで。

先ほども、ちょっと生涯教育の方で話をさせていただいたんですが、実はこども１１０番の係が

町民課ということで、小学校の児童が学校帰りに不審者ということでメールも私たちの電話に入

りましたけども、今２年間ぐらい、こども１１０番の会議もやっておりませんし、町民課の課長

として、今後そういったことの無いようにということで何か考えていることがあれば、お聞きし

たいなと思うんですが。 

 

○町民課長 

 こども１１０番の関係でございますが、ちょっと今手元に詳しい資料が、手持ちがありません

ので、概略だけお話をさせていただきたいと思います。子ども１１０番につきましては、事業所、

それから個人の方で、たしか私の記憶では２００数件ぐらいの登録をされているという認識をし

ております。それで今委員さんのおっしゃったとおり、２年前にこども１１０番の協力をいただ

いている皆さん方に参集していただきながら、研修会みたいな形を１回開催したという記憶はご

ざいます。昨年はそういう研修会等々も行っておりませんので担当課としまして、今回こういう

不審情報等々もございましたので、その辺のもう一度研修会なりを開催していく等やっていきた

いなというふうに思っています。また今回の不審者情報につきましては、警察の方と連携しなが

ら次の日から３日間ほど町としましても交通安全指導車を出動しながら、ずっとパトロールした

という経過はございます。今委員さんのおっしゃったとおり、こどもの安全が第一でございます

ので、そういう機会等を今後設けていきたいなというふうに考えてございますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ３日間ほどしたということなんですけど、そういう事件というのは突発的に起きるんで、私た

ち親もそうなんですけども、やはり子どもたちに常日頃から、そういったことに対する考え方を

植え付けていかなきゃならないということで、当然こども１１０番の中で協力してくれている親

の方たちもいっぱい参加してくれて、２年前のそういう研修会やったんですけど、例えば学校の

先生とかそういう方もこう多数呼んだ中で、今後どういった対策が必要なのかということを十分

所管としてやっていただきたい。当然、生涯教育の方とも繋がりがありますので、常にやはり横

の連携を取りながらやっていただきたいというふうに思います。 

 

○町民課長 

 今、池下議員さん御指摘のとおり、学校教育の方と連携をとりながら、いろんな意味で研修等

々をしていきたいなというふうに考えてございます。また子どもたちに対して、そういう場面に
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なったときには、どういう処置をしなければならないだとか、どういう対応しなければならない

というのは、それは学校教育の方としてもやはり子供たちに十分知らせながらやっていくってい

うのが重要でないのかなと思いますんで、その辺を連携含めながらやっていきたいと思いますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 初歩的な質問ですいませんけども、出産一時金の関係ですけども繰出金の関係で、今回、４件

増という形で提案されているんですけども、その中で４件満額でなく、３分の２という形で計上

なっているんです。この３分の２の意義っていうかな。あくまで全額でなく３分の２。 

 

○町民課長 

 一般会計からの繰り出しについては、ルール上、３分の２というふうに決まっています。ただ

国保会計の方については、満額の４２万円の補正という形でございますので、これはルール上決

まっていることなんで、一般会計の繰り出しを受けるということでございます。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。無ければこれで町民課終わりますけど、いいですか。はい。これで終わ

ります。ありがとうございました。終わります。ご苦労様でした。それでは、引き続き保健福祉

課３点ございますけども、課長のほうより①と②を一括してやらしていただくという申し出があ

りましたので、よろしいですか。はい。それでは、説明願います。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からは３点ご協議をいただきますが、まず１点目、２点目についてでございますが、

子ども子育て関連３法が整備をされ、来年４月からのスタートが予定されているところですが、

子ども子育て新制度にかかる条例２本の整備でございます。１本目は、清里町特定教育保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例についてでございますが、施設型給付

及び地域型保険給付の対象となる事業者の運営の状況を確認するための基準を定めるものでござ

います。 

②の清里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例についてでございます

が、これは３歳未満児の保育を行う小規模の保育所の施設の面積や保育士などの職員の数など認

定の基準を定めるものでございます。担当より説明申し上げます。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは①と②を続けて御説明をさせていただきます。この２つの条例につきましては、子ど
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も子育て支援新制度において施設型給付、また地域型保育給付を受けるためには、施設認可とあ

わせて確認を受けることが必要となりました。新たに施設が新制度に入るためには、町がその施

設に対しまして、公費の支給対象施設事業であるかという確認作業と施設が目的にあった基準を

満たしているかという認可を行う必要となります。今回これらの基準を定める条例を市町村ごと

に定めることとなっておりますので、国から示されている内容に基づき、制定するものです。 

初めに、①の清里町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例につきましては、施設型給付を受けるために必要な確認を行うための基準となり、条文は議案

の１３ページから３９ページですが、議案の８ページ、９ページに要点をまとめております。初

めに１番の条例制定の理由につきましては、先ほども触れましたが、新制度において施設や事業

の設備及び運営に関する基準等について国の定める基準を踏まえ、市町村が運営に関する基準を

条例で定めるものです。次に２番の確認制度の概要ですが、まずは対象となる施設が学校教育法

や児童福祉法などに基づき、北海道の認可を受けていることが前提の上で給付を受ける施設、事

業であるかを確認するための基準を定めるものです。３番目の条例制定の考え方ですが、この条

例制定にあたっては、下の枠に記載のように国において従うべき基準と参酌すべき基準が示され

ております。これに基づいて市町村が条例を定めることとなっております。従うべき基準は、必

ず適合しなければならない基準でありまして、参酌すべき基準は十分参照しなければならない基

準です。清里町においては、特に、国の定める基準を変えるような地域の実情もございませんの

で、国の基準と同様の内容で条例を定め、主な内容につきましては、４番の条例制定の主な内容

のところに謳われています。 

続きまして②の清里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例につきまし

ては地域型保育事業の認可に関する基準を定めた条例になります。事案の４０ページから６６ペ

ージが条文ですが、１０ページ１１ページに要点をまとめております。この条例の家庭的保育事

業等とは地域型保育事業すべて含んだもので、先の①の特定教育保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例と同様に国で示された基準がありますが、３番目の条例制定

の考え方は、記載のように、この条例につきましても従うべき基準と参酌すべき基準がございま

すが、国の基準と異なるものを規定するまでの地域の事情もございませんので、国と同様の内容

で条例を定めてまいります。１番の条例制定の理由につきましては、新制度において家庭的保育

事業の認可と確認に関する基準等について、市町村が条例で定めることとなっておりますので、

国の定める基準を踏まえ、設備及び運営に関する基準を条例で定めるものです。次に２番の地域

型保育事業の概要ですが、対象となる①番から④番の施設が児童福祉法に基づき、市町村の認可

事業として位置づけられた上で給付を受ける対象とするものです。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今①と②一緒にですね。説明を受けたわけでありますが、枚数的には８ページから６６ペ

ージに至っていますけども、委員の方何かございませんか。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 補足をさせていただきます。なかなか制度が解りにくいと思いますので。 

１本目の方の条例でありますけども、保育所や幼稚園を規定する訳ですが、これの認可は、先

ほど申しましたとおり北海道が行います。認可というのは、何歳児の子ども一人につきなんぼ面
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積が必要、保育士さんは２０人に１人ですよ、３０人に１人ですよ、４歳になったら３０人に１

人ですよと、そういうものを決めます。それを満たしていただければ保育所をやっていいですよ

という認可がおりないというものです。で、問題のこの条例についてですけども、この新制度に

おきましては、目玉となっていますけれども、施設型給付あるいは地域型保険給付という給付は、

現物給付としてお子さんをお預かりすることが現物給付ですということで、それが給付だと。そ

の費用については、当然ながらお父さんお母さんの費用負担は保育料なりでありますが、今度、

事業者側の立場でいくと事業者側のお一人をお預かりしてかかる費用については、国が定めます。

最終的に町が定めますけど、国の基準に基づいて町が定めることになっています。これまで早く

に案が出たっきり、まだ具体的なものが示されなく勉強中でありますけども、例えば何歳児につ

いては、１人あたりこの地域であれば、いくらが収益ですよというところを決めます。当然なが

ら規模が大きかったり小さかったりによってかかるコストは違いますから、そこに定められる額

は変わってくるわけです。それで例えばうちは３０人預かりますよと言って、３０人の単価を受

けておきながら、６０人受けると儲けすぎになるわけですから。そういうことの確認作業をやっ

ていきます。そういうための条例が市町村で定めなさいということで今回定めさせていただきま

した。で、これについて担当から申し上げましたように、清里町で独自に国の標準から違ったも

のというのは具体的な根拠を持ちませんので、国のとおりということで条例を定めさせていただ

きたいということです。これにつきましては、制度のスタートは、今のところ来年４月を予定さ

れています。消費税１０％、増税を約束して４月からということでありましたが、今回の消費税

増税の１年半の先送りがあったとしても、４月から子ども子育てについてはスタートをしたいと

いう国の方から方向性については、当然ながら法改正が必要だと思いますけど、方向性は示され

ておりますのでそれに間に合うように、町としては条例を定めて、もし民間でこういった事業を

やりたいという方があった時に町の考え方が見えないと手を挙げていただくこともできませんの

で、定めていきたいということです。この度、この条例にわが町で現在該当する物を想定すると

幼稚園ということになりますが、今回の制度におきましては、施設型給付の制度に乗らなくても

従前の奨励金制度で続けるということも事業者の判断として認められています。ですので、わが

町の幼稚園の方からは、まだこの新制度施設型給付ではやる予定になっていますという返事をい

ただいておりませんので、今見込まれるところでは、この条例を使う方がいるかというと、いな

いわけですけども、町としては定めていかなければならないということです。 

それからもう１本の方ですね。もう１本のほうも新制度の目玉であるんですが、地域型保育給

付といいまして３歳未満児が対象です。３歳未満児を対象として、小規模のいろんな形式での保

育を認められるようになりました。そのための認可基準さっきの３歳以上であれば北海道が認可

を行いますが、この３歳未満についてはこういった制度の中を市町村がこの認可の基準を定めて

認可をしなさいということで、これについて今回条例を制定させていただくものです。これにつ

いても現在小規模なこういった３歳未満児の保育を行いたいというような意向を持った事業者が

おりませんが来年４月に向けて、施行条例の整備を行っていかなければならないということでご

ざいます。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。詳しく説明をいただきました。委員の方この１、２について何かございませんか。なし。

いいですか。はい。それでは前に進みます。③説明願います。はい。 
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○保健福祉課長 

 はい、課長。３点目につきましては平成２６年度の一般会計の補正予算保健福祉課所管分の概

要でございます。担当より順次説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。委員長。

はい。 

 

○保健Ｇ主幹 

 それでは６７ページをお開き願います。はじめに、３款民生費、１項社会福祉、３目福祉サー

ビス事業費の高齢者等の除雪困難者に対する支援事業につきまして、ご説明をいたします。 

本事業につきましては、次のページの要綱に基づき、本年度より実施してまいりたいと考えて

おります。今まではひとり暮らし高齢者等の私道の部分の除雪につきましては、民生委員等の情

報による支援の必要な方の住宅から公道に通じる私道部分の除雪で自治会ボランティア等による

手作業が困難な道路そして道路幅がおおむね５メートル以上の私道を対象として行ってまいりま

した。これは町が行っている公道の除雪作業者が入れる範囲ということで行ってまいりましたが、

この度大型の除雪作業者が入ることのできない幅の私道除雪の基準を定め、実施したいと考えて

おります。 

まず第１条の目的と第２条の事業の内容ですけれども、高齢者等が冬の生活を安心して過ごせ

られるよう公道より奥に入り込んだ住宅までの私道部分の除雪を支援するものです。第３条は、

私道の定義は道路法で定められている公道右のページの資料の下に記載しておりますが、高速道

路、国道、道道、道道以外で一般の交通に使用されているものといたします。第４条の対象路線

は、公道からの距離が２０メートル以上幅おおむね５メートル未満対象路線の一端が公道除雪路

線に接していること、町の除雪作業が困難な路線であること、自治会ボランティア等による手作

業が困難で営業等を目的とした私道でないこと、そして居宅の敷地内でないことを挙げています。

第５条は、対象者について述べておりまして、おおむね６５歳以上の高齢者のみで構成されてい

る世帯またはひとり暮らしの障害者世帯と高齢者と障害者で構成されている世帯で、除雪が困難

と認められる世帯で全世帯全員の町民税が非課税であることとします。この要綱に基づきまして、

事業実施に係る予算、私道１路線に対しまして１シーズン１０万円と消費税分を補正するもので

す。 

次に、４目の老人福祉費、老人福祉施設入所者措置事業につきましては、環境経済的な理由に

よりまして居宅で養護を受けることが困難になったことで、１１月から養護老人ホームへの新規

の措置が必要な者が生じましたので、今回それに係る今年度５ヶ月分の経費８０万円を補正する

ものです。福祉介護グループ担当は以上です。 

 

○保健Ｇ総括主査 

 続きまして保健グループ所管の補正予算についてご説明いたします。 

１点目、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費診療所開設者招聘事業１５２万３

千円の補正は、現在診療所を運営しております医療法人恵尚会が来年３月末日をもちましてクリ

ニックきよさとを閉院することに伴い、次の診療所運営者を招聘するための諸費用を補正させて

いただくものでございます。内訳は開設予定者の診療所下見に伴う旅費、宿泊費用分で、報償金

６８万７千円。事務、打ち合わせ等に伴う職員の旅費として３８万１千円開設予定者との打ち合
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わせ及び焼酎購入経費等として、食糧費１０万円。北海道医療新聞、北海道医報、日本医事新報

への募集広告掲載経費として広告料３５万５千円となっております。 

２点目、５目保健福祉総合センター費、介護老人保健施設備品購入事業１５６万６千円。補正

は以前施設で使用しておりました心電計は故障していたところでございますが、前施設長は使用

しないということで更新を見送っていたところでございますが、現施設長から、使用の希望があ

りましたので、今回更新をするものでございます。解析機能付きの多機能心電計１台と周辺機器

一式の予算計上となっております。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今③の平成２６年度一般会計補正予算保健福祉課所管分についての説明がありました。何

か委員の方ございませんか。ありませんか。はい。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 診療所の開設者の招聘事業のことについてなんですけど、これこの間もちょっと議員協議会の

中でちょっとお話ししたんですけど３月に撤退されるという部分なんですけどね、町民に知らせ

られる何か手段がないと。これ町長にも言いましたけど、いろんな噂が飛んでいるというような

部分で、やっぱり町民もかなりこのことに対して心配している部分があるんですよね。どの時点

で、どのような形で町民に知らせると思っているのか。課長の方からちょっと考え方お願いした

いな。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 明日午後になりますけれども、自治会長会議これが予定されておりますので、まずはそこでこ

れまでの経緯についてご説明をしたいと思っています。その後の周知等についてはまだ内部での

打ち合わせが整っておりません。とりあえず明日については、御説明をしたいと考えております。 

 

○村島委員長 

 はい、ありませんか。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 高齢者の除雪困難者に対して１２月から施行という形になっているんですけども、今回５カ所

という形で計上されている中で、ある程度検討されている路線があるのかなと思うですけども、

もし出来るんであれば、お聞きしたいと。 

６５歳以上という形にはなってはいるんですけども、このあるいはそのひとり暮らしの身障者

も適用にはなっているんですけど、そうなると現状の中では５ヶ所しかないのかどうか。その辺

支援するその除雪困難者の世帯というのが、それぐらいで十分適用範囲の中で賄えるのかどうか、

ちょっとそこら辺お聞かせ願えれば。 
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○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 はい。今回のこの制度につきましては、従前から町の除雪設備において対応し切れない、要す

るに幅がなくて機械が入れない、自分達でどうすることもできないよ。あるいはご近所にもお手

伝い行くにはちょっと遠すぎるというところを何とか助けていきたいという制度でございます

が、その中ですから考え方そのものが十全を欠いているものではありません。機械が入れないと

ころは入れる機械でもって委託をしてお願いをしようということです。 

対象の把握につきましては、従前から民生児童委員さんの方に調査をお願いして推薦をいただ

いております。今回についてもですね、また議会の方にも御相談をしていない、予算もついてな

い状況でしたので、事業化を考えているということで全部拾ってほしいということでお願いをし

て、拾っていただきました。その中で結果としては、今のところ１路線の予定です。ところが委

員おっしゃるように年齢だけの要件ではありませんから、状況が変われば元気にしていた世帯の

方が病気になってしまうとかお父さん元気だったけどとかいろんなことが想定されますので、途

中で変わることを考えまして路線を予算化させていただきたいと思います。これはもう当然なが

ら民生委員さんなりから、また状況が変われば御連絡いただくことになっていますし、さらには

２年前から訪問サービス事業ということで、専任の方を置いて高齢者を回ってというということ

で、訪問サービスをやっておりますので、この中での情報の把握であったり、それから通常の地

域包括支援センター居宅介護支援事業所のケアマネージャーさんの事業、これの中でも把握は出

来ていくというようなことでやっていきたいと思います。 

今回の事業、とりあえず１件ということになりましたが、審査にあたっては、何件か私たちも

足を運びながら実施の状況を伺いながらやっているところであります。漏れがありまして、気に

なるようなとこございましたら御連絡いただければ、また民生委員さんなりと調査をしながら本

当に困っている人を助けたいという事業ですので、年度途中でどんどん追加あるいは検討してま

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。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。いいですか。ないということでございますので、全般的にもいいですか。

はい。それでは、これで終わります。ご苦労様でした。ありがとうございました。はい、それで

は続きまして産業課４項目ございますけども、１項目ずつ説明をいただきたいと思います。はい。

課長。 

 

○産業課長 

 それでは産業課所管事項４件について、協議・報告させていただきます。今回は一般会計の補

正予算、清里町農業振興計画それと緑清荘の指定管理の選定、それから焼酎特別会計の補正予算

いうことで担当より説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いたします。 

 

○村島委員長 

 はい、どうぞ。 
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○農業Ｇ総括主査 

 平成２６年度一般会計補正予算産業課所管分農業グループ関連についてご説明します。議案７

０ページをご覧になります。上から順の説明となります。５款農林水産業費、１項農業費、２目

農業振興費事業名機構集積協力金交付事業です。これにつきましては、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、集積協力金を交付するものとなります。交

付単価１０Ｒあたり２万円となりますので、対象面積３，１７８Ｒを乗じた６３５万６千円を補

正いたします。財源につきましては、全額道支出金となります。 

続きまして、５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費事業名環境保全型農業直接支援

対象事業です。これにつきましては、環境保全型農業直接支援対策実施要綱に基づく化学肥料、

農薬等による環境への負荷の軽減を図る、農業者を支援するものとなります。支援単価につきま

しては、１０Ｒあたり４千円となり、負担割合については、道２分の１、町２分の１となります。

今回申請面積が、６７２Ｒから、６８１Ｒと９Ｒの増となりますので４千円を補正いたします。

財源につきましては、道支出金２千円、一般財源２千円となります。 

続きまして、５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費事業名、人農地問題解決加速化

支援事業です。これにつきましては、地域の中心となる形態の育成確保のため農業経営の法人化

及び集落営農の組織化を支援するものです。複数法人の設立に対して、定額の支援となることか

ら今回４０万円を補正いたします。財源につきましては、全額道支出金となります。人農地問題

解決加速化支援事業の概要としましては、人農地プランについての継続的な話し合いと見直しに

より、担い手への農地集積集約化や新規就農経営継承農業法人、集落営農の育成を促し、農業の

体質強化を図ることを目的とするものです。主要項目につきましては、３点ございます。まず１

点目につきましては、人農地の見直し支援ということで人農地プランの継続的な話し合いと見直

しを行うための数に対して支援するものです。２点目は、地域連携推進員の活動支援となります。

これにつきましてはリタイアした高齢農業者等のノウハウを活用した地域連携推進員の活動を支

援します。３点目は、農業経営の法人化と支援であります。これにつきましては、集落営農の組

織化、法人化及び複数個別経営の法人化等の取り組みを支援するもので、今回補正として予算計

上させていただく項目もあり、平成２７年に１件法人化を予定していることから定款作成、登記

申請手続等の費用として、定額の４０万円を予算計上するものとなります。以上で説明を終わり

ます。 

 

○村島委員長 

はい、課長。 

 

○産業課長 

 続きまして４点目。５款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興費の網走地区森林組合加入

事業についてでありますが、清里町森林組合の解散について６月開催の委員会で報告しておりま

したが、最終の結了総会が１０月の３１日に終了いたしまして、１１月５日に解散登記が完了い

たしました。これに伴いまして、今後の町有林管理のため網走地区森林組合に町として加入を図

り、山林整備の専門的なアドバイスをいただくということで、町有林の適正な管理を行うもので

あります。内容につきましては、加入負担金として５千円。出資金として９０万円。合計で９０

万５千円を計上するものです。出資金の積算は、組合加入町村の収支状況を参考に、町有林面積
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約３００ヘクタールにヘクタール当たり３千円で計算をしております。財源内訳につきましては、

全額一般財源であります。以上で補正予算の説明を終了させていただきます 

 

○村島委員長 

 はい。①の平成２６年度一般会計補正予算産業課所管分についての説明ございましたけども、

委員の方何かございませんか。よろしいですか。それでは、終わります。それでは②について説

明を願います。はい。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 お手元にあります、別冊地域清里町農業振興計画の概要についてご説明いたします。お渡しし

ている計画書を１枚お開き願います。 

まず目的ですが、全体構成として、第１章計画策定の考え方から第４章アクションプラン行動

計画までの４つの章による構成となっております。項目につきましては、現行計画を踏襲してお

りますが、計画の達成状況を検証し、現在の社会情勢、農業情勢に沿うよう、新たな項目を追加

するなど全体的に内容の見直しを行っております。 

１ページになります。第１章、計画策定の考え方ですが、計画策定の主旨として当町における

農業実態に即した施策展開を目標とし、農業振興を総合的、計画的に推進するために本計画を策

定するものです。本計画の位置づけですが、第５次清里町総合計画との整合性を持ち、農業政策

を推進するための基本計画となります。計画期間につきましては、平成２７年度を初年度とし、

平成３１年度までの５年間の中期計画としますが、将来を見据えた計画内容となるよう検討して

おります。社会情勢の変化など、計画に大きな影響がある場合には見直すこととしております。 

２ページになります。計画策定の手法ですが、本計画を策定するに当たりまして、主体となる

農業者の意見を反映するために清里町農業振興計画策定委員会を設置し、委員による計画策定と

しております。策定委員会は４月２３日に、第１回目の委員会を開催し、６月、１０月、１１月

の計４回開催しております。策定委員会時に出されました問題点や課題意見についての検討内容

整理を行い、主だった課題に対応する政策、具体的な取り組み事業ごとに整理したものが、第２

章以降にまとめられております。８ページ第２章、現状と課題ですが、これにつきましては３ペ

ージから８ページまで現状として、統計データによる数値を掲載しております。新規の追加事項

として人口、農家コストにつきましては、今後の推計データを用いて過疎化による人口減少、少

子高齢化の推移について掲載しております。９ページから１０ページにつきましては、当町の当

町農業における主要な課題を１０項目挙げておりますが、特に労働力の確保を最重要項目として

挙げております。これにつきましては、人口の減少、経営規模の拡大が進行する中で、農業従事

者の高齢化や後継者不足による労働力の確保が重要な課題となっており、早急の対策が望まれる

ところです。個々の経営を支援する仕組みは、様々な対応が考えられますが、現在のところ問題

解決に至っておりません。過疎化による人口減少、少子高齢化問題からくる労働力の確保につい

て、農業者はもとより行政、農業関係団体関連産業と連携にしていくことが重要となります。 

第３章基本方針と施策につきましては、１２ページから２２ページまでの記載となっており、

第５次清里町総合計画に掲載している農業振興の基本方向及び主要施策の整合をとった構成とし

ています。施策の大きな区分として、基本方針１については１０項目、基本方針２については４

項目、基本方針３については２項目としており、対応する取り組みについてそれぞれ掲載してお



 

- 17 - 

ります。詳細につきましては、新規の事項や主だったものについてご説明をさせていただきます。

基本方針１ですが１２ページ１の１（２）ＩＣＴ情報通信技術の普及推進についてとなります。

これにつきましては、農地の経営規模拡大に伴う作業効率化労働力不足を背景にＩＣＴの行動活

用が普及しつつあります。具体的にはＧＰＳ機械を活用したトラクターのガイダンスシステム、

作業案内、トラクターの自動操舵などが挙げられます。生産の効率化、気象環境の対応、高齢化

対策とその検討普及を推進していくことになります。１３ページ１の４、（１）植物防疫対策の

強化についてですがシストセンチュウ対策として継続実施しております。平成３４年度を目標に、

抵抗性品種の１００％導入を目指し、種子の増産体制、早期導入にかかる体制整備を図っていく

ものです。１４ページ（２）家畜衛生対策の強化ですが、家畜伝染病に対する事前対応型の防疫

体制の整備、発生時の迅速な初動防疫に重点をおいた危機管理体制を構築するため、清里町家畜

自衛防疫組合の強化を図っていきます。１５ページ１の７、（１）適切な農地利用の推進ですが、

現行計画からの継続に加え、有効な農地利用として耕種農家の輪作体系の確立、たい肥の利用と、

酪農家の自給飼料確保、デントコーン栽培を結びつけた耕畜連携体制の確立を目指していきます。

１６ページ。１の９、農地の多面的機能の発揮、１の１０、鳥獣被害防止対策については新規追

加項目となります。続きまして基本方針２ですが、１７ページ２の１、労働力の確保については、

（１）（２）（３）を一連のものとして進めていきます。過疎化、少子高齢化に伴う労働力不足

問題につきましては、複数個法人、コントラ、人材バンク等、さまざまな形態が考えられますが、

清里農業の実態に即した具体的な施策が展開されるよう、清里農業の抱える問題解決に向けて関

係者との連携により模索していくこととします。１８ページ。２の２、（１）後継者の育成につ

いての重要な項目となりますので、農業関係機関との連携を図り、担い手対策を実施していきま

す。農業後継者の配偶者対策についても農業委員会と連携して継続的な取り組みを実施します。

１９ページ、（４）熟年営農の継続推進については、新規項目となりますが、熟年者の豊富な知

識、経験など、農業者ＯＢの有するノウハウを農業生産や地域活動に活かせるよう営農形態を検

討していきます。同じく１９ページ、２の３（３）農作業事故防止農作業安全確認運動の取り組

みについては新規追加項目となります。（４）リスクマネジメント体制の充実についても新規項

目となりますがこれについては、経営者もさることながらその家族の高齢化も進んでおり、老老

介護、看護などによる営農に対するリスクも高まってきております。地域の補助等の樹立をより

一層図るために、全体の枠組みの中でリスク低減を図る体制を検討していくことなります。２０

ページ２の４（１）地域農産物の活用、推進につきましては、地場産を活用した６次産業化の取

り組みに対する支援、及び事業化を推進していきます。続きまして基本方針３でありますが、２

２ページ３の２（２）食育を通じた地域活性化の推進として、食育に関係する関係機関、団体を

活用し、身近な食材などに触れながら地産地消を推進し、地域の活性化を推進します。 

第４章、アクションプラン、行動計画につきましては、２３ページから２７ページとなります

が、第３章基本方針と施策を表にまとめ、実施年度を掲載したものとなりますので説明について

はさせていただきます。２８ページにつきましては策定委員名簿となっています。以上で説明を

終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今②の清里町農業振興計画ということで、別冊で皆さんのお手元にいっておりますんでよ

ろしいですか。何か新規もあるようですけども、今聞いてもなかなか大変だと思いますからいい
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ですか。はい。前に進みます。それでは③お願いします。はい、課長。 

 

○産業課長 

 それでは３点目の緑清荘の指定管理の選定について説明いたします。７１ページになります。

本件につきましては、１０月開催の委員会でご説明のとおり１０月２７日から１１月２６日まで

の公募を行いましたところ、現在の指定管理者株式会社しげた代表取締役武田昌三氏の１社から

応募がありました。なお、１１月１２日に、現地説明会を開催いたしましたところ、このほかに

大新東ヒューマンサービス株式会社の参加がありましたが、申込期日までに申請はございません

でした。 

指定管理者の選定につきましては、清里町公の施設の指定管理者の指定手続きに関する条例に

基づきまして、副町長を委員長とし、指定管理者選定委員会において、申請書類及び審査並びに

申請者からの直接聞き取り調査を実施しております。 

申請の内容といたしまして、経営の方向性として過去３年における経営経験をベースとしたサ

ービス展開を主軸として、経営収支において、これまでの営業運営努力の成果により、観光客の

集客やエージェント等の連携強化により宿泊客の増加を見込んだ提案となっており、過去２年の

推移をみても増加傾向にあるということで数的な裏付けの確認はとれるところでございます。施

設の利用促進向けたサービスの向上について施設の雇用の発揮という面で過去の経営の反省を踏

まえ、地域特性の把握職員スキルの向上に努め、地場産品の使用増や特産品の積極的な活用に向

けた取り組み強化を図るとともに、地域の活性化に向けた組織として取り組みとして地元歓迎イ

ベントの実施やレストランと温泉のコラボ企画等新たな取り組みも提案されています。 

結果でありますが、総合評価で１１０点満点中７９．１の評価点ということで、率で７２％と

なり、指定管理者として総合的に求められる水準６０％を満たしましたので、指定管理者の候補

者として、委員会に報告するものです。 

それでは７１ページの緑清荘の指定管理についてでありますが、施設の名称は緑清荘施設の所

在清里町羽衣町３１番地、指定管理者の名称及び代表者氏名、清里町羽衣町３１番地３、株式会

社しげた 代表取締役武田昌三。指定の期間につきましては、平成２７年４月１日から平成３０

２年３月３１日までの５年間。指定管理者に対する委託料の支出はありません。なお、本件につ

きましては、地方自治法並びに条例の規定に基づきまして、議会の議決により決定するものであ

りますので、次期開催予定の１２月議会において提案し、議決を求めるものでございます。以上

で、緑清荘の指定管理の指定選定についての説明を終わります。はい。 

 

○村島委員長 

 各委員の方にご報告を申し上げたいと思いますが、もう昼食の時間が来ましたけれども、これ

続行してやりますが、いかがでしょうか。やってしまいたい。どうですか皆さん。それでは続行

します。今の緑清荘の件について意見。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 指定の期間は５年間ということで、当初ずっと３年間という推移で来たと思うんですが何か理

由があるんですか。 
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○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 本件につきまして、前回開催の常任委員会でもご報告をさせていただきましたが、過去の３年

の契約期間。今回５年に延ばしたという部分で指定管理者の人員確保と経営の部分の長期化とい

う部分で５年間にさせて頂いたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 いいですか。他にありませんか。はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 契約期間の５年間というのは良いことだと思うんですが、できれば町内で会社を起こしてくれ

れば良かったなと思うわけでありますが。 

この最後の委託料の関係、委託料は払わないとすると、全体トータルとしての今までの環境、

いろんな条件等を踏まえて、それぞれの項目等について大幅な見直し、部門ごとに大幅な見直し

は無かったのか。例えば入浴関係の部分、あるいはレストラン部分の関係。あるいは宿泊関係、

そういう大きな部分における総体の割合の中で、大きな変更なしに継続されているのかどうなの

か、その辺についてだけ。 

 

○村島委員長 

 課長 

 

○産業課長 

 今回の提案の中身でございますが、収支の部分で過去の実績等を踏まえながら、今回収支の状

況を挙げていただいております。総体の数字の流れといたしましては、大体５年間の推計で現在

の部分で大体５千万程度の収入売り上げ増という収支の増という形で提案がされております。 

収入の部分については、宿泊客の増加なり、現行の状況で見ても徐々にではありますが、宿泊

者が増えている状況でございます。 

支出の部分でございますが歳出の部分で軽減できるものは、極力軽減するというような形式で

出てきておりまして、全体の流れの中では、一番今まで大きかった部分が食材の原材料費、この

部分で結構、原価率が高かったということで、収支の部分かなり厳しい部分があったようですが、

これらについても改善するというような形で提案をなされております。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今後５カ年間において、経費の１割の項目があるかと思うんですが、それ以外に関して、５カ

年間の中間での委託料発生があるということにはならないということで理解してよろしいでしょ
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うか。 

それともう１点、前回行政との懇談会の中に、福祉入浴券の関係における見方。これらについ

ては、今回の協議の中にどのように入ってきたのか、これは別格なのか。それについてもお伺い

したい。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 委託料の関係につきましては、中間での部分は無いというふうには理解はしているんですが、

ただ燃料費だとか電気料だとかこういう部分が上がってくる可能性もございます。それらの関係

につきましては、単年度の収支の中で１０％という部分がございますので、その辺については、

今後協議をさせていただくような形になろうかと支出の関係については、出てくる可能性も無い

とは言えないということでご理解いただきたいと思います。 

それと福祉入浴券の関係でございますが、福祉入浴券の関係につきましては、指定管理者の方

には福祉に関する政策についても、網羅した中で提案していただいておりますので、今後内容に

ついては、細かい中身については今後提示がされると。現在この契約については年度ごとの年度

契約というのもございます。協定の中でございますので、その中でも明示をしていただいて今後

の政策について検討していくという形になろうかと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今回の指定管理の項目の中については、詰めてはいないということなんですよね。 

 

○村島委員長 

はい、課長。 

 

○産業課長 

補助の関係については福祉サイドでやっていくという形で協議をされているんですが、その分

についての細かい部分については、まだお話をしておりません。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ただ今の課長の説明の中では、従前どおり福祉風呂については同じようにやっていきますと、

その努力をしますという提案がなされたということで、今後、明年度に向かって町の考え方につ

いては、収入あるいは経費の部分で、何らかの処置を全体としていきたいという方向性がある。
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それらの関与については、今回材料に入っていないとするならば、基本的には委託料は支払わな

いと言いながら、その対策が出たときには、その部分の利益と言いますか、余剰が出る可能性が

非常に高いという環境に入っていくと。それらについても、委託料は払わないけれども、その部

分に対する利益。指定管理者の利益が多くなるという要素は十分にあるということなんです。で、

そういう環境の中にあって、負担行為の部分については、協議であったときに、それが常に１０

０％まで見ますということになっちゃっていると思うんですね。例えば９５％の場合には、電気

代、灯油代や燃料費が９５％。そういう場合については、協議対象の対象内で終わっちゃうわけ

でしょ。ところが８９％のときには１００％の戻すわけですよ。経費の部分は。そういういろん

な細かいやつはこれからだということですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 燃料費、電気料の関係については、１０％を超えた分について折半でという形になっています

ので、その全額ということではなくて、超えた分ということでありますので、全額、例えば当初

１００万みてました。それが１０％ですから、１１０万、１２０万になり、超えた分２０万の部

分についての折半ということで、１０万分を補填するという考えですので。 

 

○村島委員長 

 はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 その福祉風呂の関係等についての部分というのは、これは年度の契約前にきちっと整理しない

とならない問題だというふうに思うんですよ。これは１年の問題でないわけですから。そういう

中では、委託料払わないですけども、その部分に対する部分をどういう形で見てくのか。他の指

定管理との関係もあるんでね。この辺については、最初の指定管理をする環境の中では、十分な

協議をした中で、整理をしてから、できれば本会議の中での指定管理の指定の業者に認定するな

り、その項目の部分についての最善の注意を払ってスタートをかけて頂きたいと思う。 

 

○産業課長 

 福祉入浴券の関係につきましては、福祉サイドとも協議をしているんですが、現在１００％助

成という形でなくて、助成の中でも折半、事業者の分で持ってもらう、町からも持つ分というこ

とで、折半という形で見合う分の補てんをしていきたいという形で考えてございます。１００％

の助成という形になるかその折半という形になるか、今協議をしている段階でございますので、

ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 関連になってしまうのかなと思うんですけども、今折半という言葉が出たんですが、３つの温

泉施設には、それぞれ特色性があった中で、その１つのルールの中で行政サイドとしては、折半
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という形が本当に適正かなという部分、僕ちょっと疑問なんですけども。 

やはり制度設計をつくるにあたって、福祉入湯券のあり方というのが、その３つの温泉の中で

いろんな入浴形態があるんで、その中で今指定管理費の中に参入するのかしないのかと問題が出

たんですけども、そこら辺今後どうするのかと。やはり本当に明年度に向かって大切な部分だと

思うんですけども、折半ということで考えているというふうに理解していいんですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ちょっと私の方から福祉サイドとの話の中で聞いている部分で折半という話をさせていただき

ましたが、具体的な部分については、福祉からまた協議はあるのかなというふうに私は思ってい

るのですが。 

 

○加藤委員 

 この問題もありますし、この後焼酎があるんで、私は休憩とった方がいいと思うんですけどね。

中断して。お願いしたんだけど。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今こうやって緑清荘の委託料の話っていう事でいろいろと話になった中で、福祉入浴券の方に

今進んだんだけど、実は先日の議員協議会の中で町長とそういった話が議員協議会の中で出たん

ですよ。そこで地域柄、緑清荘、札弦よりは緑温泉の方が、需要が高くて大変なんだ。負担が大

きくて、何とかこれは考えていかなきゃならないという話をしていたので、先ほど折半にすると

かって話は、その場では一切無かった。 

それと指定管理をお金が発生しているところに例えば緑、札弦に例えば福祉入浴券の需要が多

いということでお金を出す。かたや緑清荘の場合は、委託料が発生していないどうのこうのって

いうことじゃなくて、やはりさっき前中委員が言うように、その地域によってみんな違うので、

そこは柔軟に考えていかなければ意味ないと思うんですよ。福祉入浴券のそこを町長サイドと話

をしたんで、１度やっぱり理事者にもそういう話をしていてもらいたいなという思いがあります。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今のご意見福祉サイドとの方とも話を詰めていきたいというふうに考えてただこれ福祉入浴券

の部分については、委託料という形ではございません。あくまでも調整という形で支出をすると

いう形になりますので、委託料の中に含めるとかそういう部分ではございませんので、その辺は
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福祉サイドの方の対応で、理解していただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今まで福祉券については、指定管理の努力範囲内で、サービス事業の一環でやってくださいと

いうことで統一されていた訳ですよ。でもそうではまずいんではないだろうかと。福祉サービス

券の部分については、費用で見るなり収入で見るなり１つの方向性でいきましょうという方向性

で協議していくということになった訳ですから。まず初めに緑清荘がその指定管理の中で出ると

いうことになれば、それは収入費用で見ようと。福祉の中から、仮に２分の１っていう話があっ

たとしても、その２分の１に対する入浴券の部分は収入に入るわけですよ。そういうものを考慮

して、委託料を支払わないってしたんですかと言うことなんですよ。ということは、基本的には、

過去３年から見れば、委託料を支払うということと結果一緒になっていますよと言うことなんで

すよ。名目は違いますけど。委託料は払わないということでは無いけども、入浴券の入浴者数が

トータルとして増えるということなんですよ。今までの福祉入浴の人方は入浴に１００人入って

いようと、それは事業の指定管理者の努力の範囲内で収入には入っていなかった訳ですが、今度

は２分の１、５０人分の入浴料は、収益で入ってくるということなんですよ。そういうものもき

ちっと計算された中で、今回５カ年間については、委託料を支払わないとしたのかどうなんです

かってことなんです。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 議員御指摘のとおり、確かに福祉入浴券の部分についての収入という形には業者としてなると

思います。またその分についての福祉高齢者なり、障害者なり、そういう部分でのサービスの向

上ということで、業者の方でそれぞれの企画等やって頂きたい。それに見合うサービスをやって

いただくということで提言をしてもらうようになっておりますので、そういう形でご理解いただ

きたいと思います。 

 

○村島委員長 

 加藤委員の言っていることが、課長に伝わってないような感じがあるんですよね。ですからこ

ればかり言っていたってなかなか前に進まないんでね。上の方からもそういうきちっとした指示

も無いような話であるし、答弁が不十分ですよ。今のところ。今のところは納得できないから行

ったり来たりばかりしているんですよ。 

 

○加藤委員 

 一番問題になっているのは、緑清荘だけの問題でなくて、２分の１で全部していくってなった

場合に、その事業割合に応じて、それぞれの事業所の負担割合が違ってくるという問題点も発生
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してくるということなんですよ。だから単純に緑清荘だけの問題ではないし、それを２分の１と

かなんとかという話にしていくのもおかしいし、基本的には収入なら収入で見るのか、費用でみ

ていくのか、そういう形の中の費用体制をきちっと整理していくっていうことがなされてないで

やっていくと、この後いろんな意味でズルズルズルズルいっちゃうような気がするんで。 

これについてはもういいんで、できれば委員長・副委員長で、もう一度、その辺、町のトップ

との協議もあったので、ぜひ確認というか。 

 

○村島委員長 

 定例会前には整理するようにさせていただきたいと思います。これは来年の４月からの５年間

ということで後任にお任せすることになったとしても、今加藤君の言われているお話が、課長に

はなかなか届いていないみたいな部分が聞いていてあるんで、だから２分の１だの云々っていう

話もしていますけども。そこら辺きちっとしないうちは、この話なかなか纏まりがつかないよう

な感じがするんです。３月までは今の３年間のうちの内容で話をされていると思うんですよ。だ

から今後どうなりますかという心配をされて言っていると思うんですよね。それを何回も同じこ

と繰り返しても同じ事しか返ってこないから。 

 

○池下委員 

 ただ議会に出るんだったら、この条文のままっていうわけにいかないから時間は無いよ。 

 

○加藤委員 

 指定管理者はもういいんだ。来年の４月から。年間ごとの契約書の中でどういうふうに整理し

ていくか。それによって、その分は返してもらうのか、逆にどういう方向に使ってもらうのか。

色んな形が出てくると思うんで、緑清荘だけ入浴券分の部分を金でないと言うかもしれないね。

それが解らないのさ、その部分が。でもそこははっきり聞かないと。 

 

○村島委員長 

今日の題目として、議案は緑清荘の指定管理者の選定ということであがってきているでしょう。

ですから、中身についていろいろ聞きたいことを伺っているんでね、委員の方が。だけどもそれ

に対して、課長がお答えされるんですけども、答弁がなかなか一致しないんですね。ですからま

だ１月２月３月あるんですけども、この認定についてはよろしいですけども、中身がまだきちっ

としてないような状態で、はいそうですかと言うようなことには所管委員会としてもいかない部

分があるのかなぁと。はい。田中委員。 

 

○田中委員 

 過去に町長と議員との懇談会の場で、この福祉入浴券の問題の話合いがあったわけなんだけど

も、加藤委員が質問されているような話で町長も検討でっていう感じだったのかな。そういう中

で、やはり緑温泉なんかは利用客が多いわけで、ただ指定管理入れているところが好意で行うと

いうやり方もいろいろ問題があるんでないかということで、きっと内部では検討されてないと思

う。内部で検討されてないから、課長も返答のしようがないと思うので、これはまた今後やっぱ

り委員長あたり行ってそこらへん。 
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○加藤委員 

 １点だけ、さっき言ったんですけども、指定管理者についてはいいです。ところが委託料は払

わないという部分における細部についての協議項目で、これ５カ年にわたっての福祉入浴券の関

係については大きいと思う。それらの整備をされて、ぜひその契約に進んでいただきたい。 

 

○村島委員長 

 産業課を終わらせて、昼食に入りたいなと思っていたんです。だけども中々話が前に進みませ

ん。今申し上げましたように産業課あと焼酎が残っているんですけども、焼酎はちょっとまだ色

々と長い部分もありますんで、ここで今、もう半になっちゃいますんで、一回閉じます。午後か

ら引き続きやることにいたしますんでご了承願いたいと思います。いいですか。そういうことで

よろしくお願いいたします。１時半からまた再度引き続きやります。よろしくお願いいたします。

休憩に入ります。 

（休憩 １２：３３～１３：２５） 

 

○村島委員長 

 若干時間が早いんでありますけれども、午前中に引き続き休憩をと解きまして、産業課の③の、

緑清荘の指定管理者の選定についてという部分の中での質疑に入りたいと思います。それでは課

長の方から。 

 

○産業課長 

 先ほどの加藤委員からのお話の中でもあったんですが、福祉入浴券関係についての考え方につ

いては、所管課の方から協議がなされているというふうに私どもも思っておりますが、この関係

については、２７年度の予算から計上させていただくという部分でございます。これらの関係に

ついては、年明けの委員会に提案をしていくということでお話いただいております。 

今回の指定管理の申請の内容関係につきましては、従前の形の中で指定管理者の方からは計画

書なり頂いております。今回の制度の部分が了解されれば、この分については、そのタイミング

から指定管理者の方との協議という形でそれぞれ年度の中で整理をさせていただきたいというこ

とで考えておりますので、ご理解をいただきたい。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 意味合いは解りました。どういう形であろうとも収入になるのか支出になるのかという部分が

ある訳です。今までの契約の中では、サービスという事業展開の中で運営していきますとなって

いる。毎年毎年でやっていくと言った場合に、委託料を払わないでなく、逆に使用料をいただく

という方向にならないとおかしくなるんだよ。だけどそれを無しに協議をしていきますと言った

ら、どの項目をどういうふうにしていくのかっていう問題が私は出てくると思う。１年間の問題

でないんですよ。５カ年に渡ってそうやっていくと問題なんで、その辺についても、なってしま

ってから委託料を払わないのは良いんだけど、その部分の整理の仕方や内容について十分に検討
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をされていって頂きたいなとこのように思います。 

 

○産業課長 

 ただ今の関係について、経費云々という部分のお話かなとことでありますけども、この部分に

ついては収入という部分で、委員の方からはそういうお話ですが、確かに各施設の収入というの

がやることによって増える形になろうかと思いますけども、それについての経費というのは、今

までもかかってございます。それとプラスアルファで福祉政策にサービスの部分で提供して頂く

ということで考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他によろしいですか。この件よろしいですね。はい。それでは続きます④について御説明願い

ます。はい、武山君。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 平成２６年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第２号について御説明申し上げます。７２ペー

ジをご覧ください。まず冒頭、これまでの各イベントにおける焼酎販売促進のため常任委員各位

に御協力を賜りましたこと大変ありがとうございました。心より感謝申し上げます。焼酎リニュ

ーアル後の評価は、非常に高く、各イベントにおいて、予想を上回る販売状況により完売商品が

出る結果となっておりますことを御報告申し上げます。 

それでは中身について説明をさせていただきます。歳入でありますが、１款財産収入、１項財

産売払収入、１目生産物売払収入において現計予算額７千万円に対しまして、４５２万円を補正

するもので、補正後の予算額は７千４５２万円となっております。内容につきましては、焼酎販

売数量の増加による収入見込額の増額になります。内訳につきましては、北海道清里１千本、７

７万８千円。北海道清里樽３千８００本、３２７万９千４００円。北海道清里原酒２００本、３

８万４千４００円、５０ｍｌミニボトルセット１１５本、７万８千２００円としております。 

続きまして、２款繰入金、１項繰入金、２目一般会計繰入金において、現計予算額１千６１６

万１千円に対しまして、７２万８千円を補正するものでございます。補正後の予算額は１千６８

８万９千円となっております。なお、一般会計、５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興

費焼酎事業特別会計繰出金事業において、一般会計繰入金と同額の補正を計上しております。歳

入合計、現計予算額８千９４１万円に対しまして、５２４万８千円を補正し、補正後の予算額は

９千４６５万８千円で計上しております。 

続きまして歳出でありますが、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の焼酎販売事務

費を補正するもので、商標登録による商標保護の確保及び焼酎販売の促進を図るものでございま

す。現計予算額２千１１１万円に対しまして、その他財源、一般会計繰入金７２万８千円。一般

財源７２万６千円の合計１４５万４千円を補正し、補正後の予算額は、２千２５６万４千円とな

っております。内容につきましては、デザイナー招待に係る報償費、１名分及びロゴマークを含

む北海道清里の商標登録に係る報償費、需用費、役務費、並びに大阪、名古屋、東京圏及び道内

主要都市における新製品の販売促進に向けた旅費、並びに歳入見合いの酒税に係る経費を計上し

ております。 

２款製造費、１項製造管理費、２目醸造費の焼酎醸造費を補正するもので、販売製品在庫及び
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電気料値上げに係る経費の確保により、焼酎醸造事業の促進を図るものであります。現計予算２

千８０２万６千円に対しまして、一般財源３７９万４千円を補正するもので、補正後の予算額は

３千１８９万４千円となっております。内容につきましては、消耗品の主なものとしまして、北

海道清里樽用瓶を購入、コルク栓、５０ｍｌ製品資材購入費用となってございます。印刷製本費

の主なものは７００ｍｌ裏ラベル各種、５０ｍｌラベル、カートンの製作費用となっております。

光熱水費は、電気料値上がりに係る影響額となっております。歳出合計、現計予算額８千９４１

万円に対しまして、５２４万８千円を補正し、補正後の予算額は９千４６５万８千円で計上して

おります。以上説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今④の平成２６年度清里焼酎事業特別会計補正予算第２号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 

 ９月の産業まつりからリニューアルした商品を売り出しているわけなんですが、実際問題リニ

ューアル前と、リニューアル後、例えば今１２月なんで、１２月分の収益っていうのは出ないか

もしれないですけども、去年の数字と今年にそのリニューアルした数字どのように変わったのか、

具体的に数字がどうのこうのということはわからないかもしれないですけども、例えば収入がど

のぐらい増えているとかそういったことで構いませんので、ちょっとお聞かせ願いたい。 

 

○村島委員長 

 はい、武山君。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

９月からリニューアルをさせていただきましたので、９月、１０月、１１月、３カ月分の合計

額でお知らせをしたいと思います。リニューアル後の金額でございますが、３カ月合計で１千８

０３万８千３２３円でございます。前年度同月で比較をいたしますと、前年度３カ月合計で１千

６０６万１千３０２円ということで、前年度対比で１９７万７千０２１円販売額が増えている状

況となってございます。 

以上、説明終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員 

 

○池下委員 

 実質的にこれ２００万ぐらい利益が出ているというふうに捉えるんですけども、実はこれあち

こち出向いていって営業活動等経費も掛かっているんで、今のところそんなに見込みはないのか

なというふうに思いますけども、やはりこれからが大事なんで。あとは焼酎醸造の方でいろんな

イベント等も考えていくのと、北海道であれば、札幌が拠点になるのかもしれないんだけども、

どんどんどんどん営業活動、それからバイヤーとの協議そういうやっぱり重点的にやっていって
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もらえればなというふうに考えていますので、せっかく北海道清里という名前をデザイナーの方

から命名されてこうやって出発したんで、これが色あせることなく邁進してもらいたいと。そう

いうふうに思いますので頑張ってやっていただきたいと。 

 

○村島委員長 

 他に。ございませんか。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 今池下議員の話の中にあったんですけども、私たちも販売促進じゃないですけども、鶴ヶ島市

に行って、かなり販売に対する何て言うかな、好評を得たっていうのが実感なんですよね。その

質に対するリピーターもかなりおられて、本当に初日であっという間に、別に一生懸命頑張った

訳じゃないんですけども、逆に物が無くて、ちょっといろんな部分感じたとこなんですけど、そ

ういった意味でこのように数字的に３千８００本の増加って数字は出ているんですが、今説明の

中で、消耗費で樽瓶の購入という話が出たんですけど、ほかの瓶ありますよね。そこら辺はまだ

在庫があるというふうに捉えていいんですか。 

 

○村島委員長 

 武山君。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 北海道清里あと原酒、原酒５年のボトルにつきましては、年度内の販売数量見込み内で賄える

というふうに見込んでおりまして、北海道清里樽だけがやっぱり販売が非常に好調ですので、そ

ちらの方の数量が足りなくなったということでございますので、御理解賜りたいと思います。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 

ちなみに、樽の瓶の購入の本数っていうのはどのくらい購入希望しておられるでしょうかね。 

 

○村島委員長 

はい、武山君。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 現在計画しておりますのは、年度内の見込み数量８千本で進めていきたいというふうに考えて

ございます。 

 

○村島委員長 

 はい。他にございませんか。なし。全般的にどうでしょう。よろしいですか。それでは産業課、
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これで終わります。はい、ご苦労様でした。それでは、産業課に引き続き、建設課３件あります

けれども、１つずつ説明を願います。はい。課長。 

 

○建設課長 

 本日の建設課所管の案件ですが、３点ほどございます。 

まず１点目として、平成２６年度の除雪計画。２点目といたしまして、国の道路占用料改定に

伴います町の道路占用料徴収条例の一部改正。３つ目に平成２６年度農業集落排水事業特別会計

の補正となっておりますので、内容につきまして各担当から説明させていただきます。 

 

○村島委員長 

 はい。どうぞ。 

 

○建設管理Ｇ主幹 

 平成２６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７３ページからの平成２６

年度除雪計画をご覧下さい。１枚めくっていただきまして、除雪体制につきましては、記載のと

おりで、清建工業へのお問い合わせなどは、不在のときは職員の携帯に転送となります。７５ペ

ージ除雪計画につきましては、今年度は１６９路線農道１路線の合計１７０路線。除雪延長は、

町道１６４．３キロメートル農道２．１キロメートルの合計１６６．４キロメートルです。歩道

は３３路線２６．５キロメートルを予定しております。   

なお昨年度からの変更につきましては、道道及び町道の改良整備による増減であります。出動

基準につきましては記載のとおりですが、降雪が１０センチを超えている場合、またはほぼ連続

的な降雪があり、今後増えると予想される場合に出動をいたします。７６ページの車両体制は昨

年と変更はありません。町所有車７台、協力会社１０台の合計１７台で対応いたします。７７ペ

ージの除雪路線図は、参考として添付しております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただいま平成２６年度の除雪計画について説明がありました。委員の方、何かありませんか。

それでは②について説明願います。はい。どうぞ。 

 

○建設管理Ｇ主査 

 それでは私の方から道路占用料徴収条例の一部改正についてご説明をさせていただきます。議

案の７８ページをお開きください。町が管理する道路占用料につきましては、道路占用料徴収条

例中の別表、道路占用料料金表によって定められております。この表の基本となるのは道路法で

ございまして、平成２６年４月１日付施行の道路法施行令の改正により国が定める占用料が改訂

されたことに伴いまして、本町の道路占用料の徴収条例を改正するものでございます。今回の改

正では、占用料の改訂と別表の条文の一部変更を行ってまいりたいと思います。それでは７９ペ

ージ、別表道路占用料金案によりご説明させていただきます。１つ目に占用料の改訂でございま

す。この表の見方でございますが、表の上段に書いてありますが、左側から占用物件の種類続い

て現行の占用料。そして１番右端に、今回ご提案する占用料金の改正案が載せてございます。代

表的なものを例として、ご説明をさせていただきます。 
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清里町での主な占用物件については、電柱及び電線あとは埋設管でございます。北電柱を例に

申し上げますと左端の上の方になりますが、法第３２条第１号に掲げる工作物の欄に該当いたし

ます。清里町における北電柱は、第１種電柱が主なものでございますので、現行の占用料が１本

あたり年間５３０円。一番上のところにございます。改正案につきましては３１０円となります。

そして埋設管につきましては、その下の方左側の下の欄法第３２条第１項第２号に掲げる工作物

の欄に該当するものとなります。これにつきましては、外径と長さにより占用料が決まります。

例として外径が０．０７メートル未満につきまして、現行は２０円。改正案につきましては、１

２円となってまいります。町の占用料につきましては、従前より国の基準に基づいて決定をして

いるところでございまして、北海道についても同様の占用料で設定をしております。なお、占用

料の改定によりまして道路占用料収入としましては、４割程度の減額となる見込みであります。 

続きまして、８３ページをご覧ください。２つ目は別表の条文の一部変更でございます。道路

法施行令の一部改正における条文の移動によりまして、条例の別表に記載されている内容につい

て変更するものであります。新旧対照表の中の右側の改正前の条例。こちらの表の下から３つ目

に記載されているものがございます。その中の政令第７条第２号を第４号、そして一番下の部分

の政令第７７条第２号を第４号にそして第３号の部分を第５号に変更をいたします。なお今回の

改正につきましては、平成２７年４月１日よりの施行予定をしております。説明につきましては、

以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ②の道路占用料徴収条例の一部を改正するについて御説明がありました。委員の方、何かござ

いませんか。なし。いいですか。はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 これも参考までなんですけども、現状で道路占用料金４割程度減額されるということ、その４

割下がった理由と、当町におけるその従前の占用料というのはどのくらいになるのか合わせてわ

かる範囲で説明願います。 

 

○建設課長 

 現在当町の方で歳入見込みます道路占用料につきましては、約２３０万円の金額が占用料とし

て頂いております。これが改定後、今回御提案の料金になりますと、約１４０万円で、９８万円

ほど減額となります。この占用料の改定について、今御説明申し上げましたが、多少補足させて

いただきますが、当町の単価というのは、国の単価区分に応じております。国は今年の４月に料

金の改定をいたしました。この改定の内容といいますのは、従前は国の単価というのは、地域を

甲乙丙と分けていました。これはなぜ分けるかというと人口によって分けています。ですから同

じ電柱であっても、立っている地域によって単価が違います。今回見直したのは、最近町村合併

が進みまして、人口と地価が必ずしも一致しない部分が出てきています。人口多くても、地下が

それほど高くない。その関係から、国は地価を反映するために、地価を反映した料金へと改定し

たのが大きな理由です。これによって、今まで甲乙丙という分けが、１級から５級と分けるよう

になりました。ちなみに札幌市で２級です。旭川、函館の主要な都市で３級です。それ以外の市

は、４級ですから、ほとんどの町村は、５級となります。４月１日に改定に合わせまして、当町
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もそれに準じているということです。 

 

○村島委員長 

 特にございませんか。それでは進みます③についてご説明願います。原田君。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

 平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計補正第２号予算概要について御説明申し上げま

す。平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計補正第２号に関する予算概要でございますが

８４ページをお開きください。 

今回の補正は、当会計に属する職員１名の本年４月の人事異動それと給与改定に伴い、人件費

と負担金を減額補正し、また電気料の上昇を要因といたします施設管理費の需用費を総額補正す

るものであり、歳入歳出それぞれ２５９万８千円を減額し、予算の総額を９千６０４万４千円と

するものでございます。 

歳出よりご説明いたします。総務費につきまして、施設の電気料分として需用費を１７０万９

千円増額するとともに給料、職員手当等の人件費を４３０万７千円減額トータル２５９万８千円

の減額となり、補正後の総務費を３千３３７万６千円とするものでございます。 

次に、歳入についてご説明いたします。歳入繰入金につきましては、一般会計の繰入金であり

今回の補正に伴い２５９万８千円を減額し、補正後の繰入金を５千３６３万５千円とするもので

ございます。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただいま平成２６年度の農業集落排水事業特別会計補正予算第２号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。全般的には良いですか。無いようですので、

これで終わります。御苦労さまです。 

 

○村島委員長 

 それでは２の意見書の検討について事務局お願いいたします。 

 

○議会事務局主査 

 それでは、２番目の意見書の検討について説明させていただきます。産業福祉常任委員会所管

は、４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。資料が８５ページからです。 

初めに、年金積立金の専ら、被保険者の利益ための安全かつ確実な運用に関する意見書案でご

ざいます。資料は、８８ページをごらんください。提出依頼者は、清里地区連合となっておりま

す。記以下を読み上げて説明いたします。１、年金積立金は、厚生年金保険法等の規定に基づき、

専ら被保険者の利益のために長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すること。２、これま

で安全資産とされてきた国内債券中心の運用方法から株式等のリスク性資産割合を高める方向で

の急激な変更は、国民年金制度に対する信頼を損なう可能性があり、また国民の財産であり、年

金積立金を破たんしかねないため、行わないこと。３、ＧＰＩＦにおいて保険料拠出者である労

使を初めとするステークホルダーが参画し、確実に意思に反映できるガバナンス体制を構築する

こと。以上の内容について要望するものです。 
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次に、安全安心の医療・介護の実現、医療介護従事者増員と、処遇改善を求める意見書案でご

ざいます。提出者は、北海道医療労働組合連合会執行委員長山本隆幸氏となってございます。提

出は持参提出です。９２ページをお開きください。読み上げて説明いたします。１、国の公的責

任を自治体住民に転嫁した医療介護総合福祉法について、自治体・住民に負担をかけない対策を

国の責任として講じること。２、安心安全な医療介護を実現するため医師、看護師、介護職員を

大幅に増やすこと。３、国民自己負担を軽減し、必要な増員と処遇改善の財源が確保できる診療

報酬、介護報酬に改善すること。この３点の内容について要望するものです。 

次に、必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書案です。資料は、９３ページから９

６ページまでを添付しております。こちらの方も持参提出となっております。９６ページをお開

きください。記より読み上げて説明いたします。１、要支援者、要介護者へのすべての介護サー

ビスをこれまでどおり保険で継続すること。２、介護報酬を大幅に引き上げるとともに、国の責

任で介護職員の確保処遇改善のための施策を早急に講じること。３、介護保険料の値上げを抑え、

介護の基盤整備を推進するため、国は、自治体に必要な財源を援助すること。この３点の内容に

ついて要望するものです。 

最後に、平成２７年度畜産物価格決定等に関する意見書案でございます。資料は９８ページか

ら１０５ページまで添付しております。提出者は、清里町農民連盟、委員長山崎一幸氏でござい

ます。持参提出でございます。１０４ページをお開きください。記以下を読み上げて説明いたし

ます。１、ＴＰＰ交渉及びＥＰＡ・ＦＴＡ交渉において、多様な農業の共存を基本理念として国

内酪農・畜産業の持続的発展に影響を及ぼさないよう重要農産物である乳製品である牛肉、豚肉

などの関税維持など適切な国境措置を確保すること。特に、ＧＤＰ交渉については、妥結ありき

の生息に行為は断じて行わず国会決議などを充実できない場合は、速やかに撤退すること。次の

２、平成２７年度の加工原料乳生産者補給給付金単価については配合飼料価格や燃油価格高止ま

り、電力料金の再値上げなど、生乳生産コストの上昇を柔軟に反映するとともに再生産の確保と

適正な家族労働報酬が得られるよう現行単価を引き上げること。また、交付対象と数量について

は、国産牛入製品の安定供給に向けた生乳生産基盤の維持拡大及び需給調整的役割の観点に立っ

て、国産乳製品需要の縮小につながらないように、適正について次のページ。３、平成２７年度

牛肉及び豚肉の安定価格、肉用子牛保証基準価格等については、配合飼料価格の高止まりなど畜

種ごとの生産コストの実態を適切に反映し、畜産経営の安定と、再生産の確保は図られるよう適

切に設定すること。４、地域で奮闘する家族農業を初めとする酪農畜産の担い手が安心して営農

活動に取り組むため畜種ごとの経営体に対応した再生産の確保と、収益性の安定が図られるよう、

多様な直接支払い低所得安定対策を推進すること。５、新たな酪農、肉用牛生産近代化基本方針

の策定にあたっては、畜種及び地域における現状の課題を踏まえ、酪農・農畜産の役割、機能が

十分に発揮できるよう、中長期的な生産基盤強化を目標を設定し、必要な財政措置を図り、総合

的な酪農畜産政策を推進すること。以上について要望するものです。 

以上、４件なんですけれども、１２月定例会に委員長名で意見書の提出、または、内容の協議

等をお願いいたしたいと思います。 

 

○村島委員長 

 ただ今意見書の取扱について説明がございました。お任せしてよろしいでしょうか。そういう

ことにいたします。それでは、３番。 
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○議会事務局主査 

 ３番の産業福祉常任委員会所管事務調査報告書についてですけれども、別冊資料を出していた

かと思いますが。この中について、説明したいと思います。 

まず、報告書を、二枚めくっていただき、産業福祉常任委員会所管事務調査報告書というとこ

ろがあると思います。この報告書は、１１月８日から９日に、埼玉県鶴ヶ島市で行われました産

業まつり参加の報告、１１月１９日に行われました静岡県沼津市で行われました食＆農こだわり

逸品展示会の参加報告です。次のページをお開きください。 

次は、埼玉県鶴ヶ島市の産業まつりの報告となっております。調査日、調査内容は、記載のと

おりです。鶴ヶ島市の現況についても記載のとおりです。産業まつりの参加内容としまして、①

オープニングセレモニーの参加、②国内物産展にて清里焼酎や農産物の販売、清里町のＰＲ。そ

のなかで、じゃがいも焼酎の試飲の実施やじゃがいもで製造されている焼酎をアピールしたとい

うことで、記載しております。③の全体交流会への参加、こちらの方が鶴ヶ島市の職員等の他の

参加団体もありましたんで、その参加の団体など交流を行っております。その中で、団体紹介を

前中委員がやっております。④の鶴ヶ島市議会民生クラブとの交流会で、この中で、市議会の活

動内容や鶴ヶ島市の近況、清里町に来町した時の感想など伺っております。実際の物販の販売状

況と市場の動向については、次のページをごらんください。①焼酎の販売等につきましては、売

れ行きは好調でありました。特に北海道清里樽については１日目に完売いたしました。試飲をし

ていただくと味の評価は高く、再度お買い求めに来られた方もいらっしゃいました。また後をボ

トルデザインの方も好評であって、若い世代に新しい客層に結び付いたかのように思われました。

農産物の方も、２日目の午前中には売り切れ、特に農産物については試食を行うことによって、

購入に結びついたと思われます。今後に向けてなんですけれども、試飲試食等の工夫により客層

も広がると思われます。また、鶴ヶ島市においての焼酎の取扱店が無かったというような課題も

ありましたので、こちらは検討課題だと思っております。以上のことを説明したいと思います。 

次に２番、静岡県沼津市なんですけれども、こちらの方は食＆農こだわりの逸品展示会２０１

４ということで調査日、調査内容については記載のとおりです。現況についても、記載のとおり

と思います。参加内容につきまして食＆農こだわりの逸品展示会は、静岡県下最大級の食品飲料

農産物を中心とした商談会及び販売会であります。今回は静岡県・山梨県・北海道から約２００

店舗の出店がされています。実際に①オープニングセレモニーへの参加、②バイヤー等展示商談

会への参加、③一般来場者向けの販売会への参加をしております。後、その下の２段については、

この場終わった後に行って来ていただいた２名の方々にお聞き取りをして、この内容を完成させ

てから定例会にかけたいと思っているんですけれどもよろしくお願いいたします 

 

○村島委員長 

 いやもうそれはでき上がっている。事務局に提出するばかりなんです。 

 

○議会事務局主査 

 お聞きしてから定例会に提出いたしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

○村島委員長 

 ということであります。 
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 ４．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、未定でございます。 

 

 

○村島委員長 

 その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、きょうは、午前中に何とか終わらしたいと思いながらも大変長い長時間ご苦労様で

ございます。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１４時１２分） 

 


