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第３回産業福祉常任委員会会議録 

平成２６年２月２５日（火） 

    開 会   午後 １時００分 

    閉 会   午後 ４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戸籍事務電算化業務委託契約の一部変更について 

  ②平成２６年度税制改正の概要について 

  ③平成２５年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

  ④平成２５年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について 

  ⑤平成２５年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

  ⑥平成２６年度一般会計当初予算主要施策事業（町民課所管分）について 

  ⑦平成２６年度国民健康保険事業特別会計予算について 

  ⑧平成２６年度後期高齢者医療特別会計予算について 

 ●保健福祉課 

  ①網走市外３町障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部改正について 

  ②平成２５年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

  ③平成２６年度一般会計当初予算主要施策事業について 

 ●産業課 

  ①緑温泉の指定管理者の選定について 

  ②平成２５年度一般会計補正予算（産業課所管分）について 

  ③平成２６年度一般会計当初予算主要施策事業（産業課所管分）について 

  ④平成２５年度焼酎事業特別会計補正予算（第２号）について 

  ⑤平成２６年度焼酎事業特別会計予算について 

  ⑥清里町森林組合の今後のあり方について 

 ●建設課 

  ①町道路線の廃止及び認定について 

  ②平成２５年度一般会計補正予算（建設課所管分）について 

  ③平成２５年度一般会計予算の繰越明許について 

  ④平成２５年度簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

  ⑤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 

  ⑥平成２６年度一般会計当初予算主要施策事業について 

  ⑦平成２６年度簡易水道事業特別会計予算について 

  ⑧平成２６年度農業集落排水事業特別会計予算について 
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２．意見書の検討について 

  ①労働者保護ルール改悪反対を求める意見書（案） 

３．次回委員会の開催について 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  村 島 健 二    副委員長  澤 田 伸 幸 

     委 員   田 中   誠    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  池 下   昇 

    委 員    前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○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 

 ■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 

 ■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 

 ■商工観光・林政Ｇ主幹 野呂田成人    ■焼酎Ｇ主幹      松浦  聡 

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

 ■上下水道・公住Ｇ主幹 鈴木  敏     

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  鈴 木 由美子 
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  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第３回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 それでは午前中に引き続き、第３回産業福祉常任委員会を開催いたします。町からの協議報告

事項について町民課①から⑥点までございますけども、一つずつご説明願います。はい、課長。 

 

○町民課長 

 町民課より、８件の協議報告事項につきまして御説明申し上げますが、さきの委員会におきま

して御説明をいたしましたまちづくり地域活動推進事業交付金規則の改正につきまして口頭では

ございますが、再度御説明をさせていただきたいと存じます。さきの委員会におきまして改正事

項であります、特認事項につきましてはまちづくり推進協議会へは、認定後に報告事項とする旨

のご説明等させていただきましたが、各委員からの御意見等を踏まえ検討を行った結果、共創の

まちづくり事業交付金と同様にまちづくり運動推進協議会において事業の内容等審査を行ってい

ただき、その結果を踏まえまして、町長が認定を行う方法をとってまいりたいというふうに考え

てございますので、まずは御理解をいただきたいというふうに考えてございます。 

それでは協議報告事項の概要につきまして、私の方からご説明申し上げます。 

１点目は、契約の一部変更について。先の平成２５年第４回町議会定例会にて議決をいただき

ました戸籍事務電算化業務委託契約につきまして、消費税の引き上げに伴う契約金額の変更を行

うものでございます。 

２点目の平成２６年度税制改正の概要につきましては、平成２５年１２月２４日に閣議決定さ

れております税制改正大綱で示されておるところでございます。国におきましては、地方税制に

関する所要の法令等の改正に向けて、現在取り進めているところでございまして、今後法案の成

立に伴い清里町税条例及び清里町国民健康保険税条例の一部を改正するとともに、国保税条例に

おきましては、各納期税額の平準化を図るために一部改正をすることとしておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。なお、法案成立の時期により専決処分とさせていただくこともござい

ますので、重ねてご理解を賜りたいと存じます。 

次に平成２５年度町民課所管分の一般会計及び国民健康保険事業並びに後期高齢者医療特別会

計の補正予算についてでございます。補正予算の主な事項といたしまして、一般会計につきまし

ては、電気料金等の高騰に伴い、道路防犯と及び清掃センター等の光熱水費等の所要額と制度改

正に伴います国保システムの改修及び会計検査委員より指摘を受けております過年度国庫支出

金、返納金などによる所要額を一般会計より繰り入れを行うものでございます。また継続費の戸

籍事務電算化業務委託事業と斜里郡３町終末処理施設改築にかかる斜里郡３町週末処理事業組合

負担金事業につきましては、事業費の精査などにより事業費の総額及び年割額の変更を行うもの

でございます。国保特別会計につきましては、国、道の負担金及び共同事業交付金の確定と一般

会計からの繰入金による歳入歳出につきましては、国保システムの改修費及び過年度国庫支出金
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返納金などの補正を行うものでございます。後期高齢者医療特別会計につきましても保険基盤安

定負担金及び事務費負担金の確保を確定と保険料の見込み額による広域連合納付金の補正を行う

ものでございます。 

次に、平成２６年度町民課所管分一般会計国民健康保険事業及び後期高齢者特別会計の予算に

ついてでございますが、平成２６年度町民課所管一般会計国民健康保険事業及び後期高齢者医療

特別会計の予算につきましては、各会計の主要政策事業を展開していくべく必要経費を計上して

おりますので、ご審議のほどをよろしくお願いをいたします。それでは各担当よりご説明申し上

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、戸籍事務電算化業務委託契約の一部変更することについて、ご説明いたします。資

料の１ページをご覧ください。戸籍事務の電算化業務委託契約につきましては、平成２５年第４

回町議会定例会の議決を経て６月に契約を締結し、本年８月のシステム稼働に向け、現在準備を

進めているところであります。平成２６年４月からの消費税法改正に伴う消費税率の引き上げは

一定の要件を満たす取引について、旧税率が適用される経過措置というものが設けられておりま

すが、この戸籍事務の電算化業務契約は２カ年にわたる業務のため消費税率の引き上げされる平

成２６年４月をまたぐことになることから、網走税務所に確認をしたところ、データ作成及びセ

ットアップ作業については経過措置が適用され、旧税率の５％が適用で納品が４月以降となるパ

ソコン等のハードウエア及びソフトウエアについては経過措置が適用されないという見解が示さ

れました。この見解を受け、請負業者との協議を行い現契約金額４千７２５万円のうち、ハード

ウエア及びソフトウエアに該当する税抜き価格１千７４０万円について３％の消費税増加分５２

万２千円を拡散した４千７７７万２千円と契約変更になることから、議会の議決に付すべき契約

及び財産の処分に関する条例の第２条の規定により今回の提案をさせていただくものです。なお

資料の６ページにおいて、平成２５年度に予算計上している本事業の継続につきましても、当初

からの変更分を含め補正予算を提案していることを申し添えます。 

以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、①についての説明がございました。何か委員の方ご意見ありませんか。よろしいです

か。はい、それでは②について、説明願います。 

 

○税務・収納Ｇ総括主査 

 それでは平成２６年度税制改正の概要について説明いたします。お手持ちの資料２ページをご

覧ください。こちらの資料につきましては、総務省から出ております地方税法等の一部を改正す

る法律案の概要となります。掲載中、町税関係分についてご説明いたします。 

まず１点目は、資料中段に記載されております軽自動車税の見直しとなります。内容につきま

しては、軽四輪・小型特殊・原付・二輪車については、税率を現行の１．５倍に引き上げ、その

他の車両については、１．２５倍に引き上げるものとなります。合わせて軽四輪については、当

初の登録から１３年を経過した車両については、重課税率約２０％になりますが、導入するもの

となります。なお適用年度につきましては、平成２７年度より、重課税率につきましては平成２
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８年度となるものであります。３ページをご覧ください。 

２点目は法人住民税の法人税割額の税額を改正するものとなります。内容につきましては、現

行の標準税率１２．３％を９．７％。制限税率１４．７％を１２．１％に引き下げるものとなり

ます。適用については平成２６年１０月１日以降に開始する事業年度となります。 

３点目は復興支援のための税制上の措置として東日本大震災にかかる被災地域における固定資

産税課税免除措置の１年延長となります。 

４点目につきましては、新築住宅にかかる、固定資産税の税額軽減措置を２年延長するものと

なります。 

続きまして国民健康保険国民健康保険関連の改正が４点あります。４ページをご覧願います。 

まず１点目は、保険税限度額の改正についてであります。改正の内容につきましては現行限度

額合計７７万円を８１万円まで引き上げるものとなります。内訳につきましては後期高齢者支援

金額につきましては、１４万円から１６万円へ２万円の引き上げ、介護納付金額につきましては

１２万円から１４万円へ、２万円の引き上げとなります。なお、医療分につきましては、現行の

５１万円となります。 

２点目は保険税負担軽減の拡充であり、２割５割軽減の対象となる現行所得基準額を引き上げ

るものでございます。２割軽減につきましては、現行制度につきましては３５万円に被保険者数

を乗じた額に基準額、３０、３３万円を加えた金額以下となっておりますが、改正案については

被保険者数に乗ずる金額を３５万円から４５万円に引き上げるものとなります。５割軽減につき

ましては、現行制度は２４．５万円に世帯主を除く被保険者数を乗じた額に基準額３３万円を加

えた金額以下となりますが、改正案につきましては、被保険者数に世帯主を含めるものとなりま

す。 

３点目は旧老人保健制度による拠出金にかかる費用を国民健康保険税の標準基礎課税総額で含

めて徴収することとする経過措置について、その適用期限を３年延長するものとなります。 

４点目は日割り額の設定についての改正を行うものとなります。これにつきましては平成２４

年度より納税者の利便性向上を踏まえ、納期を４期から７期へと変更しているところであります

が、納期の増にともない端数整理分として合算される額が多くなることから、今回期別税額を千

円単位から１００円単位に改正し、各納期税額の平準化を図り、より納付しやすい環境とするも

のとするものです。なお５ページにつきましては、課税限度額及び低所得者にかかる保険税軽減

の拡充について図で表したものとなりますので、ご参照いただきます。説明は以上です。 

 

○村島委員長 

 委員の方、何かございませんか。何かありませんか。いいですか。前に進みます。それでは③

にお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 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。１点目、総務費、総務管理費、自治振興費の道路防犯と維持管理事業です。これにつき

ましては道路防犯等にかかる、適正な維持管理を行うために光熱水費等の補正を行うものです。

電気料金の単価改定による光熱水費の増、道路防犯と修繕料の増によりまして、計８９万４千円

を計上しております。 
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２点目ですが、衛生費、保健衛生費、各種医療対策費、国民健康保険事業特別会計繰出金でご

ざいます。こちらにつきましては、国民健康保険事業特別会計の安定的な運営を図るために、繰

出しを行うものでございます。内容としましては、繰出金、保険基盤安定繰入金が５０万円の減

額、財政安定化支援事業繰入金が１２６万３千円の増額。その他、一般会計繰入金２５１万９千

円の増額、計３２８万２千円の補正額ということになります。財源の内訳としましては、国庫支

出金が２５万３千円の減額、道支出金が１２万３千円の減額、一般財源としまして３６５万８千

円ということになります。 

３点目ですけれども、保健衛生費、清掃費、清掃事業費清掃センター等施設管理事業でござい

ます。こちらにつきましては、清掃センター等の適正な維持管理を行うため、光熱水費の補正を

行うものです。使用料の増に伴う電気料金の増により、３０万円を計上しております。 

次に継続費補正予算概要ございます。前段で説明がありましたが、１点目総務費、戸籍住民登

録費、戸籍事務電算化業務委託事業でございます。こちらにつきましては、平成２６年度の年割

額が５千１４５万円から４千１４７万２千円に変更するもので、変更を行うということになりま

して、総額５千７７５万円から４千７７２万円に補正するものでございます。 

２点目、衛生費、保健衛生費、斜里郡３町終末処理事業組合負担金事業です。改築基金積立金

同額に伴います一般財源の減額により平成２６年度年割額が１９６万３千円から１４１万２千円

へ変更となり、総額２３６万６千円から１８１万５千円に補正するものでございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただいま③の平成２５年度一般会計補正予算町民課所管分について説明がありました。何かご

ざいませんか。ありませんか。いいですか。はい、それでは前に進みます。それでは④について

説明願います。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは、お手元の議案の７ページになります。２５年度の国民健康保険の特別会計補正予算、

第４号ということであります。 

歳入からまいります。１款ですけれども、国民健康保険税こちらの方、現在までの国民健康保

険税の収入等を鑑みまして増額補正を行うものでございます。内容としましては、現年分の課税

で７００万円、滞納繰り越し分で６０万円の収入が見込まれております。合わせまして、７６０

万円の補正を行うものでございます。現計予算額２億１千３５０万円に７６０万円に足しまして、

補正後２億２千１１０万円ということになります。２款の手数料につきまして増減はございませ

ん。３款の国庫支出金でございます。こちらにつきましては、各共同事業等の事業費の確定に伴

いまして算出されました、国の負担金等の確定額によりまして調整を行うものでございます。高

額医療費にかかります共同事業の負担金ということで国からおりてくるものでございますが、事

業費の確定によりまして、６７万７千円を減額するものでございます。次に特定健康診査等の負

担金ということでございまして、国保で行っています特定検診の事業が終了したということに伴

いまして、額が確定５万６千円の減ということでございます。合わせまして７３万３千円を減じ

ます。現計予算が１億５千７７５万５千円でありますので、後には１億５千７０２万２千円とい

うことになります。４款の療養給付金につきましては、増減が現在のところございません。５款

の方にもありますが、こちらにつきましても前期高齢者交付金交付額が確定してということでご
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ざいまして、７万８千円の減額措置を行いたいと思います。補正後の額は１億９千４４２万２千

円ということになります。６款の道支出金でございます。こちらにつきましても事業費の確定に

よりまして精査をして減額措置を行なってございます。高額医療費共同事業の負担金等で、国と

同じ形の算出で求められております。６７万７千円の減額を行います。特定健康診査等の負担金

につきましても、５万６千円の減額を行います。それでは特別調整交付金におきましては、清里

町のヒアリング等によりまして若干の増額を見込んでおりまして１４４万３千円を増額という形

で考えております。差し引きの補正額が７１万円の増ということでございます。現計予算額４千

３４万円に、７１万円足しまして、４千１０５万円ということになります。７款共同事業交付金

でございます。こちらにつきましても、交付額が確定しているところから、減額で予算を行って

いきたいと思います。高額医療費共同事業交付金関係でございますが、３６７万８千円の減、保

険財政共同安定化事業交付金が１千１３５万９千円の減ということでございます。合計１千５０

３万７千円の減額を行います。現計予算が９千８００万円補正を行いまして、補正後の額が８千

２９６万３千円となります。財産収入につきましては、現在のところ増減がございません。９款

の繰入金でございます。こちらも各所定の算定額が固まってきているところから、現在のところ

を求める額を補正させてもらっているところでございます。保険基盤安定の負担金で、５０万円

の減額財政安定化支援事業繰入金としまして、１２６万３千円の増額、その他一般会計繰入金と

しまして後段歳出で説明さしあげますが、システム改修費の関係、それから過年度の国保の返納

金関係で求めます、繰入金としまして、２５１万９千円を計上しているところでございます。補

正額は３２８万２千円でございます。現計４千１２５万５千円に加算しまして、補正後の額が４

千４５３万７千円となります。繰入金につきまして増減はございません。諸収入の方に参ります

が、特定検診の徴収金ということで検診の受けられた方からの一部負担金、こちらの方が事業に

より確定してございます。１５万４千円を減額いたしまして、現計予算４７万３千円に対しまし

て、１５万４千円を減額しまして、３１万９千円とするものです。現計予算の総額は７億６千５

２７万７千円でございます。補正の総額が４４１万円を減額するのでございまして、補正後の予

算額が７億６千８６万７千円ということになります。 

下段の歳出の方に参ります。歳出の方で、総務費でございますが、一般管理費で１０４万３千

円でございます。こちらにつきましては現在の法改正、それから国民会議等でありました国保化

事業に伴います、いろいろな改正の関係によるシステム改修が必要となってございます。これは

年度末までに行うものでございまして、そちらの改修経費につきまして、所要額を追加させても

らうというものでございます。次に７款の共同事業の拠出金でございますが、こちらにつきまし

ても高額療養費の関係に伴います拠出金の額が確定してございます。それに伴いまして減額措置

を行うものでございます。高額医療費の拠出金が２７０万７千円の減額、保険財政共同安定化事

業拠出金が３１７万９千円の減額ということでございます。合計５８８万６千円ということで減

じさせていただきまして、補正後の予算額は１億３６３万２千円ということになります。８款の

保健事業費でございます。特定検診の関係等の事業も終わりまして、その関係の精査、それから

疾病予防費につきましてはインフルエンザの予防と接種ということで、経費につきましては一部

国民保険の加入者につきましては、国の方から交付金等々でこういった事業を実施してございま

す。特定健康診査の事業費につきましては、主なものが実施した委託料の人数分の減ということ

を踏まえまして、１０２万４千円の減額を行います。疾病予防費につきまして４６万６千円は国

民健康保険のこの被保険者でインフルエンザ等の予防接種を受けた方に伴う負担金をこちらの方
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で拠出をしていきたいということで考えるものでございます。あわせまして差引きしますと、減

額分が７３万８千円ということになります。４５３万９千円から７３万８千円を減じまして、３

０８万１千円が補正後の予算額ということになります。最後、１１款の小支出金でございます。

昨年委員会でも御説明させていただいておりますけれども過去の国の療養給付費負担金、それか

ら国の調整交付金関係の計数で一部北海道からの算定誤りがあり会計検査で指摘を受けたという

部分の返還金の概要でございます。１１７万１千円ということで、こちらの方に延納金を設定さ

せていただきまして、会計決算、返納金として備えていきたいというふうに考えているところで

ございます。現計予算額は１千３４７万６千円に１１７万１千円を追加いたしまして、１千４６

４万７千円という補正後の予算額としたいと考えているところでございます。歳出の現計予算額

７億６千５２７万７千円に４４１万円を総体に減じまして、補正後の予算額７億６千８６万７千

円と求めるものでございます。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今④の平成２５年度国民健康保険事業特別会計補正予算第４号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。それでは⑤について説明願います。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 はい。それでは、お手元の議案の８ページをご覧いただければと思います。２５年度の高齢者

の特別会計の補正予算第２号ということでございます。 

こちらにつきましても上段、歳入の方からご説明申し上げます。歳入におきまして、１款の後

期高齢者医療保険料という部分でございます。こちらにつきましては現在の後期高齢者に係りま

す保険者の保険料の関係を精査した結果ということでそれぞれ補正を行うものでございます。現

年度分としまして１２万６千円の増を考えているところでございます。また、滞納繰越分につき

ましては３万７千円の減ということで、現在ところ後期高齢者医療特別会計におきましては滞納

繰り越しの者がいないという状況でございます。当初予算では算定をさせもらっておりましたが

皆減という形で考えているところでございます。それから飛びまして、４款の繰入金になります

けれども、こちらにつきましては広域連合からの通知が来ています額確定等に伴います精査とい

うことで考えているところでございます。保険基盤安定の繰入金につきまして財源で振りかえを

行います。２０万３千円、そして準備品の繰入金ですけれども、こちらの方が逆に２０万３千円

の減という形で、相対でゼロという形で考えているところでございます。現計予算額に対しまし

て、予算額５千９４１万９千円に対しまして、補正額は保険料分であります８万９千円というこ

とになります。補正後予算額は５千９５０万８千円という状況になります。 

歳出の方にまいります。歳出の方では２款の広域連合への納付金という部分にございます。保

険料が増えた分を保険料納付負担金としまして８万９千円の増額計上を行います。それから保険

基盤安定負担金それから事務費負担金につきまして、先ほど歳入でもご説明いたしましたが、財

源の振りかえを行った結果、歳出の方に求める分を計上するという形になってございます。差し

引きしまして８万９千円の増という形になります。２款の広域連合納付金につきましては、現計

予算額が５千７９９万３千円であります。こちらに８万９千円を追加いたしまして、補正後の予

算額が５千８０８万２千円という状況になります。歳出の合計が５千９４１万９千円、補正額８

万９千円、補正後予算額は５千９５０万８千円という状況になりまして、こちらの方で補正を行
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っていきたいというふうに考えてございます。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○町民課長 

 私の方から若干説明をさせていただきたいと思いますが、先ほどの国保特別会計につきまして

は国、道の財政調整交付金療養給付金交付金並びに医療費の確定に伴いまして最終的には３月末

日をもって専決処分をさせていただきますことについて御理解をいただきたいと思います。また

後期高齢者医療特別会計につきましても保険料の確定に伴いまして広域連合納付金などの専決処

分等々もございますところとも御理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑤の平成２５年度の後期高齢者医療特別会計補正予算第２号について説明ございまし

た。委員の方、何かありませんか。いいですか。なければ、前に進みます。では、⑥の説明願い

ます。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは平成２６年度一般会計当初予算主要政策事業、町民課所管についてご説明いたします。

９ページをご覧ください。まず、総務費、総務管理費、自治振興費のまちづくり、地域活動推進

事業交付金でございます。施策内容につきましては、自治会及び団体等が行う、地域の特性を生

かした自らの参加と創意による個性的な地域活動や地域おこしなどのまちづくり活動に対しまし

て支援を行い、住民と行政の協同によるまちづくりのさらなる推進を図るものです。事業費につ

きましては、負担金補助及び国交付金としまして運営交付金事業交付金の計１千４５０万円とな

っております。 

続きまして、同じく自治振興費の道路防犯灯ＬＤＥ化事業でございます。道路防犯灯の消費電

力を抑え、環境への負荷を軽減し循環型社会を目指すとともに、電気料の削減及び照明灯の長寿

命化による維持管理費の削減を図るものです。事業費としましては、工事請負費としてＬＥＤ照

明整備費用その他諸費用としまして、北電柱灯強化費用、ポール塗装費用既設照明灯撤去費用等

で１千万円となっております。とばしまして、１０ページをご覧ください。衛生費、清掃費、清

掃事業費の清掃センター長寿命化改修事業でございます。清掃センター長寿命化改修事業も５カ

年計画の２年目となりますが、省エネルギー対策による二酸化炭素排出削減設備の整備及び基本

能力の回復に向けた維持修繕により施設の長寿命化を図るものでございます。１１ページ、図に

しておりますが、事業費につきましては、工事請負費による燃焼設備排ガス処理設備等の焼却施

設焼却施設改修工事が５千４５万８千円。受け入れホッパー等の破砕施設改修工事が２千６５４

万１千円の計７千６９９万９千円となっておりまして、財源内訳としましては、灰だし設備のコ

ンベアー間欠運転装置整備に係る国庫支出金としまして、循環型社会形成交付金、循環型社会形

成推進交付金が１５万７千円、過疎対策事業費として町債６千５００万円、一般財源が１千１８

４万２千円となります。 

続きまして、同じく清掃事業費のごみ処理業務委託事業でございます。ごみ処理業務委託によ
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りまして、一般廃棄物収集処理業務を円滑に行うものでございます。事業費は委託料としまして、

人件費３千８７１万２千円、物件費３千３２４万円、管理費６６３万９千円となっております。

以上です。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 １ページ戻りまして、９ページをご覧ください。総務費、戸籍住民登録費の戸籍事務電算化業

務委託事業についてでございます。この事業につきましては、２カ年の継続事業となっておりま

して、今年度はセットアップの２年目、１千６３８万円。また、ハード、ソフトの購入等として

２千５９２万円を見込んでおります。その下の新規のところにつきましては、８月からの戸籍事

務のシステムが始まった稼働後の経費などを見ております。ソフトの補修等を含めました委託料

が１３０万２千円また、サーバーなどを設置するための電算室の修繕料が２１万６千円、その他

現有機器のタイプなどの修繕料として１６万８千円、計１６８万６千円を計上しております。 

以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 続きまして１０ページの中ほどでございます。衛生費の方ですけども、各診療対策事業という

ことで御説明させています。こちらの方ですけども、いわゆる乳幼児医療、それから、重度心身

医療等の関係の医療給付の事業でございます。事業費総額ですけれども２千５９７万８千円でご

ざいます。重度心身障害者関係が７０４万５千円。ひとり親家庭等に対します医療費扶助が９４

万５千円。乳幼児医療関係の扶助ですけども、１千６７５万円。それから本年度から権限移譲を

受けておりますけども、未熟児の養育医療扶助ということで６０万円。扶助事務費関係で６３万

８千円でございます。こちらにつきましては国の方から、この養育料の関係で１９万５千円の財

源をいただく形になっています。それから北海道から乳幼児医療、重度、一人親つきましては、

道の補助金等いただきながら進めていく形になります。重度心身障害者で３１６万９千円、一人

親家庭等につきまして４５万４千円、乳幼児医療につきましては３８３万２千円、養育料の道の

負担分で９万７千円ということでございます。その他につきましては高額療養費等で戻ってくる

分を事業に財源を充当する関係。それから国で基準を示します養育料等につきましては、扶養義

務者からの徴収金という形で２０万８千円ほどを見込んでいるところでございます。残りの財源

は一般財源でございます。乳児医療につきましては、清里町は独自拡充等を行っております。そ

の分が一般財源で負担をしてという状況でございますので、ご理解をいただければと思います。 

以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、平成２６年度一般会計当初予算主要施策事業町民課所管分について説明がありました。

委員の方、何かございませんか。はい、池下委員。 
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○池下委員 

 １０ページの清掃事業費の長寿命化改修事業の破砕施設の改修工事が２千６５４万であがって

いるんですが、規模的に言うと具体的にどの程度破砕できるのか。例えば畳が丸々ボンと入ると

かちょっと何かを例にあげて説明していただきたいんですが。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 池下議員の御質問でございますが、後ほど説明しようかなとは思っていたんですが、今の当初

予算には計上しておりませんが、最終処分場の延命化を図るということで切断機の導入について、

２６年度導入するということで準備を進めているところでございます。現在格納庫の実施設計を

行っているところでございまして、その需用費等が確定いたしましたら必要な所要額を補正措置

させていただきたいと思っております。そこで、今の破砕施設の関係でございますが、畳ですと

か絨毯、そういうものについては、今の破砕施設の入り口等では、ちょっと大きく入っていかな

いというような状況でございますので、今回切断機などを導入しながら、ある程度の大きさに切

断して破砕なり、焼却なりできるような施設を整備していきたいということで今現在計画をして

いるところでございます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 切断機を入れないと破砕施設の役割を果たさないということで、切断機を入れてからと話なん

ですが、そっちの方は、わかりました。それとその下のごみ処理業務委託料の事業の委託料の人

件費が３千８７１万２千円。これに関しては何名分の人件費なのかちょっとお伺いしたいんです

が。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 人件費３千８７１万２千円につきましては、施設の職員として７名分の人件費中身的には給料、

それから法定福利とか退職手当等々の人件費分。それと、臨時職員１名分とシルバー雇用という

ことで年間１５６日、４人の方がリサイクルセンターでシルバーとして勤務をしていただいてお

ります。それを合わせまして、人件費として３千８７１万２千円という内容でございます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。いいです。他にありませんか。はい、前中委員。 
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○前中委員 

 各種医療対策事業の中で、療育医療費あるいは扶助事務費等々あるいは全部で重度心身、一人

親、あるいは乳幼児養育費扶助があがってはいるんですけども、全体的なその人数って申します

か、構成内容どのようになっているのか、ちょっと参考までに。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○町民課長 

 まず１点目の重度心身障害者医療費扶助の関係でございますが、昨年の１２月現在でございま

すが、対象人員としましては８４名となっております。それとひとり親家庭医療扶助につきまし

ては、これまた昨年の１２月現在で対象人員６８名となってございます。それから乳幼児医療に

つきましては、今のところ予定でございますが、対象人員として５０６名の予定を組んでおりま

す。ちなみに２５年度が５１４名ということで、若干下がっているという状況でございます。そ

れから養育医療費につきましては、これはあくまで対象人員の見込みということで、今のところ

２名の見込みで予算組みをさせていただいているところでございます。 

 

○前中委員 

 わかりました。その手続上の扶助事務ということで、事務費として６３万円を計上していると

いう流れで間違いないのか。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○町民課長 

 御指摘のとおりでございます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員 

 従来、扶助の中で当座の資金が大変充当できないような、入院したときに中々支払いができな

いだとか、後日申請が上がったりするケースもあるのかなと思うんですけども、現状ではどうな

んでしょう。ある程度の入院に例えば乳幼児が入院した場合は、ある程度その場の中で事務処理

ができるのかどうか。負担をすぐ支払えるのかどうか。時間的なロスがあるのかどうかというこ

となんですけども。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 
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○町民課長 

 たしか昨年の委員会だったと思うんですが、そういうような御質問ありまして、基本的には現

金給付とあとは償還払いというような２通りがございまして、町内の医療におきましてはあくま

で現物支給ということで、町内の医院にかかった場合は、かかる方は一切かからない。ただし、

町外の場合はあくまで１回支払っていただいて、その後町の方に申請をしていただいた場合すぐ

償還をしていくというようなやり方をとっておりますので、私どもとしては町民からそのような

償還の支払い等々の申し出があった場合は、速やかにしていこうという形に事務的には進めてい

るところでございます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。 

 

○前中委員 

 以前そういう質問をして、その後何回かやはりそういう相談受けたんですけども、中々難しい

部分がありましてって話はしたんですけど、そういうケースは現実あるんだなというのが僕自身

の中であって、町内においては今説明された理解していますけども、やはりその他の医療機関に

なった場合には、やはり高度の医療だとかそういう部分で中々難しい部分が対応として、いろん

な方策はあるのかなと思うんですけども、現状の中では町財政の中で広域っていうんですか、そ

の事務負担が現実には中々行政、当町においての負担金額の兼ね合いで難しいというのもあった

んですけど、そこら辺。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○町民課長 

 先ほどご説明したとおり私どもとしましては、町民の方からそういう申し出がありましたら滞

りないような形で速やかに事務処理をしていきたいというふうに思っておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい。よろしいですか。他にございませんか。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと１点、新規の防犯灯のＬＤＥ化、どのぐらいの規模で。全町全部はできないと思いま

すけど。 

 

○町民課長 

 委員長。 
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○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 道路防犯灯のＬＤＥ化事業でございますが、２５年度推進事業ということで実施をさせていた

だいたところでございます。明年度から５カ年計画で清里町にあります道路防犯灯をＬＤＥ化し

ていきたいということで計画をしているところでございます。 

今現在灯数にいたしましては、昨年の１１月現在でございますが、清里町全体で５７９機の防

犯灯等がございます。そのうち既にＬＥＤ等の整備が終わったのが５６機ございますので、現在

５カ年間で５１４機これを順次ＬＥＤ化していきたいという形で今のところ計画をしているとこ

ろでございます。 

先ほど担当の方から御説明がありましたとおり、今回ＬＤＥとともに北電に転嫁できるものは、

北電柱等々に転嫁をしていきたいと。且つ残っている街路等で塗装の傷みが激しいものについて

も、塗装をしていきながらやっていきたいということで、今現在計画しているところでございま

す。年間大体１００基程度のＬＥＤ化を今後進めていきたいというふうに考えてございます。以

上でございます。 

 

○勝又委員 

 はい、わかりました。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい。他にございませんか。いいですか。それでは前に進みます。⑦につい

て。はい。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは、お手元の議案の１２ページになります。平成２６年度の国民健康保険特別会計の予

算の案ということでございます。２６年度の予算額ということで、歳入の方から説明差し上げた

いと思います。 

１款であります。国民健康保険税２億２千５０万円という予算の計上を考えているところでご

ざいます。昨年分からみまして、７００万円増ということでございます。現在の収入関係の状況

を鑑みましての算定ということでございます。２款の使用料および手数料でございますが、こち

らにつきましては、増減はございません。３款の国庫支出金でございます。こちらにつきまして

１億９千５４４万２千円ということでございます。前年度対比で３千８５９万円ほどの増という

ことでございます。各種清里町の医療費の動向、それから算出に求められました結果、国庫支出

金によりまして歳入できる額ということで計上させてもらっているところでございます。４款の

療養給付費交付金でございます。こちらにつきましては１千５４０万円の計上ということでござ

います。昨年度から見まして２５５万５千円の減額ということでございます。５款の前期高齢者

交付金でございます。２６年におきましては１億２千４００万ということでございます。２５年

度と対比しますと７千５０万円の減額ということでございます。こちらにつきましても前々年度

の医療費等の計数によりまして平成２５年度は前々年度ですか、２３年度が非常に医療費がかか
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ったということで、その盛り返しで２５年度には、収入が多かったということでございますが、

２６年度になりますと、また算定が動きまして算定上は１億２千４００万円という形で減じられ

るという状況に予定するということでございます。６款道支出金でございます。こちらにつきま

して各種計数求めました結果、６千５８９万９千円の計上を考えてございます。前年度対比で２

億５千５５５万９千円ということでございます。７款共同事業交付金でございますが、９千８０

０万円で前年度と同額を見込んでございます。８款の財産収入につきましても前年同額で９款繰

入金でございます。現在のところ法定分認められました一般会計からの繰入金を２千９７４万１

千円ということで見込んでいるところでございます。前年対比で２４万９千円の増というところ

でございます。繰越金１０款につきましては、前年と同額１１款の諸収入につきまして、５２万

７千円ということで昨年対比で５万４千増ということでございます。歳入の２６年度予算の合計

が７億４千９６２万５千円。２５年度の対比でいきますと、１６０万３千円という形の若干減と

いうような状況で設定をさせてもらいたいと思っております。 

歳出の方に参ります。総務費、２６年度予算で４３２万２千円、昨年度対比で２万３千円の減

ということで考えてございます。保険給付費２款でございますが、４億９千２０１万６千円とい

うことでございまして、昨年度と５６万８千円ということで、今年度の医療関係の給付がだいた

い落ち着いてきていると、高どまりではありますけれども、そういった状況から鑑みまして昨年

とほぼ同額の給付予算額を設定するところでございます。３款の後期高齢者支援金等につきまし

ては国の方からの通知に基づきまして、概算額をまずは検査していただくというところでござい

ます。９千４５１万円ということでございまして、昨年度との比較で２５０万円の減というとこ

ろでございます。４款の前期高齢者納付金等につきましても所要額を算定させてもらっておりま

して、１１万円で増減としましては、４万円の増というところでございます。老人保健拠出金に

つきましては、前年度と同額６款の介護納付金におきましては４千３１０万円ということで、昨

年度から６０万円の増ということでございます。７款の共同事業拠出金でございます。１億１千

３６万円でございます。昨年度から８４万２千円の増ということでございます。保健事業費の方

ですが、４６６万７千円、昨年対比としまして６千円の増ということでございます。基金積立金

につきましては、前年同額１０款の公債費につきましても、１９万８千円で前年同額を所要させ

てもらっているとこでございます。諸支出金におきましても３３３万円で、前年同額で所要させ

てもらっております。２６年度の予算額の総額は７億４千９６２万５千円。前年度対比で１６０

万３千円の減といった形で設定を考えてございます。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今⑦の平成２６年度国民健康保険事業特別会計予算について１２、１３ページについて説

明がありました。何かございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 予算額ということで、７億４千９６２万５千円ということで上がっているんですが、前年と比

べてもそんなに変わりはないところが、７ページの方見ますと補正後の予算額が７億６千万とい

うことで、おおよそ１千万ぐらい最終的には上乗せになっていると。でこれほとんどを１２ペー

ジの国民健康保険税の増額を見たらわかると思うんですが、やはりこっちの方の金額増えていく

からこういうふうになるんだろうなと。補正で７６０万組んでこうやって大きくなるのはしょう
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がないのかなというふうに思うんですけども、なるべく後でこうやって減額補正をしないように

した方が前年もそうやって同じこと言ったと思うんですが、当初からやはりある程度の見込み金

額で出してった方が良いのかなというふうに思いますが、いかがですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 特別会計の予算につきましては、やはり前年の実績に基づきながら、予算を組んでいくという

１つの考え方になっておりますので、この決算の状況を見ながら、また全体の保険給付費の動向

を見極めながら予算の組み方というふうになってくるのかなと思っております。委員の御指摘の

とおり、なるべく当初予算内でおさまるように、補正が出てこないような形で事業展開をしてい

きたいというふうには思っておるところでございますが、保険給付費につきましては高額な療養

費ですとか、いろんな面で見極め出来ない部分もございますので、その都度御相談をしながら、

予算の措置をさせていただきたいというふうに考えてございますので、御理解いただきたいと思

います。 

 

○村島委員長 

 はい。よろしいですか。他にございませんか。いいですか。はい、それでは続いて⑧の、平成

２６年度後期高齢者医療特別会計予算について、１４ページ、１５ページ説明願います。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは、１４ページ・１５ページの後期高齢者特別会計の２６年度予算案ということでご説

明差し上げます。１４ページのこの表の歳入ご覧いただければと思います。 

２６年度予算額としまして１款ですけれども、後期高齢者保険料４千５３０万４千円というこ

とでございます。こちらにつきましては後期高齢者の広域連合、札幌の方に本部ございますけれ

ども、こちらの方から清里町の保険者の関係、それから医療費の全体の算出の関係から求められ

た額につきまして、計上させてもらっているところでございます。４千５３０万４千円というこ

とでございます。２款の使用料及び手数料の方でございますが、こちらは督促手数料とかが生じ

た場合の歳入による科目でございまして、前年同額の１千円を計上したところでございます。３

款の特別対策事業交付金ということでございまして２万１千円の計上、昨年と同額でございます。

こちらの方は町での後期高齢者の広報関係の交付金が広域連合から歳入になるということで計上

しているところでございます。４款の繰入金でございます。こちらにつきましても法定ルール分

を計上した関係で広域連合から来ている通知の分の計上という形でございます。２千２１万６千

円、前年対比で３１２万３千円というところでございます。繰越金につきましては１千円で昨年

と同額の計上、諸収入につきましても５万３千円で昨年と同額の計上をさせてもらっているとこ

ろでございます。２６年度の歳入の合計が６千５５９万６千円、２５年度との対比できますと、

６２１万２千円ということでございます。 

歳出の方に参ります。総務費としまして後期高齢者の保険関係に係ります事務費経費等につき

まして計上させて貰っているところでございます。１２５万８千円、昨年との増減でいきますと、
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１１万１千円の減ということでございます。２款でございますが、後期高齢者医療広域連合への

納付金ということでございます。算出根拠が規定されておりまして、それに基づきまして予算を

計上させていただいたところでございます。６千４２８万７千円ということでございます。昨年

と比較しまして６３２万３千円の増ということでございます。諸支出金におきましても５万１千

円ということで、昨年と同額。歳出合計が６千５５９万６千円。増減につきましては、６２１万

２千円ということでございます。１５ページの方には納付金の関係、広域連合にいく分の課目の

分けが載っているところでございます。基本的には保険料それから一般会計からの繰入金を求め

まして、広域連合への清里分の事業として納付を行うという内容になっているところでございま

す。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今⑧について説明ございました。何かございませんか。全般的にもよろしいですか。はい、

池下委員。 

 

○池下委員 

 全般的にということで、ちょっと聞き漏らしたことがありましたんで、９ページのまちづくり

地域活動推進事業交付金に関してお伺いしたいんですが、これ自治会運営交付金が３９８万ぐら

い出ているんですが、これは２９自治会に関して、それぞれ出していると思うんですが、自治会

に対しての交付金のほかに何かあるんであれば、ちょっとお伺いしたいんですが。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 この自治会運営交付金３８９万８千円の内容でございますが、これにつきましては各自治会の

人数ですとかあと定額これを求めまして、各自治会に交付しているということでございます。そ

れ以外のもの、特別なものというものは今のところございません。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ということは、あれですか。２９自治会あるんですけども、それぞれ自治会によっては渡して

いる金額が違うということですか。 

 

○町民課長 

 各２９の自治会の定額というものございます。あとは人口割りでその自治会における人口割り

で、お幾らという形で加算をさせていただいて、各自治会に交付しているという状況でございま

す。 
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○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 あれですか。定額というのは、およそ１０万円ですか。プラスアルファで例えば人数割りとか、

世帯割りとかそういう分に活かして、少しずつ上乗せをしているというふうに捉えていいんでし

ょうか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 自治会の均等割ということで、各自治会１万円でございます。それプラス、１世帯一律２千円

ということでその分を加算して、各自治会の方に交付をしているということでございます。 

 

○池下委員 

 各自治会の１万円プラス人数割り世帯割り。了解しました。 

 

○村島委員長 

 いいですか。他にありません。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ７ページの今年の補正なんですけど、この歳入のこの保険税の現年課税分で７００滞納繰り越

し６０なんですけど、僕ら農家ですから１２月にすでに納付は終わっているようなもので、これ

からの部分での税の納付ってなったときにはどんな形でこれ定期的な部分が入ってきてないって

いうような解釈なんでしょうかね。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 当初税につきましては２億１千３５０万ということで、当初予算見させていただいているんで

すが、若干抑え気味といったら語弊があるかもしれませんけど、当初予算ではちょっと少な目に

しておりますので、その後の賦課状況によりまして、現年課税分で、７００万ほど伸びてきたと

いうことでございます。改めてその分が賦課したとかそういうことございませんので。 

 

○勝又委員 

 となると、未納の状態になっている。 
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○町民課長 

 いや、そういうことではございません。これは徴収されるという意味で計上させていただきま

す。 

 

○村島委員長 

 はい。よろしいですか。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 新規事業の防犯灯の関係で、ＬＥＤ化で省エネ、あるいは省コストっていう部分で、取り組む

と思われるんですけども、その電気料の契約の仕方、北電さんとの重量電灯だとかその部分で契

約内容の変更もあるのかなと。従来どおりの契約でなくてもう少し軽減対応できる契約の見直し

っていうんですか。そういうことも今後検討できるのかなと思うんですけども、その辺どうなの

か。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 防犯灯の電気料金の契約の仕方でございますが、これは１基１基定額で契約をしているという

内容でございます。そして、今現在ナトリウム灯につきましては約１１０ワット相当分の契約に

なっているんですが、ＬＥＤに換算しますと約４０ワットぐらいの基本料金が契約となりますの

で、その分で定額になってくるというふうに御理解いただければよろしいのかというふうに思い

ます。あと消費電力も当然変わってきますので、その分で電力量も変わってくるということでご

ざいます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですね。はい。それでは町民課これで終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは保健福祉課４点ございますけれども、１点ずつ説明願います。課長。 

 

○保健福祉課長 

 それでは１点目、網走市他３町障害程度区分認定審査共同設置規約の一部を改正する規約につ

いてでございますが、網走市と斜里郡３町で共同設置する本件審査会の名称が関係法令の改正等

により変更となりますので、地方自治法の規定により共同設置する機関等の規約について議決を

いただきたく３月議会へ提案をするものです。詳細については担当から御説明申し上げます。 

 

○村島委員長 

 はい。 
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○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは１６ページをお開き願います。網走市他３町障害程度区分認定審査会共同設置規約の

一部変更についてご説明をいたします。今回の規約の変更につきましては、地域社会における共

生の実現に向けて、新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部

変更が平成２６年４月１日に施行され、認定区分の名称が変更となることから構成市町で共同設

置します審査会の名称を変更しようとするものです。変更の内容につきましては、審査会の名称

を障害支援区分認定審査会に変更するもので、表題及び第１条第２条中の障害程度区分認定審査

会を、障害支援区分認定審査会に改めるものです。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今①について１６ページと１７ページについて、説明がございました。何かご意見

ございませんか。よろしいですか。はい。それでは②ついて説明願います。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 はい。それでは平成２５年度介護保険特別会計の補正予算についてご説明をさせていただきた

いと思います。補正予算概要で事業内容を説明させていただきたいと思いますので、１９ページ

をお開き願います。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、制度改正に

伴う介護保険システム改修に係る費用４２万円を計上してございます。２款保険給付費、１項介

護サービス等諸費、２目施設介護サービス給付費につきましては、施設介護サービス利用者の見

込み減によりまして、マイナス１千２００万円を国庫支出金で４８万１千円、道支出金で７０万

円、その他でマイナス１千３１８万１千円を計上してございます。２項高額介護サービス等費、

２目高額介護サービス等費につきましては、高額介護サービス実績の見込み減によりマイナス３

３万５千円をその他で計上してございます。３項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医療

合算介護サービス等費につきましては、高額医療合算介護サービス該当者の増により６５万円を

国庫支出金１７万５千円、道支出金で８万１千円、その他で３９万４千円で計上してございます。

３款地域支援事業費、１項介護予防事業費につきましては、口腔ケア事業及び介護予防事業の利

用者見込み減により、合わせてマイナス６万３千円となってございます。２項包括的支援事業費

任意事業費、２目任意事業費につきましては、成年後見制度利用実績見込み減によりましてマイ

ナス１８万６千円を国庫支出金でマイナス９万２千円、道支出金でマイナス４万７千円、その他

でマイナス４万７千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 

 はい。ただ今②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。いいですか。

はい。それでは③の平成２６年度一般会計当初予算主要施策事業保健福祉課所管分について、説

明願います。委員長。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは、平成２６年度一般会計当初予算に係る保健福祉課所管分のうち私の方からは、福祉

介護グループ担当分を説明させていただきます。２０ページをお開き願いたいと思います。 

３項民生費、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費につきましては、社会福祉協



 

- 21 - 

議会補助事業として社会福祉法人補助要綱に基づき、事務局社会福祉活動専門員の人件費の全額

事務局書記分の人件費の４分の３に係る費用８８１万１千円を一般財源で計上しております。次

に難病者等通院交通費扶助事業につきましては、障害者や特定疾患者の経済的負担を軽減するた

め交通費の助成２００万円を一般財源で計上しております。 

次に高齢者等の暖房費等支援事業につきましては、冬期間の灯油価格の急激な高騰に対する支

援策として行ってまいりました福祉灯油を見直し、恒常的に低所得の高齢者世帯等の暖房費等の

負担軽減を図るため対象世帯１軒に対し１万円を、きよさと商品券で交付するもので２６０世帯

分２６０万円を一般財源で計上しております。 

次に２目、障害者自立支援費につきましては、地域社会における障害者の総合的な支援対策と

して、１億１千９７０万２千円を国庫支出金から５千９５９万４千円、道支出金から２千９７９

万５千円、一般財源から３千３１万３千円を計上しております。 

次に３目福祉サービス事業費につきましては、介護予防サービスや高齢者障害者難病者等に各

種在宅生活支援を実施する費用として、５９２万１千円をその他で９４万３千円。一般財源で４

９７万８千円を計上しております。次に２１ページです。４目老人福祉費につきましては、介護

老人保健施設きよさと運営事業として指定管理者である清里町社会福祉協議会に委託する費用３

億１千３６２万７千円を、その他それと介護報酬収入等で計上しております。次に、緊急通報機

器更新事業につきましては、在宅のひとり暮らし高齢者等に貸与しております電話回線を使用す

る緊急通報機器で新規設置者及び長期使用している機器の更新を図るもので、１０セット分１４

６万３千円を一般財源で計上しております。 

次に、高齢者住宅施設等整備計画策定事業につきましては、今後整備するにあたり、地域のニ

ーズ調査や分析を行うとともに各種制度の活用を想定しながら、基本設計案を策定し、今後の清

里町に求められる施設の整備の計画を定めるためより専門的な知識と技術を備えた業者に策定業

務を委託するもので、一般財源で２１６万円を計上するものです。次に２項児童福祉費２目児童

母子福祉費児童手当給付事業につきましては、国の制度則り、手当の支給を行うもので、５千９

３８万５千円を国庫支出金から４千７８万円、道支出金から８３０万２千円、一般財源で９３０

万３千円を計上しております。 

次に子育て支援保育料補助事業につきましては、第２子以降の子どもが幼稚園、保育所に入園、

入所されている保護者の費用負担の軽減を図るため７００万７千円を一般財源で計上しておりま

す。次に、２２ページをお開き願います。２目保育所費１、２歳保育拡大事業につきましては、

１歳半からの子どもを受け入れるために保育室を改修するもので、改修工事分の経費１千２４３

万円を一般財源で計上しております。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。委員長。 

 

○保健Ｇ主幹 

 続きまして私の方から、保健グループ分につきまして説明させていただきます。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、健康づくり計画策定事業です。現在策定

推進中の健康づくり計画が、平成２６年度最終年度をむかえることから、新たな健康づくりの計

画を策定するもので、委員の費用弁償、印刷製本費等１３万７千円を見込んでおります。 
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続きまして、保健事業用備品購入事業ですが、特定保健事業及び一般の保健指導さらには健康

づくり事業用として、持ち運びのできる体組成計ポータブルＤＶＤプレイヤーの購入費用２９万

円を計上しております。今までこれらの備品につきましては、北海道国保連合会等から借りてお

りましたが、自前で持つということで保健指導等に積極的に活用し、保健指導内容の充実を図っ

ていきたいと考えております。 

続きまして、光テレビ電話、健康介護相談事業でございますが、高齢者等が札弦センターや緑

センターで健康介護相談が受けられるよう各センターと保健センターとに光回線によるテレビ電

話を設置するもので、保健指導と声だけでなくて、顔を見ながら相談できるという安心感、それ

と高齢者の利便性を強化していきたいというふうに考えてございます。テレビ電話等備品光回線

設置及び利用料あわせて健康状態把握用の血圧計、体重計の購入費合計６８万３千円を計上して

います。続きまして、救急医療体制づくり事業でございますが、町の救急医療体制整備のため、

近隣の医療機関との協力体制を確立するため、平成２３年度より実施しております、継続事業で

す。平成２３年度に決定しました、費用負担のルール各町の一次救急の整備状況人口、救急搬送

件数と見まして委託料、網走医師会９２万３千円、斜里町国民健康保険病院４７万４千円、小清

水赤十字病院５９万５千円。合計１９９万２千円を計上しております。 

続きまして、診療所医療機器整備事業でありますけども、地域医療の充実のため診療所の運営

支援といたしまして、携帯用の小型心電計の更新整備費用、７７万円を計上してございます。２

３ページをご覧ください。２目予防費です。１つ目、各種検診事業につきましては、高血圧や脂

質異常症、糖尿病などの生活習慣病を未然に防ぐための特定健康診査をはじめ、がんの早期発見

と早期治療を図るための各種がん検診。それから昨年から実施しております、ピロリ菌検査。さ

らには肝炎ウイルス検査、脳ドック検診などの各種の検査を実施していきます。また、女性特有

のがんであります。乳がんと子宮がん検診。さらにはエキノコックス症の検査等の実施を考えて

おります。これらの検診事業に係る所要額としまして１千８１万１千円。特定財源として、道補

助金４２万３千円と各種検診での個人徴収金１４２万７千円を計上してございます。 

続きまして予防接種事業でございますけども、予防接種法に基づく定期の予防接種と予防効果

の高い任意のワクチン接種によりまして、子どもたちの健やかな成長と高齢者等の健康維持を図

ってまいりたいと考えております。昨年まで実施しました、各種の予防接種の継続に加えまして、

昨年臨時会において予算措置をいただきました先天性風疹症候群の予防のためのワクチン、それ

から平成２６年度、新たに乳児のロタウイルス胃腸炎の重症化予防として、ロタウイルスワクチ

ン接種を実施したいと考えております。これらの予防接種の所要額として１千４３０万９千円。

特定財源として福祉奨学金収入６０万円を計上してございます。なお、ロタウイルス胃腸炎でご

ざいますけども、この胃腸炎につきましては冬から春先にかけて流行しまして、およそ生後６カ

月から２歳の乳幼児を中心に発症しまして、５歳までにはほとんどの子どもが感染すると言われ

ております。嘔吐下痢に伴う脱水やけいれん、腎不全、脳炎、脳症などの合併症を起こすことも

あることで、非常に危険な胃腸炎でございます。 

続きまして、予防費の３つ目、母子保健事業でございますけども、安心して子どもを産み育て

る母子保健の推進のため乳幼児健診、歯科検診保健指導、両親学級との開催と共に妊婦健診にか

かる費用助成等を行っていきたいと思っております。これらの所要額として６０８万円を計上し

てございます。 

続きまして５目保健福祉総合センター費の保健福祉総合センター管理事業でございます。保健
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福祉総合センターにおきましては、介護老人保健施設・診療所・保健センターこれら３つの複合

施設でありまして、過去の実績を基にしました維持管理運営費に加えまして、平成２６年度にお

きましては非常用電源設備及び冷房設備の設計委託料１５０万とんで２千円。それから介護老人

保健施設のシャワーストレッチャー等の介護用品の備品購入費合計で３千６９３万４千円。特定

財源としまして医師住宅使用料の他、雑入として電気料、上下水道、燃料費などの収入、特定財

源総額２千３６８万８千円を計上してございます。以上簡単ですけども、説明を終わります。は

い。 

 

○村島委員長 

 ただ今、２６年度の一般会計当初予算主要施策事業保健福祉課所管分について、２０ページか

ら２３ページについて説明がございました。何かありませんか。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 緊急の通信機器の更新事業なんですけど、在宅のひとり暮らしの高齢者っていうのは町内どの

ぐらい。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 申しわけありません。資料を持ってきておりませんでした。私の記憶の中で冬期間の災害弱者

ということで、うちのほうで７０歳以上の独居と、お１人が７５歳以上の高齢者宅の中で、実は

すぐ側に親戚がある場合は除いていますので、ちょっと減ってしまうんですが、全体で１９０世

帯というふうにおさえておりますので、単身となると１２０前後ではないかなというふうに。ま

た後ほど戻ればちゃんと資料があると思います。 

 

○勝又委員 

 この機械をという部分なんですけど、更新も含めて全戸についているような状態ですか。 

 

○保健福祉課長 

 本人の申し出でありますが、うちの方で高齢者については声かけ訪問なりをしていますし、支

援している方については地域包括支援センターならびに介護支援事業所等で把握してございま

す。その中で本人にご希望がなくても、是非あった方が良いという方については声をかけながら

事業としては５０なんですが、今３３設置しています。ですから、うちの方で必要という方は、

なかなか理解されなくてもそれは説得をしながらやっていっています。これについては導入後機

器が古くなってきているということで更新をしたいということで、もちろん余剰がありますから

新規は当然受け付けますけども、古いものについては更新をしていきたいと考えてございます。 

 

○村島委員長 

 はい。他に。ございませんか。はい。加藤委員。 
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○加藤委員 

 極力聞かないようにしていたんですが、高齢者等の暖房費等の支援策、福祉灯油からの変更。

条件的には、ほぼ一緒の条件でいくということなのか、あるいは範囲を拡げていったのかとすれ

ば、その考え方というのは、どういうふうになっているのか。 

 

○保健福祉課長 

 ここに記載にございますように福祉灯油については、石油価格も急激な高騰の対応ということ

でやってございましたが、恒久的にということです。対象については、福祉灯油については、非

課税収入も含めてということで、収入の上限を定めてございましたが、それについては課税収入

と具体的に言えば障害者年金であったり、遺族年金であったりというところは審査の対象を外す

ということにしてございます。一昨年行いました福祉灯油、それから同じ基準で今年度やってご

ざいますが、非課税収入はおさえきれずに当初補正した予算を大きく余した。うちの方では対象

者を絞り込めないというようなことでございまして、当然ながら間口を広げるというですけども

課税収入でと考えてございます。それからそれぞれの対象世帯、高齢者、障がい者のいらっしゃ

る世帯、ひとり親というところは同じ基準で考えてございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員 

 何度か質疑したことあるんですけども、子宮頸がんのワクチンに関してなんですけど、今現状

で、当町においてその動きっていうんですか接種率っていうんですか、今から３年前に子宮頚が

んワクチンが急にクローズアップされた中で、当町も無償ですることになったんですけども、そ

んな中、当時はかなりの接種率だったと思うんですけども、昨今のその国の施策がまだ決定的な

ものは出てない中でいろんな情報が出ていますよね。その中でやはり保護者の不安も払拭できな

い状況の中で、当町としてこの部分をどうアナウンスするかというのが、ちょっと玉虫色かなっ

ていう部分も正直あるんですけども。その辺、どのような対応をするのか接種率から絡めての話

をお願いしたいんですけど。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 申し訳ございません。今年度の接種率についてちょっと数字を持ってきてございません。当初、

任意の予防接種でスタートしました。平成２５年度、今年度から定期の予防接種に変わりました。

国が市町村にしなさいと受ける機会を与えなさいという、定期の予防接種に変わりました。これ

については実は予算化した時点では法案は通っておりませんで、去年の３月１日に、国会に提案

がありまして、たしか２８日に法案成立というようなことで、任意の予防接種から定期の予防接

種に変わったということで、予算の方は任意の形で見ていただけましたので、それについて十分
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な対応できるということで、定期の予防接種でスタートをした初年度でありましたが、御案内の

とおりで副反応が出ているということです。国の対応としては、中止をしなさいとは言っていま

せん。ただ十分に説明をしたところで副反応等について十分な説明をしたところでしなさいと。

それから勧奨はしないようにしてくださいということです。どうぞやったらいいですよというこ

とまでは言うなというところです。で定期の予防接種というのは、法令に基づいてやるもんです

から、それはそれに従っていますが、それでは接種対象者はまだお子さんですし、お父さんお母

さんそれではわかりませんので、うちの方としては国がまだ判断が出ないところでは、待っては

いかがですか、しっかり安心してやってはいかがですかというようなことでお話をしています。

本来定期の予防接種ですから、もちろん私の子どもには受けさせたいよということであれば、副

反応のところは十分に説明をしてこういうことが起こっていますよと、確率はこの程度ですよと

いうことをご説明して、それは受けていただきますが、迷っているという方については待っては

いかがでしょうかというところで。正直申しまして、医学的な知見持ちませんので国からいただ

いた情報を丁寧に説明をしていくと。あとは申しわけありませんが待っている状況です。なかな

か結果が歯切れが悪いということで申しわけありませんけれども、もしも御相談等を受けました

ら、保健福祉課につないでいただいて、私どもとしてはそういうことで丁寧に説明をして判断は

難しい判断ですから。ちょっと待ちましょうよということで進めさせていただきたいと思います

ので、御理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○前中委員 

 今の説明でちょっと安心したんですよね。自分の娘も定期ということで、その説明もない中で

の接種という部分で動いて説明ってその副作用の話は一切ない中でのその説明というかな、なん

かそんなのがあったような気がしたんですけども。でも今そういうふうに説明をされて定期と言

えども、誠心誠意勧める方向ではないような話があったんで、そこら辺やはり同じようなことを

繰り返されないためにもやっぱり細かな説明をやはりしていただきたいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 心がけます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他に。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっとここの部分には関係ないですけど、この間ちょっと吹雪が３日ぐらい続いたんですけ

ど、独居の老人とかおそらくあの状態の中で、安否の確認とかできるような状況でなかったかな

と思います。そこら辺については３日間の対応というのは、何かされたのかなとちょっと参考ま

でに聞いておきたいなと。 
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○保健福祉課長 

 災害対応ということで連絡会議などを設置したということはお聞き及びかと思いますが、一応

災害になったということではございませんでしたが、私どもの判断で日曜日から雪が降り始めま

した。まだ吹雪というところではないですが、かなりの降雪がありましたし、月曜日は雪で火曜

日が吹雪で、その日晴れれば人の往来も回復しますし、町道についてはかなり除雪していただい

てましたんで、多少安心感はあったんですが、道道、国道は閉鎖ということでした。で災害とい

うことはなくてですが、災害弱者名簿に登録されている方のうち、うちの保健福祉課と社会福祉

会協議会の事業の中で安否確認なりができている方等は除いたところで、１５０数名の方に実は

安否確認をさせていただきました。基本は電話で確認する。電話がつながらないところは、職員

を直接向かわす。あるいはそう遠くないところにご家族がいる方については行ってくれというこ

とではないですけど、何か聞かれていますかというような確認をするというようなことの安否確

認なりを行いました。そんなところでございます。 

 

○村島委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 めったにないわけなんですけど、そのことも含めて緊急通報機器の部分だとか、今日あたりな

んかニュースに出ていましたけど、いるかいないかセンサーで感知するような、そんな部分も開

発されたみたいですんで、そういう部分でその安否が確認されるような方法も今後とも考えてい

くような部分も必要なのかなと思ったりもするんですけど。そこらへんどうお考えですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 実はセンサーについては随分前から検討はしてきました。なかなか難しい問題があり、風が吹

いてカーテンが動く、夏場で窓が開いている、カーテンが動いたら何か動くものがあれば人が動

いているよっていう動物がいればということもありまして、どうなんだろうかと、ずっと検討し

ています。検討というのは言い訳じゃなくて、どうやったらうまく使えるかなというのは考えな

がらやっています。それから緊急通報についても、なかなかこれだけではＳＯＳを、その何らか

のアクションを起こしてもらわないとわからないわけです。だからセンサーということなんです

けども、まだ難しいところはありましてその辺も含めながらいろんな製品も出ていますんで、そ

のへんも勉強しながらやっています。なかなかこれといったものは見つけられないことはありま

すけども僕らも勉強しながらやっているということで御理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他にいいですか。はい、田中委員。 
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○田中委員 

 今のその安否確認の部分でよその町だとか度々聞くわけなんですけども、その人によってその

新聞だとかヤクルトだとかそういった部分のとっている人もそういう業者との連携っていうか、

そういう部分については、うちの町では新聞業者さんとかヤクルト配達の業者さんだとかとのお

願いっていうか、そういう部分については実施されているのかどうなのか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 各そういった事業者さんとの協定を結んで情報提供いただくというところはやっていらっしゃ

る自治体は結構ありますが、我が町についてはまだそこまでの協定を結んでというところは行っ

ていませんが情報はいただいております。この間も新聞が朝の新聞が昼にまだ抜けていないとい

うだけでも、連絡いただいたりしてやってますんで、その辺のところ日頃からのお付き合いの中

ではやれていると思います。協定なりが必要だということであればあれですけれども、今のとこ

ろはそこまでしなくても機能していると。お互いにお互いを気遣うというところが機能している

なと考えております。ただそういったことも検討はしていかなくちゃいけないというふうに認識

はしております。 

 

○村島委員長 

 はい。よろしいですか。はい。それでは前に進みます。最後になりますが、④の平成２６年度、

介護保険事業特別会計予算について。２４から２６ページ、説明願います。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 はい。平成２６年度介護保険事業特別会計の当初予算について御説明をさせていただきたいと

思います。２５ページをお開きください。２款保険給付費につきましては、居宅介護サービス、

施設介護サービス、審査支払手数料、高額介護サービス、高額医療合算介護サービス、特定入所

者介護サービス、そして国の制度改正に伴い設定される地域密着型介護サービスに係る費用とし

て３億９千４８４万１千円を国庫支出金で９千６００万１千円、道支出金で５千９９６万円、そ

の他で１億６千３８５万９千円。一般財源で７千５０２万１千円で計上してございます。２６ペ

ージをお開きください。２６ページにつきましては、地域支援事業費となります。地域包括支援

センター業務を社会福祉協議会に委託する費用及び任意事業費といたしまして３１６万９千円を

国庫支出金で１１２万１千円、道支出金で５６万円、その他で８１万９千円、一般財源で６６万

９千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 

 はい。ただ今、介護保険特別会計予算についての説明がございました。何かございませんか。

ですか。全般的にはないですか。なし。それではこれで保健福祉課終わります。ご苦労様でした。

４５分まで休みます。休憩。 
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休憩 午後２時３７分 

再開 午後２時４５分 

 

○村島委員長 

 それでは休憩を解いて、再開いたします。それでは、産業課。６点ありますけども１点ずつ説

明願います。はい、課長。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項６件につきまして、担当するものとともに説明いたしますので、ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

最初に１点目の緑温泉の指定管理者の選定についてご説明いたしますので、２７ページをお開

き願います。 

緑温泉の指定管理者につきましては、昨年１２月２６日から指定管理者の公募を実施し、本年

１月２７日で締め切ったところ清里町内の２団体から公募がありました。１団体は現在指定管理

を行っていただいております、有限会社パパスさっつるでございます。もう１団体は、緑町５番

地に事務所を置き緑地域の有志で構成する団体名はヴェルデ工藤一仁です。指定管理者の選定に

つきましては、条例に基づき、副町長を委員長とする指定管理者選定委員会において申請書類の

審査並びに申請者から直接聞き取り調査を実施した結果、両者ともに指定管理者の選定基準を満

たしておりました。緑温泉の適切な維持及び管理並びに経費の縮減地域と一体となった行事参加

や地域の活性化など総合的に厳正に審査した結果、ヴェルデ代表者工藤一仁氏を指定管理者の候

補者として選出されましたので、議会に報告するものでございます。 

それでは２７ページの１からご説明いたします。①の緑温泉の指定管理者の選定について施設

の名称は緑温泉、指定管理者の名称及び代表者名は、斜里郡清里町緑町５番地ヴェルデ代表者工

藤一仁。指定期間は平成２６年４月１日から２９年３月３１日。基準価格は４６５万円。提示価

格も同様の４６５万円となってございます。 

次に２の債務負担行為についてでございますが、緑温泉の指定管理業務は平成２６年から平成

２８年までの複数年契約となることから、提示価格の３年分を限度額として１千３９５万円を債

務負担行為するものでございます。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

づき議会の議決により決定するものであることから、次期開催予定の３月定例議会に提案し、議

決を求めるものでございます。 

それでは、ヴェルデについては新しい事業所でもございますので、若干内容をご説明させてい

ただきます。団体名の名称ヴェルデは、今回の緑温泉の指定管理の募集を受けて、本年１月に設

立した団体で、団体の名称ヴェルデはスペイン語で緑を意味することから、緑にちなんで名付け

たと聞いております。団体名につきましては、指定管理者を選定された後に法人格を有する団体

に移行するというふうにお聞きしているところでございます。ヴェルデの役員はすべて緑自治会

員であることから、緑地域のニーズを的確にとらえた緑の湯ならではのおもてなしにより、利用

者がくつろげる施設を目指しているということでございます。目指す施設とするために、自主事

業といたしましては、子供向けにおもちゃを湯船に浮かべたり、ゆず湯にしたり、お風呂で楽し

めるイベントやちょっと一服飲める挽きたてコーヒーを販売するなどゆっくりくつろげる計画や

自治会の協力をあおぎながら、地元と一体となった行事への協賛参加を計画されているようでご



 

- 29 - 

ざいます。 

また収支計画につきましては、緑地域の人口が減少していることや、パパスさっつるの道の駅

がオープンしたことにより、入浴客や利用者の減少が懸念されることから、収入は、地元との結

びつきを強く図りながら利用客の増加に努め、支出についてはできる限り節約を図りながら収支

均衡を図る計画で申請がなされております。 

審査の結果につきましては、前で申し上げましたとおり２団体の評価は僅差でありましたが、

構成員が緑であるヴェルデの方が地域との結びつきが強く、地域の活性化に貢献されるとの判断

の基にヴェルデを選考いたしましたことを報告させていただきます。以上説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、緑温泉の指定管理者の選定についてでありますが、説明がありました。何かありませ

んか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 役員とか何名で構成されているんですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 現在は、代表者が工藤一仁さんで、理事２名、石井さんと豊島さん。監査に大槻さんの４名で、

現在構成されております。聞き取り調査の時にお話されておりましたが、もし指定管理者の指定

を受けられた時には地域の方々を今後増やして、役員を構成していきたいと。このように説明を

受けております。 

 

○村島委員長 

 はい。よろしいですか。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 法人格を申請、設立という手順なんですか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 この件につきましても、お聞きいたしましたところ、指定管理者の指定がもし受けられた時に

は法人格にすることも含めて今後検討してまいりたいと。現段階では、申請段階では法人格を有

することであれば進めないので指定管理者になられたときはそういうむねで進めていきたいとい

う強い意思を持っておられましたので、ご報告いたします。 
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○村島委員長 

 はい。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。次に、②の説明

を願います。はい。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは、平成２５年度一般会計補正予算産業課所管分について御説明申し上げます。２８ペ

ージをご覧ください。 

道営農地整備事業清里地区につきましては、平成２４年度よりおおむね順調に基盤整備が進め

られております。国の平成２５年度補正予算において、事業の早期完了に向け、道営農地整備事

業清里地区に予算措置がございました。これに伴う道営農地整備事業負担金について増額補正を

行うもので、財源につきましては、既存予算との調整を図っております。５款農林水産業費、１

項農業費、５目道営整備事業費において、道営農地整備事業負担金８２５万７千円を、道支出金

マイナス２３０万３千円、こちらはパワーアップ事業補助金の減額となります。町債３８０万円。

こちらはガイドライン分でございます。その他財源。マイナス７２万９千円こちらは分担金の減

額となります。一般財源７４８万９千円で計上しております。 

続きまして、２９ページをご覧ください。今回の一般会計補正予算を含みます。道営農地整備

事業における平成２５年度繰越予算について御説明申し上げます。今回、北海道において、平成

２５年度当初予算の一部２千９５０万円及び平成２５年度補正予算８千２００万円の合計１億１

千１５０万円を繰り越しし、平成２６年度で事業を行うものでございます。これに伴いまして、

起債対象事業分の町負担分２千２３０万円を平成２６年度へ繰り越しいたします。繰り越しに係

る事業は、江南地区に新設する農業用排水路１千５５０メートルの一部で道道江南清里停車場線

道路横断を含む３３０メートルの整備、及び神威１９号道路１千６５２メートルの一部でウエン

ベツ幹線排水路の横断を含む４００メートルの路盤整備を行う予定でございます。財源内訳につ

きましては、補正債等の町債が８８０万円。一般財源が１千３５０万円で計上します。今回の補

正予算及び繰り越しにつきましては、補正債等の活用のために必要な措置ですので御理解賜りま

すようよろしくお願いいたします。以上説明を終らさせていただきます。 

 

○村島委員長 

 ②について説明がございました。委員の方、何かございませんか。よろしいですか。それでは

③について。説明願います。はい。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは、平成２６年度一般会計当初予算、主要政策事業産業課所管分について３０ぺージか

ら３８ページでご説明申し上げます。前段農業グループ所管分を武山が３０、３１ページ。３２

ページから商工観光林政グループ所管分を野呂田が説明申し上げますので、よろしくお願いいた

します。 

それでは３０ページをご覧ください。総務費、庭園のまちづくり事業費、豊かな田園づくり事

業費において景観スポット管理事業を実施する費用６万１千円を一般財源同額で計上しておりま

す。庭園のまちづくり構想重点計画の豊かな田園づくり計画に基づき、景観休憩スポットの整備

を行うため、隣接用地取得に伴う管理を行うための費用でございます。 
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次に、農林水産業費、農業費、農業振興費において農業振興事業補助事業を実施する費用、１

千７５０万円を一般財源同額で計上しており、基幹産業である農業の健全な発展に寄与すること

を目的として農作物の安定的生産を維持していくための政策や現状課題の解決に向けた取り組み

に対し、支援策を講じるものでございます。畑作及び畜産それぞれの生産基盤のかなめとなる土

づくりや肉用牛の改良と牛の健全育成を政策の重点とし、将来を見据えた農業経営及び生産基盤

の確立を図ってまいります。 

次に農林水産業費、農業費、畜産業費において、町営牧場管理運営事業を実施する費用５６６

万９千円を一般財源同額で計上しております。町営牧場管理運営事業につきましては、町営牧場

の装置更新及び追肥パドックの維持を行い、適正な管理運営を図ってまいります。 

次に農林水産業費、農業費、農地開発事業費において国営造成土地改良施設整備事業を実施す

る費用９千１５１万６千円を地方債３千６４０万円、一般財源５千５１１万６千円で計上してお

ります。平成２０年度から整備を行ってきました、ウエンベツ幹線排水路整備事業が今年度で完

了いたしました。整備延長は８．１Ｋ。事業費は約１８億２千３６０万円で地元負担額９千１４

３万２千２２０円の繰上げ償還を４月１日に７千６０５万８千９２０円７月３１日に、利息を含

む残額１千５３７万３千３００円の支払いを行うものでございます。 

３１ページをご覧ください。次に農林水産業費、農業費、道営整備事業費において道営農地整

備事業を実施する費用４千９８１万円を道支出金、食糧供給基盤強化対策事業補助金５５０万円、

道営整備事業監督補助業務委託金１１万６千円の合計５１６万６千円。地方債１千２８０万円。

その他財源受益者負担分５６７万円。一般財源２千６１７万４千円で計上しております。本年度

の道営農地整備事業清里地区につきましては、２億７千５００万円の事業費を見込み、江南地区

の農業用排水路５００メートルの整備及び神威１９号道路、６００メートルの路盤整備、畑の整

備につきましては、区画整理が２３．６ヘクタール、主に心土破砕を行う暗渠排水として５９ヘ

クタール土層改良、主に客土です。これにつきましては１９．５ヘクタールの施行を予定してお

ります。この事業につきましては食糧供給基盤強化特別対策事業、いわゆるパワーアップ事業に

より平成２７年度まで畑の整備を行う農業者の負担軽減が行われ、本来受益者負担２０％のとこ

ろ心土破砕を除く砲手が７．５％と大きな負担軽減になっております。 

次に、農業費、農林水産業費、町民活動施設費において、町民活動施設管理運営事業を実施す

る費用８００万円をその他財源として、町民活動施設使用料１７万５千円、一般財源７８２万５

千円で計上しております。町民活動施設の設備を活用した技能の習得やパークゴルフ場及び屋内

遊技場活用した健康増進や憩いの場の提供による地域振興を図ってまいります。以上、説明を終

らさせていただきます。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 それでは商工観光林政ブループ所管分をご説明いたします。３２ページ目をお開き願います。 

総務費、総務管理費、町有林管理費の町有林管理事業につきましては、道支出金８７７万６千

円。その他財源１千７８３万９千円。一般財源３４８万２千円の合計３千９万７千円を計上して

おります。本事業につきましては、昨年２月の本常任委員会でご承認いただきました町有林管理

計画に基づく事業を行うもので、町有林管理用林道整備といたしまして、青葉第１次林道２．４

キロ、第２林道１．７キロメートルを整備するものです。町有林立木調査につきましては、平成

２７年度皆伐予定地である青葉１８林班１２小班のトドマツ１３．５ヘクタールの調査を行うも
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のです。町有林新植事業につきましては、平成２５年度に皆伐いたしました青葉１８林班、１７

床班、８ヘクタールにグイマツを１万２千本。青葉１７林班、旧青葉牧場跡地にアオダモ１万本

を新植いたします。町有林下刈り事業につきましては、江南１１林班、２５３小班のクリーンラ

ーチ、平成２２年新植の０．９ヘクタール江南１１林班２５７小班のグイマツ、平成２３年度新

植の０．５８ヘクタール青葉１７林班１６１から１６４小班のミズナラ、平成２５年度新植の２．

０９ヘクタールを実施します町有林伐採事業の町有林除間伐事業につきましては、江南１２林班、

２６、２７小班のカラマツ５４、５５年制９．６８ヘクタール。清泉１９林班１４２、１５４小

班カラマツ４８年制２．８０ヘクタール。江南１２林班、１００から１０３小班赤エゾマツ１１

から１４年制、１．７２ヘクタールを実施いたします。町有林皆伐事業につきましては、青葉１

８林班１小班、ラマツ６４年制６．９２ヘクタール。青葉１８林班１７小班トドマツ６１年制４．

１３ヘクタールを実施いたします。 

３３ページ目をお開き願います。総務費、庭園のまちづくり事業費ふるさとの森づくり事業費

につきましては５４６万７千円を一般財源で計上しております神の子池外周園路調査設計業務に

つきましては、平成２５年度実施の神の子池周辺希少動植物調査業務の結果を受け、希少動植物

への影響がないことから外周の木道整備に係る設計業務を行うものであります。 

緑の植樹事業につきましては、５年計画の４年目にあたる江南フラワーパークにて実施してお

ります植樹祭に係る経費を計上しております。 

３４ページ目をお開き願います。総務費、庭園のまちづくり事業費、花と緑と交流のまちづく

り事業費につきましては、その他財源で１０万円、一般財源で６７８万１千円の６８８万１千円

を計上しております。平成１３年から実施している本事業につきまして、平成２６年度で１４年

目を迎えます。花壇植樹帯等整備事業につきましては、公共施設、道道植樹帯メーンストリート、

プランター、各学校花壇に２万本の花を町民とのパートナーシップ事業として実施いたします。 

都市農村交流につきましては、平成８年度から実施しており、平成２６年度で１９年目を迎え

ることになります。引き続き記載の参加者で、清里町ブランドのＰＲを行っていきたいと思って

おります。 

ウオーキング事業につきましては、既存の４コースのうち清里、札弦、緑の３コースを活用し

て、町民の健康増進と他町からの交流人口の増を図るイベントを実施してまいります。３５ペー

ジ目をお開き願います。 

農林水産業費、林業費、林業振興費、林業緊急対策事業費につきましては、国庫支出金３０万

８千円。一般財源１千４３０万４千円の計１千４６１万２千円を計上しております。林業につき

ましては、木材価格及び事業の低迷輸入に輸入材との競合等により大きな打撃を受けているのが

現状であり、引き続き次の補助を実施してまいります。林産協同組合につきましては、事務委託

経費といたしまして４８万円を計上しております。製材等流通経費補助につきましては、事業費

の２分の１千５００万円を限度に２社分予算計上しております。森林作業員長期就労促進事業補

助につきましては、２社８名分の予算３２万円を計上しております。林業労働者退職金共済制度

補助につきましては、延べ２１６名分の予算１９８万８千円を計上しております。 

３６ページ目をお開き願います。商工費、商工費、商工振興費、商工振興対策事業につきまし

ては、商工業者を取り巻く状況は、依然厳しい状況下にあることから引き続き、次の事業補助を

行ってまいります。商工会補助につきましては、経営改善普及及び地域振興事業に係る職員人件

費等の補助９７８万４千円を計上しております。中央商店街、補助事業につきましては、環境美
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化及び販売促進事業として６５万円を計上しております。商工振興事業補助につきましては、商

工会が行う各種事業につきまして記載の事業費８００万円を計上しております。 

次に中小企業融資貸付制度事業につきましては、３１５万円を一般財源で計上しております。

本事業につきましては、平成２５年度から貸付限度額等の拡充を実施しており、継続して事業を

実施してまいります。 

３７ページ目をお開き願います。商工費、商工費、商工振興費商店街活性化事業につきまして

は、８００万円を一般財源で計上しております。１月開催の本常任委員会で１年間の延長を御報

告させていただきました店舗出店等支援交付金事業であり、１件分の３００万円を計上しており

ます。店舗改修事業補助につきましては、１０件分５００万円を計上しております。 

次に住環境づくり推進事業につきましても、１年間の延長で９００万円を一般財源で計上して

おります。住宅リフォームに係る補助３０件分の予算計上となっております。店舗出店等支援交

付金事業、店舗改修事業住宅リフォーム事業につきましては、拡充を含めた要綱改正を早めに検

討いたしまして、改正案を本常任委員会で協議してまいりたいと考えております。次に商工費、

商工費、観光振興費、地域イベント支援事業につきましては７０３万円を一般財源で計上してお

ります。 

緑のフェスティバル、ふるさと産業まつり、ウインターフェスティバルに係る費用を実行委員

会に補助してまいります。 

次に温泉施設管理運営事業につきましては、２千４５８万６千円を一般財源で計上しておりま

す。緑清荘につきましては委託料が発生いたしません。パパスランドの指定管理料は債務負担行

為で議決されている限度額で計上しておりますが、実際は２月末に提出いただく事業計画書によ

り委託料額が決定するものであり、不用額が生じた場合は減額補正で対応するものであります。 

緑の湯は、先に課長より説明いたしました新しい指定管理者となり申請時に計画された金額４

６５万円となっておりますので、３月議会において債務負担行為を設定させていただきます。緑

温泉施設塗装工事につきましては、施設外回りの老朽化が目立ってきましたので施設延命化に向

けた塗装工事６０８万１千円を計上いたします。 

３８ページ目をお開き願います。商工費、商工費オートキャンプ場費につきましては、施設使

用料で３６８万円。電話料１千円。一般財源１５５万３千円の計６９９万１千円を計上しており

ます。キャンプ場の運営管理に係る費用４８３万１千円を計上しております。オートキャンプ場

水路整備事業につきましては、大雨等の影響により、キャンプ場水路内に土砂の流入があること

から、遊水地及び下流のさけますふ化場への影響を考慮し、沈砂池及び危険防止のフェンスの設

置に係る費用２１６万円を計上いたします。 

次に、江南パークゴルフ場管理運営事業につきましては、使用料１９５万６千円、電気水道料

４万８千円、雑入３万円一般財源６４１万３千円の計８４４万７千円を計上しております。パー

クゴルフ場の維持管理に係る経費、費用７３１万３千円を計上しております。センターハウス等

塗装工事につきましては、外回りの老朽化が目立ってまいりましたので、東屋も含め塗装工事を

実施し、施設の延命化を図ってまいる費用１１３万４千円を計上しております。 

以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ③につきまして３０ページから３８ページまでの説明産業課所管分について説明がありまし
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た。何かございませんか。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。よろしいですか。はい。前に進みます。はい。④の平

成２５年度焼酎事業特別会計補正予算第２号について３９ページ説明願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 ３９ページの２５年度事項にともないます、３月補正予算について予算総括表によりご説明い

たします。歳入歳出ともに４００万円減額させていただきます。歳入の１款、財産収入４００万

円の減額は、酒類の消費量が全国的に減少傾向が続いておりまして、当事業所においても販売額

が減少する見込みとなりましたので、１２月末実績額に基づき４００万円を減額補正するもので、

財産収入の補正後の額を６千３２０万２千円とするものです。 

歳出をご説明いたします。歳出につきましては歳入の減額に伴い、実行により不用となる額を

それぞれ減額するものでございます。１款総務費は１１３万７千円を減額いたします。内訳は共

済費で共済組合負担金２０万円、社会保険料２５万円、役務費 通信運搬費で２０万円、委託料

販売業務委託料で２０万円、使用料及び賃借料会場使用料で８万円、負担金補助及び交付金退職

手当組合負担金で２０万７千円をそれぞれ不用額として減額し、補正後の額を２千９９４万７千

円とするものです。２款製造費は２８３万３千円を減額し、補正後の額を４千５５５万７千円と

するものです。賃金、人夫賃５６万円、需用費、消耗品費２５万円、燃料費１０万円、役務費手

数料１６万６千円、原材料費、加工用原料費４０万円、備品購入費、器具購入費１５万７千円、

公課費酒税１２０万円、それぞれ不用額として減額いたします。 

３款公債費は不要額３万円を減額いたします。歳入歳出予算とも４００万円を減額させていた

だき、補正後の額を歳入歳出それぞれ７千５５０万６千円といたします。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○村島委員長 

 ただいま焼酎事業特別会計補正予算、第２号について説明がありました。何か御意見ございま

せんか。なし。それじゃあ前に進みます。それでは⑤の平成２６年度焼酎事業特別会計予算につ

いて。４０ページから４２ページ説明願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 平成２６年度焼酎事業特別会計予算について、４０ページから４２ページでご説明いただきま

すのでお開き願います。平成２６年度予算につきましては、先般の委員会で提案を説明させてい

ただきました清里焼酎事業経営計画に基づき予算編成を行ったところでありますが、先般の委員

会終了後に平成２６年度当初より新規職員の採用が決まったことにより、歳入において繰入金並

びに歳出において人件費が増加していることを事前に御報告いたします。それでは資料に基づき

説明いたします。最初に４２ページの製造販売計画からご説明いただきますのでお開き願います。

御説明の前に２の販売計画の上の段、左から５番目の販売額の単位でございますが、正しくは千

円でございまして、訂正させておわびを申し上げます。千円単位が千円でございます。 

それではご説明いたします。２６年度の製造計画は、１の製造計画表のとおり１４回仕込みの
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２５キロリットルで前年と同数量を計画しております。販売数量は２の販売計画のとおりで、販

売本数は清里の水包装資材を加えて１０万２６０本、販売数量は５６キロリットルで販売額は７

千万円であります。過去の年度別製造販売数量並びに在庫数量については記載のとおりでござい

ます。 

次に４０ページにお戻り願います。予算の総括について歳入からご説明いたします。１款財産

収入は７千７千万１千円で前年度より２８０万円増となっております。内訳は焼酎販売収入が７

千万円、積立金利子が１千万円であります。２款繰入金は１千９８万７千円で前年度より６９２

万３千円の増であります。内訳は焼酎事業基金繰入金が１５４万３千円、一般会計繰入金が９４

４万４千円となっております。３款繰越金は３０万円で前年度より７０万円減であります。４款

諸収入は前年度と同額の１万５千円であります。歳入合計の予算額は８千１３０万３千円で前年

度より９０２万３千円増となっております。 

歳出についてご説明いたします。１款総務費は４千５６９万８千円で、前年度より１千５０１

万４千円増であります。増加の主なものは新規採用職員の人件費並びに公課費を製造費から総務

費に変更したことによるものです。２款製造費は３千５５７万４千円で前年度より５９９万１千

円減であります。減額の主なものは公課費を総務費で計上したことによるものです。３款公債費

は３万円、４款基金積立金１千円は前年同額です。歳出合計は８千１３０万３千円で前年度と比

較し９０２万３千円の増であります。 

次のページの款別、性質別、節別の分類表をお開き願います。人件費合計は、２千２万７千円

で前年度と比較し、４４１万１千円の増で主に新規職員採用によるものでございます。物件費の

合計は６千１２４万５千円で前年度と比較して４６１万２千円の増で主にブランドデザイン変更

にかかる資材購入並びに新商品の販売ＰＲに係る経費となっております。公債費並びに基金積立

金は、前年同額で歳出総額は８千１３０万３千円で、前年に比較して、９０２万３千円の増加と

なってございます。 

以上で説明を終了させていただきます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑤の２６年度の焼酎事業特別会計予算について４０ページから４２ページまでの説明

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 

 焼酎事業特別会計の予算４０ページですけども、平成２６年度の予算の合計が８千１３０万３

千円というふうになっているんですが、実は先日いただいた資料ですが、この資料作り直してく

れたやつなんですけど、これは２６ページ見ますと、平成２６年度の予算が７千６００万なって

いるんですよ。これ何日もまだ日にちが経っていないんですけれども。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ただ今、松浦の説明の前段に申し上げましたとおり、先般の委員会の後に平成２６年当初から
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新規職員を採用することが決定いたしました。その職員の２６年度の人件費相当額が４５０万ほ

どになりますので、前回の計画書で出した数字に４５０万ぐらいをプラスするとほぼ今回の数に

なるというものでございます。 

町長の方からお聞きしているんですが、先般の常任委員会終わった後に、正副議長さんならび

に、委員長さんの方には報告されたというふうにお聞きしておりまして、皆さまへの報告は、今

日が最初になるということで申し上げたところでございます。そのようなことで、計画書との数

字の食い違いが出たことをご説明させていただきます。 

 

○村島委員長 

 いいですか。他にございませんか。よろしいですか。はい。それでは最後になりますが、⑥の

清里森林組合今後のあり方について口頭説明ですがお願いします。はい、課長。 

 

○産業課長 

 清里町森林組合の今後のあり方について、口頭で説明させていただきます。清里町森林組合は

昭和２７年に森林組合法に基づき設立し、設立すること６４年を経過いたしましたが、近年は組

合数ならびに出資口数の減少が続き、３年ほど前から森林組合の今後のあり方につきまして森林

組合理事会において検討を行ってきたところでございます。その結果、昨年８月の理事会におい

て自主解散する方向で進めることを確認し、組合員を対象とした地区懇談会や解散以降アンケー

ト調査などを実施し、解散する方向で進めることの確認を得てまいりました。その結果を踏まえ

まして、清里町森林組合は本年５月に解散総会を開催し、自主解散することを議決し登記などの

解散手続清算事務を本年１２月末までに終了させる運びで実務を進めておりますことをお知らせ

いたします。 

なお解散総会後に清里町森林組合で事業を予定されていた方につきましては、所有者の御意向

によりますが、網走地区森林組合や関係各所と協議を済ませておりますのでスムーズに事務が引

き継がれるものと思っております。その旨、組合員には説明を行っている次第でございます。以

上、清里森林組合が本年５月に解散総会を開催し、自主解散の方向で進めていることをご報告さ

せていただきます。 

なお清里町は町有林を所有しており今後、町有林の新植や除間伐また皆伐等の町有林の管理、

並びに町内の森林所有者の林業振興などの上から町として網走地区森林組合の組合員となること

が必要ではなかろうかと考えているところでございます。加入するか否か、加入する場合の時期

や出資金の額等につきましては、今後議会と十分協議をして進めてまいりたいと思っております

のでこのことも含めてお知らせをさせていただきます。 

以上、森林組合の今後のあり方についての説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今⑥の森林組合の今後のあり方について説明がありましたが、よろしいですか。はい。は

い。それでは、全般的にないですか。 

 

○池下委員 

 はい、池下委員。ちょっと聞きもらしたんですけども３８ページのオートキャンプ場のことで
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参考までにお聞きしたいですが、営業期間が６月１３日から９月７日とで、この期間どのぐらい

の利用者数があったのか。わかれば教えていただきたい。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ２５年実績ですね。これ２６年度の営業期間を載せているんですけども、２５年度の実績を少

々お待ちください。全体人数でよろしいですか。はい。オートキャンプ場の使用にかかります入

場者につきましては全体で２千３３６人、３６７万９千円というのが２５年度となっております。

ちなみに平成２４年度で２千１８６名、３１５万８千２９０円になります。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。なし。はい、それではこれで産業課終わります。ご苦労様でした。それでは、

建設課。８項目でありますが、１項１件ずつですね、説明願います。はい、課長。 

 

○建設課長 

 それでは私の方から、本日の建設課所管の議題について概要を説明させていただきます。まず

①番の町道路線の廃止及び認定につきましては、道道止別線、区間完成に伴います町道と道道の

路線振替のための認定と廃止となっております。②番一般会計補正予算につきましては、年度末

におけます予算額の精査と国の経済対策によります平成２６年度建設予定の公営住宅の２５年度

前倒しの補正予算計上となっております。③番の繰越免許につきましては、今回補正の公営住宅

の建設予算と１２月に補正予算計上いたしました道営農道保全事業の平成２６年度への繰り越し

概要となっております。④番、⑤番につきましては特別会計の年度末におけます予算額の精査と

なっております。⑥番の当初予算主要施策につきましては、平成２６年度一般会計建設課所管分

の主要政策となっております。⑦番、⑧番につきましては特別会計、水道及び農業下排水の２６

年度の予算概要となっております。詳細につきましては、担当主幹、総括で説明させていただき

ます。 

 

○村島委員長 

 どうぞ。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 はい。それでは町道路線の廃止及び認定につきまして、議案４３ページの町道路線廃止認定位

置図によりご説明いたします。位置図には町道の廃止は点線で認定は、実線で示しております。

今回の認定及び廃止につきましては道道、清里止別線の町道２０号道路から町道２２号道路間の

工事完了に伴います町道の廃止及び認定でございます。廃止路線につきましては、路線番号１１

６番神威１２線道路５５６メーターは、北海道への移管に伴います廃止でございます。路線番号

１１４番神威２２号道路２千２１０メーターは、道道との交差点の形状変更により町道起点の移

動に伴います路線延長の減による廃止及び認定でございます。認定路線につきましては、路線番
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号２４３番神威東１２線道路１千６５５．３１メーターは、清里町への移管による認定でござい

ます。路線番号２４４番、神威西１２線道路３２５メーターは、道道の改良工事により道路線形

の変更による新たな認定でございます。 

以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、①の町道路線の廃止及び認定についての説明がありました。４３ページですが何か御

意見ありませんか。 

 

○前中委員 

 空白は部分どうなの。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 路線数が複数ありますので、解りづらいかもしれないんですが、四角の１１６番と丸の２４４

番。これは合わせてもともと町道として認定されていました。それで道道の工事が始まりまして、

平成１１年に丸の２４４番付近の路線を一度廃止しております。１１６番を今回の道路の完成に

よりまして、新たに廃止しまして、今まで道道でありました２４３番をこれを町道として認定し

ます。１１４番に関しては、直接関係ないようなんですが、起点部分の延長が若干変わります。

そのために１度廃止または再認定という行為が必要なものですから、この様な提案となっており

ます。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 実際の道道止別線自体が２１号までは１１６番道路沿いにきているんですが、この２１号から

２４４番の東側をぐるっと回ってですね。２２号までこう繋がっているという形です。２４４番

の東側に道道が反れて湾曲して工事が施工になったということで、ここが取り残されたという形

になるもんですから。今回認定かけさせていただきたいということです。 

 

○前中委員 

 ２４４の認定と空白のライン。これは。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 １１６番の終点の丸と２４４番の頭の間が空いているっていうんですよね。 

 

○前中委員 

 その下。道路になっていないということ。 
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○建設課長 

 よろしいですか。これ、２万５千分の図面ですので、詳細になっているものが、まっすぐ新た

に道道になっています。２４４番は、そういうところを並行して町道としてなっているという形

になります。 

 

○前中委員 

 これからってことですね。わかりました。 

 

○村島委員長 

 よろしいですね。なし。それではこの部分終わります。それでは、②の平成２５年度一般会計

補正予算建設課所管分について４４ページから４７ページについて説明願います。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 建設課所管の平成２５年度一般会計補正予算の概要につきまして、議案４４ページから４７ペ

ージよりご説明をいたします。議案の４４ページの歳入よりご説明いたします。今回の補正は、

課長の方から説明ありましたが、平成２５年度事業の実績と２月６日に成立いたしました、国の

補正予算に対応する今回町の補正となっております。公営２５年度の補正につきましては、２６

年度に予定した事業を前倒しして補正予算を組んで全額２６年度に繰り越すものであります。 

歳入では課目と補正額の説明をさせていただきます。まず国庫支出金国庫負担金の災害復旧事

業費の国庫負担金につきましては、公共土木施設災害復旧事業の事業費の確定により１６６万５

千円を減額するものであります。次に、土木費国庫交付金住宅費国庫交付金につきましては、平

成２５年度当初事業の事業費で３９万５千円を増額、国の補助補正事業前倒し分の補助金・交付

金３千８０万を新たに計上し、合わせて３千１１９万５千円を増額するもので、補正事業分につ

きましては、平成２６年度に全額繰り越すものであります。道路橋梁費の国庫交付金につきまし

ては、社会資本整備総合交付金事業の事業費の確定により、１千７７万９千円を減額するもので

あります。町債土木費、道路橋梁費につきましては同じく交付金事業の確定により５４０万円を

減額するものであります。災害復旧費４．７災害復旧事業債につきましては、道路災害復旧事業

の事業費の確定により２３０万円を減額するものであります。 

次に４５ページをご覧ください。歳出の部分でございます。土木費の道路橋梁費、道路等整備

事業につきましては、道路環境整備事業の実績により業務委託と工事費等の費用を減額するもの

で４６９万円を減額するものであります。財源は、一般財源を減額するものであります。道路改

良費、道路新設改良事業につきましては、事業の実績により工事費等の額を１千７１２万３千円

の減額。財源は国庫支出金１千７７万９千円の減額、町債５４０万円。一般財源９４万４千円の

減額として計上してございます。都市計画費、公園費、公園等整備管理事業につきましては、公

園広場監理業務の実績により９４万２千円減額するもので、財源内訳は、一般財源を減額するも

のであります。住宅管理費、公営住宅管理事業に関しましては、事業の実績により報酬等の費用

を減額するもので、５５万２千円を減額し、財源内訳は国庫支出金３１万８千円の増額、これは

家賃対策の補助金の部分であります。一般財源８７万円の減額として計上いたしております。住

宅建設費におきましては、公営住宅建設事業のうち平成２５年度分の事業の確定部分工事費等に

１９８万４千円の減額でありますが、下段につきましては、歳入でもご説明いたしました国の補
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正事業分に係る事業費の分等でございます。８千６７７万２千円を増額し、差し引き住宅建設事

業で８千３７８万８千円を増額し、財源内訳は国庫支出金３千８７万７千円の増額、一般財源５

千２９１万１千円の増額を計上いたしております。 

補正事業に係る住宅建設の事業費の位置図、平面図につきましては、４６ページから４７ペー

ジに添付しておりますので、まず４６ページからご覧ください。４６ページにつきましては建設

する事業のうち、ひまわり団地の部分であります。木造２階建て、２棟２戸のこれは平屋でござ

いますが、町営住宅２ＬＤＫ１戸。地域優良賃貸住宅３ＬＤＫを１戸建設し、外構工事事業と合

わせて実施するものでありまして、建設の場所は、平成２４年度繰越事業として実施、平成２５

年度に建設いたしました住宅の東側となります。次に４７ページをご覧ください。札弦団地公営

住宅の建設であります。木造建て１棟２戸町営住宅で２ＬＤＫ１戸、３ＬＤＫ１戸の建設と外交

整備を予定しております。建設地につきましては既存の住宅の南側となります。駅よりの方であ

ります。 

議案の４５ページにお戻りください。災害復旧費、４．７災害事業費、災害復旧費につきまし

ては、道路公園災害復旧工事の事業実績により業務委託料、工事費で４４９万１千円を減額し、

財源内訳は国庫支出金１６６万５千円の減町債２３０万円の減一般財源５０２万６千円の減額を

計上しております。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今、平成２５年度の一般会計補正予算所管分についての説明がありました。何かご

ざいませんか。なし。いいですか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ４５ページの住宅建設費のことでちょっとお伺いしたいんですが、ひまわり団地がこれ２棟２

戸でと札弦団地が１棟２戸。これ全部で３棟建つわけですよね。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 ３棟４戸となります。 

 

○池下委員 

 ３棟４戸で８千６７７万かかるということですか。わかりました。 

 

○村島委員長 

 池下委員、いいですか。はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 公住なんですけれども、所得制限が多々あると思うんですけども、どの辺でというのは基準が

あると思いますけどどのような。 

 

○建設課長 

 ひまわり団地につきましては２ＬＤＫを公営住宅、３ＬＤＫを特別公共賃貸住宅と考えており
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ます。また札弦につきましては２Ｌ３Ｌともに公営住宅と考えております。入居に関しましては、

所得のほうが家族等によって計算式によって算出するんですが、１５万８千円というのが基準額

となっておりますので、公営住宅に入る場合はそれ以下の方が入居基準を満たすことになります。

１５万８千円。月の所得が。 

 

○前中委員 

 所得なんですか、基本給なんですか、手取りなんですか。 

 

○建設課長 

 その金額は家族とか計算式がありまして、それで出てくる数字なんですが、純然たる１５万８

千円が毎月じゃなくて、当然もう少し上の方です。 

 

○前中委員 

 扶養家族に応じた配分があると。ちょっと関連、いいですか。妻帯者向けはあの扶養家族がい

る、あるいは独身向けは、ある程度の年齢制限があるとかいろいろあると思うんですけども、さ

くらんぼ団地あるいはいろんなところで、だんだん社会構造の中で、住まわれている方々が、従

来は妻帯者、扶養もいたけども現状の中では一人だとかそういう状況がある、あるいは僕のとこ

ろにも来るんですけども町営住宅に入りたいんだけど、なかなか所得制限だとか子育て世代の若

い人が中々申し込んでも入れないという実態が聞かれるんですけども。制度上難しい部分重々わ

かるんですけども、何かいい手立てはあるのか。現状ではないという答えしかないと思うんです

けども、その辺の枠組みの空き家率っていうんですか。その辺もやはり調査しながら世帯構成も

多分リサーチしておかないと。時代の中で変わってきているんで大変難しい部分あるんですけど

も、その辺の町住のあり方というのも検討されているのかどうか、ちょっと説明していただきた

いんですけども。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 町営住宅と公共特公賃というのを一緒に建てているわけですが、特公賃の方は入れ替わりが公

営住宅に比べると少ないです。公営住宅の方がやっぱり入れ替わりが多くて、その月におりまし

た場合、やっぱり軒数が空いてしまうんだけど募集され申し込みたい方がいても中々要件を満た

さないという件も残念ながら出てきているのが現状です。 

それで入居をされたときには家族が多くて、その後ご主人とかが亡くなられて家族数が少なく

なったというのもありますが、知っている限りではそれほど数はないと把握しています。ただこ

れから高齢化進みまして、例えば３ＬＤＫにお一人でお住まいとかというケースが増えてくる可

能性はあります。そういう場合には住みかえとかそういう方の検討ですね、していかなければな

らないと考えております。 

 

○前中委員 
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 そういう考えていくという方向性が見えているということですね。それとやはりこれも同じよ

うに聞くんですけども、妻帯者向けの公住に入った場合、夫婦共稼ぎになった時、駐車場の問題

だとか、あるいはこれだけ豪雪になったときの除排雪の関係でその住民同士の苦情トラブルとい

いますか、そういうこともあるんですけども。そこら辺のルールづくり、行政が足をふみ出して

どうのこうの大変難しい部分だと思うんですけど。その辺の何かガイダンス的なものやっぱりア

ナウンスしないとならない時期にきているんでないかなと思うんですけどもどうでしょうね。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 集合化した駐車場といいますのは、さくらんぼ団地が始まりだと思います。あそこの建設から

集合化した駐車場に皆様停めていただいて、その面積をどうやって決めたかといいますと、まず

１件１個プラス来客者用のスペースを確保するって形で駐車場を整備しております。ただ現実的

に今現在一家で２台持っている方というのは現実的にいらっしゃると思います。その方につきま

しては、来客者のところを利用されたりということをしていると思います。それで正確うちの方

で許可を出しているのは１台だけどもんですから、その正確な数字とはなかなか把握できないん

ですが、そうしましても何とか駐車場を見て回って、多分ここに住まわれている方の車かなとい

うのを計算しますと、大体来客者用のスペースを使っていただければ現在おさまっている。ただ

来客者用のスペースを使うということは、そこに権利というのは発生しませんので、必ずしもそ

こには停められないというのを理解してもらって使わなければならないんですが、それで現実に

それをあわせて１戸あたり２台ずつのスペースを確保できるかという考えで、現在駐車場を広げ

た分だけの用地というのはございません。それで今のところは、だいたい今あるスペースで、先

ほど申し上げたとおりおさまっているのですが、今後さらに車等の台数が増えて、停められない

等の苦情等が来ましたら隣接する土地の方に停められるスペースを確保していかなければならな

いのかなと考えています。 

 

○前中委員 

 除排雪の方のアナウンス。雪の除雪等のガイダンス的なものは啓蒙活動しているんですか。除

雪のトラブルが、排雪除雪その駐車場の場所の除雪からいろんなトラブルあると思うんだけども。 

 

○建設課長 

 公住の駐車場につきましては、清建工業の方で除雪入っているんですが、大雪のときには同時

には入れないものですから、早くしていただきたいという希望も確かにあると思いますが、それ

につきましては、同時進行はできませんので、ある程度待っていただいています。 

 

○田中委員 

 公営住宅特賃住宅、これ制限今言われたように制限があって、４０歳過ぎて一人だとしたら入

れない。そういった場合の検討だとか内部で話し合いだとかしたことあるのか。そこら辺ちょっ

と聞きたいと。 
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○建設課長 

 表現といたしまして微妙な表現になりますけど、詰めたころまでは話していないのは現状です

が、単身の方につきましては、特公賃の単身者住宅というのはおおむね４０歳。そういう制限も

設けていますので、中には例えば５０歳ぐらいで希望されても申し込みを受けられない状況で、

かといって他の世帯向けの住宅の方にも入居できませんので、そういう方につきましては一般の

方の借家等の検討をしています。やむを得ないんですけどそれが現在の現状です。 

 

○田中委員 

 一般の借家等勝手に探せって言ったって、そんなにあるわけじゃないし、人の住めないような

隙間だらけのしか残ってないと思うんです。今後やっぱりそういう部分についても坪単価、計算

したら坪単価９０万もかかるような住宅だったら補助もらわないで、町でやれば規制も何もかか

らないで、そういう人たちにも対処できる住宅もちょっと十分検討して、やっぱりやってくべき

かなぁと思うんですけど。 

 

○建設課長 

 年数経つごとに生活形態もどんどん変わっていくと思います。ですから今の考えを固定するわ

けではなくて、今後要求によっては、いろいろ検討してまいりたいと思います。 

 

○村島委員長 

 それでは前に進みます。それでは③について、説明してください。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 まず４８ページの一般会計補正一般会計予算の繰越明許費の概要、建設課の分についてご説明

いたします。歳入よりご説明いたします。国庫支出金、土木費、国庫支出金、住宅費国庫支出金、

整備総合交付金につきましては、先ほど補正予算でご説明いたしました国における補正事業分の

平成２５年度繰越事業として公営住宅建設事業分にかかる３千８０万円を平成２６年度に繰り越

すものであります。 

町債、農林水産業費、農業債につきましては、昨年１２月の清里町議会定例会において、補正

予算の議決をいただきましたが、農道保全対策事業負担金事業の起債繰越額が確定いたしました

ので起債総額、事業費総額につきましてはございませんが、起債総額９２０万のうち現在、現年

分の予定額１２０万円を差し引いた額８００万円を平成２６年度に繰り越しするものでありま

す。 

次に歳出についてご説明いたします。農林水産業費、農業費道営整備事業費、農道保全対策事

業負担金事業につきましては、事業費総額１千１１０万５千円の内現年分１６０万６千円を差し

引いた額９４９万９千円を平成２６年度に繰り越すものであります。財源は地方債８００万円、

一般財源１４９万９千円となります。 

次に土木費、住宅費、住宅建設費公営住宅建設事業につきましては、平成２５年度繰り越し事

業分にかかる工事請負費等の事業費８千６７７万２千円を平成２６年度に繰り越すものでありま

す。財源につきましては国庫支出金３千８００万円、一般財源５千５９７万２千円となります。
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以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 平成２５年度一般会計予算繰り越し明許費について４８ページ何かございませんか。ありませ

ん。では、前に進みます。④についてご説明願います。はい。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 平成２５年度の水道事業特別会計補正予算、第２号の概要を説明いたします。議案の４９ペー

ジよりご説明いたします。今回の補正は実行予算に基づきまして、委託料、工事請負費、その減

税額の確定に伴う不用額等を減額。それで、積立金の調整をするものでありまして、歳入それぞ

れ歳出それぞれ２２５万円を減額し、予算総額を６千５２１万１千１千円とするものであります。 

歳出よりご説明いたします。総務費につきましては、一般会費の管理費の委託料２７万８千円

と消費税確定による８万８千円の不用額それぞれを減額し、総額で３６万６千円減額となります。

施設費につきましては、工事請負費の不用額３０５万３千円の減額となります。基金につきまし

ては１１万６千９千円の増額となります。 

歳入につきましては使用料及び手数料につきましては、水道使用料の減により１００万円の減

額繰入金につきましては、工事請負費の実績によりかい簡水基金繰入金で９６万３千円の減額諸

収入につきましては、羽衣３丁目通りの水道管移設補償金の確定に伴い、２８万７千円の減額と

なります。これによりまして、歳入歳出それぞれ２２５万円を減額し予算の総額を６千５２１万

１千円とするものであります。以上で説明を終わります。 

 

○建設課長 

 平成２５年度簡易水道事業特別会計補正予算、第２号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。はい。それでは、前に進みます。 

⑤説明願います。 

 

○建設管理Ｇ主幹 

 それでは、平成２５年度農業集落排水事業特別会計補正予算第２号の概要を説明いたします。

資料、議案の５０ページよりご説明いたします。今回の補正は、実行予算に基づきまして消費税

額の確定ならびに委託料の不用額を減額するもので、歳入歳出それぞれ２６万３千円分減額し、

予算総額を１億２１０万７千円とするものであります。 

歳出よりご説明いたします。総務費につきましては一般管理費で消費税の確定により２万５千

円、施設管理費の施設管理委託料の不用額１５万９千円をそれぞれ減額し、総額１８万４千円と

の減額となります。事業費につきましては、下水道台帳作成委託料７万９千円の減額となります。 

歳入につきましては分担金及び負担金で、１６万１千円の増額財産収入の売れ行き料の売払い

で５千円の減額、繰入金につきましては一般会計繰入金で４１万９千円の減額となります。これ

により歳入歳出それぞれ２６万３千円を減額し、予算総額を１億２１０万７千円とするものであ

ります。以上で説明終わります。 
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○村島委員長 

 ただ今、２５年度の農業排水事業特別会計補正予算第２号について説明。５０ページ。何かご

ざいませんか。いですか。はい。それでは次の⑥について説明願います。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 平成２６年度一般会計当初予算の主要政策事業につきまして議案の５１ページによりご説明い

たします。農林水産業費、農業費、道営整備事業費の農道保全対策事業につきましては、道営の

負担金事業として必要経費２５０万５千円。財源内訳は農道保全対策事業債２００万円。一般財

源５０万５千円を計上しております。議案の５３ページ、事業位置図をご覧ください。平成２６

年度は清里上斜里南地区１７号道路の５．２線から５線間８０メーターの舗装工事と清里江南西

６線地区西６線道路の２７．１号から２７．３号間１３０メーターの舗装工事を予定しておりま

す。両地区とも今年度で完了の予定です。 

議案の５１ページにお戻りください。土木費、道路橋梁費、道路橋梁費の道路等整備事業につ

きましては、道路橋梁維持補修事業として５千３４１万円。内訳は調査設計業務４６３万４千円、

町道改良工事１千８８６万８千円。町道補修工事２千９９０万８千円。道路橋梁管理事業として

９千８１９万４千円。内訳は道路橋梁及び河川の指定管理業務９千４１９万２千円。その他事務

事業経費４００万２千円の総計１億５千１６０万４千円。財源内訳は町道整備事業債で１千６２

０万円道路占用料と図面等交付手数料で２６８万５千円、一般財源１億３千２７１万９千円を計

上しております。 

それぞれの事業位置図につきましては議案の５４ページから５６ページに添付しております。

調査設計業務は、５４ページに東横道路６５０メーター調査設計測量の位置図を添付しておりま

す。町道改良工事は５５ページに、新町通り６４メーターと神威１２線道路２５８メーターの位

置図を町道補修工事は、５６ページに２３号道路、１０９メーター札弦川向道路４２２メーター、

緑中通り４３６メーターの位置図を添付しております。 

道路新設改良費の道路新設改良事業につきましては、道路新設改良事務事業として２８２万２

千円。道路改良事業として６千９００万円。内訳は調査設計業務１千７８万円工事請負費５千８

２２万円の総計７千１８２万２千円。財源内訳は社会資本整備総合交付金３千９００万円、事業

債１千９９０万円、一般財源１千２９２万２千円を計上しております。 

議案の５７ページから５８ページの事業位置図をご覧ください。調査設計業務は、５７ページ

に９線道路の１７号から２０号間の約１．７キロの調査設計を予定しております。工事請負費は

５８ページに４線道路の１５号から１６号間の４６０メーターの改良舗装工事を予定しておりま

す。 

議案、５１ページにお戻りください。都市計画費公園費の公園等整備管理事業につきましては

緑ヶ丘公園管理事業２５７万４千円、ふれあい広場管理事業１６９万３千円、その他公園、駅前

広場、水元ポケットパーク、羽衣南児童公園の管理事業といたしまして、７４万６千円の総計５

０１万３千円。財源は一般財源として計上しております。１枚めくっていただきまして、住宅費、

住宅管理費の住宅用太陽光発電システム導入補助事業につきましては、１軒当たり３０万円を上

限として２５件分の必要経費として７５０万円。財源は一般財源として計上しております。住宅

建設費の住宅公営住宅建設事業につきましては、公営住宅建設事業として６５４万円、内訳は青

葉団地１棟４戸の解体工事３３３万円、水元第２団地１棟４戸の解体工事３２１万円、公営住宅
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改修事業として１千８０３万円、内訳は麻園第２団地４棟８戸の浴室改修９８５万円とさくらん

ぼ団地２棟８戸の外壁改修８１８万円の総計２千４５７万円。財源内訳は社会資本整備総合交付

金９３６万１千円、一般財源１千５２０万９千円を計上しております。 

以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、２６年度一般会計当初予算主要政策事業建設課所管分について、５１ページから５８

ページまで説明がありました。何かございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 参考までに聞きたいんですけど、麻園第２団地は、どこでした。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 中学校の校舎が建ち、道路挟んで反対側にある２軒ずつの幼稚園の南側です。 

 

○池下委員 

 古いやつですか。 

 

○建設課長 

 麻園の中では割と新しい麻園第２になるんですが、今回改修をやろうとしているのは、中学校

側から見て８戸数分です。 

 

○池下委員 

 ということは道路を中学校の前の通り側ってことですか。あれは第２団地わかりました。 

 

○村島委員長 

 はい。他にございませんか。いいですか。はい。 

 

○前中委員 

 国の交付金、社会資本整備総合交付金事業の活用で新設道路等々、今回案件であがってきてい

るんですけども、町道整備も確かにあがってきている中で、最近思うのは、やはり極端に猛吹雪

になって視界が遮られる防雪フェンスですか。当町道道の幹線にはかなり設置されてんですけど

も、近隣の町村見ると町道でも防雪フェンス等がやっぱり散見されているんですけど、当町を考

えたらそのフェンス等はやっぱり少ないのかな。町独自でその幹線的な町道例えばいろんな部分

を考えたときに、やはりその防雪フェンスというのも町自らも検討課題に挙げたらどうなのかな

と思うんですけども。その辺検討あるのかないのか。ちょっと、お聞かせ願いたい。 
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○建設課長 

 具体的にはございませんが、１６号が道道に振替になりまして北海道の方で防雪整備していた

だいておりますので、あと町の方の幹線となれば町道２線とかなります。それで今後になります

けど、やっぱり猛吹雪等で必要性が認められた場合には、計画していきたいと考えております。

具体的に今、すぐにという案はまだ作成しておりません。 

 

○村島委員長 

 はい。よろしいですか。では前に進みます。それでは次に⑦について説明願います。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 平成２６年度の簡易水道事業特別会計の概要につきましてご説明いたします。議案の５９ペー

ジをお開きいただきたいと存じます。 

歳入よりご説明いたします。使用料手数料につきましては、平成２５年度の実績見込み、今回

議決を昨年いただいておりますが、料金改正分を見込みまして４千９３５万２千円で前年対比１

１４万９千円の減となっております。留保数等の減少等によるものであります。財産収入につき

まして８千円。前年対比で２千円の減となっておりますが、基金利子の減によるものであります。

繰入金につきましては一般会計繰入金８１６万２千円。前年度対比２４８万１千円の減として計

上いたしています。繰越金につきましては、前年同額の２００万円を予定いたしております。諸

収入につきましては、預金利子として１千円前年対比１２６万３千円の減として計上をいたして

おります。 

次に、歳出についてご説明いたします。総務費につきましては職員１名分の人件費と施設管理

で必要な経費として修繕料はじめ、メーター器更新施設検査、施設点検等の委託料あわせて消費

税の部分の予算もみておりまして、前年度対比１５７万９千円の増となり、２千６０８万円を計

上いたしております。施設費につきましては、メーターの更新にかかる工事請負費９４５万円を、

前年度対比で４４５万円の減といたしております。公債費につきましては記載元利償還として前

年度対比２６５万６千円の減となる２千３６５万円を計上いたしております。基金につきまして

は、６４万３千円、前年度対比６３万４千円の増といたしております。 

これにより予算分の総額は歳入歳出それぞれ、５千９８２万３千円、前年度対比で４８９万３

千円の減として計上いたしております。 

以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑦の平成２６年度簡易水道事業別会計予算について説明がございました。何かござい

ますか。なし。では前に進みます。⑧はい。 

 

○建設管理Ｇ主幹 

 平成２６年度の農業集落排水事業特別会計予算の概要についてご説明いたします。議案の６０

ページよりご説明いたします。 

歳入よりご説明いたします。分担金及び負担金につきましては、新たな公共枡設置に係る個人

負担分分担分として前年度同額の１０万円使用料、手数料につきましては先ほど水道会計でもお
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話しいたしましたが、２５年度の実績料金改定を見込みまして３千９１６万円前年度対比１８９

万５千円の増として計上いたしております。これは大きな大口の施設、札弦にできておりまして、

それにかかる下水道使用料の増加となります。財産収入につきましては肥料の売払い収入として、

前年同額の５千円繰入金につきましては一般会計からの繰入金として５千７２２万６千円前年度

対比４３７万３千円分として計上いたします。いたしております。繰越金は前年同額の１５０万

円諸収入につきましても、前年同額の１千円を計上いたしております。 

次に歳出についてご説明いたします。総務費につきましては職員１名分の人件費と施設管理に

必要な部分経費を見ております。前年度対比で１９０万３千円の増となる３千５３２万４千円計

上いたしております。事業費につきましては、処理場の機器修繕下水道台帳作成業務委託等のよ

り前年度対比８千円の減となる５４４万２千円を計上いたしております。公債費につきましては、

機械元利償還金として前年度対比４３７万３千円の減となる、５千７２２万６千円を計上いたし

ております。 

これにより予算の総額を、歳入歳出それぞれ９千７９９万２千円前年度対比２４７万８千円の

減として計上いたしております。 

以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 平成２６年度の農業集落排水事業特別会計予算について、説明がございました。何かございま

せんか。はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 この財産収入、去年もそうだったんだけど、５千円って。これなんで５千円なの。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 平成１５年からの施設稼動以来販売続けていっております。それで３年前から、販売を休止し

ております。余剰分等のストックは多少ありますので、具体的にまた元通りの様な販売にする計

画というのは、今のところなくて同じように休止の見解もあるんですが、余剰分がもし対応に出

た場合等のことも考慮いたしまして、予算上は一応５千円で計上させていただいております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい。そこで建設課を終わります。ご苦労様でした。それでは進行します。

②番目、意見書の検討について。事務局。 

 

○議会事務局 

 それでは、意見書の検討について、１件意見書が出てきておりますのでご説明させていただき

ます。 

労働者保護ルール改悪反対を求める意見書案提出依頼者は、清里地区連合でございます。意見
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書の内容につきまして、最後のページ６４ページをご覧ください。６４ページでご説明いたしま

す。 

雇用労働者が安定的な雇用と公正な処遇のもとで安心して働くことができる環境を整備するこ

とが必要である中、政府においては解雇の金銭解決制度やホワイトカラーイグゼンプションの導

入、解雇しやすい正職員を増やす懸念のある限定正職員の普及、労働者派遣法の見直し等といっ

た議論がなされておりまして、政府が掲げる経済の好循環とは全く逆の動きであると言えるため、

記以下の３項目について要望し、改悪反対を求める内容となってございます。 

以上の意見書につきまして意見書の内容のご協議また３月定例会へ委員長名で意見書の提出を

してよろしいかどうかのご協議をお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 ただ今事務局から説明がございました。意見書の取扱につきましては、委員会に付託すること

でよろしいでしょうか。それではそういうことにいたします。はい。次回。 

 

○議会事務局長 

 今のところ、未定となっております。 

 

○村島委員長 

 その他ないですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第３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 ４時２３分） 

 


