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第５回産業福祉常任委員会会議録 

平成２６年４月２５日（金） 

    開 会   午前１０時１０分 

    閉 会   午前１１時３９分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●保健福祉課 

  ①介護老人保健施設きよさとへの医師（管理者）招聘について 

 ●町民課 

  ①清里町税条例の一部改正（専決処分承認）について 

  ②清里町国民健康保険税条例の一部改正（専決処分承認）について 

 ●産業課 

  ①平成２５年度清里焼酎販売実績について 

  ②女満別空港（焼酎広告）電照看板の設置について 

  ③パパスランドパークゴルフ場用地賃貸借契約について 

 ●建設課 

  ①公営住宅の管理状況について 

 

２．次回委員会の開催について 

 

３．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 

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

■町民課長         澤本 正弘    ■税務・収納Ｇ主幹     清水 俊行 

 ■町民生活Ｇ総括主査     梅村百合子    ■町民生活Ｇ主査     北川  実 
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 ■税務・収納Ｇ主査     吉田 慎治 

 ■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総括主査      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 

 ■上下水道・公住Ｇ総括主査 原田 賢一    ■上下水道・公住Ｇ主査  荒  一喜 

 

 

 

○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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第５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、まず町からの協議報告事項について、保健福祉課から口頭説明ですけれどもよろし

くお願いします。はい。課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課より、介護老人保健施設きよさとへの医師招聘についてご報告したいと思います。 

かねてより招聘活動を行っておりました、老健きよさとの管理者である医師についてですね、 

招聘に応じていただける見込みの先生がいらっしゃいます。本日１３時３０分から、社会福祉協 

議会の理事会で承認となる見込みですので、御案内をしたいと思います。先生は西村勇先生。昭 

和１６年１月３１日生まれの７３歳でいらっしゃいます。現在は帯広市に在住でいらっしゃいま 

して、今は医療行為等、行っていらっしゃいません。奥様と二人暮らしということです。理事会 

での承認後、契約整いますと５月１日から、来春２７年の３月３１日までという契約でもって管 

理者を務めていただくこととなってございます。先生は、帯広市の隣の音更町の国民健康保険診 

療所の委員長として６５歳で定年退職されるまでお勤めでした。平成１８年３月にもって退職さ 

れているということです。以上のようなことでございますので、ご報告いたします。 

 

○村島委員長 

今、保健福祉課の方から医師のことについて、説明がありました。何かございませんか。 

はい。池下委員。 

 

 



 

- 3 - 

○池下委員 

 今、７３歳ということですね。今回、医師を選出するにあたって、大変苦労したと思う。それ

で今回承認されるということで、他に若い医師が何名か候補がいるという話を前回していたと思

う。合意には至らなかったとのことですか。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○保健福祉課長 

 この間、３月のときにご案内しましたように、ほかにも招聘にあたってお話をさせていただい

た先生がいらっしゃいます。若い先生は６５歳という先生もいらっしゃいましたが、条件面で折

り合わなかったということでございます。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。はい。 

 

○加藤委員 

 採用期間が１年間という継続をぜひ期待をしたいところなんです。契約の中に、期限付なのか

あるいはいろんな意味合いがあって 1年なのか。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○保健福祉課長 

 契約期間としては、先ほど申し上げた期間になっています。で当然ながら双方に継続について、

特段異論がなければ、続けていただく。もちろんそういうことでございます。ただ７３歳という

ことですから、それとまたあわせて私たち医師招聘にあたってきた者、町として支援をしてきた

ものとしましては、やはり現、目黒先生が退任の意思表示をされてから、もう既に１年半を経過

しています。ですから、これまでの将来にわたっていろいろ御支援いただいた関係先との繋がり、

あるいは私たちのこういった招聘活動のノウハウを大切にしていくというところもあって、まず

は１１カ月ということでございます。もちろん施設側も継続していただきたい、先生も続けたい

ということであれば続けていただくことで話が進んでまいると思います。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。他にございませんか。 

 

○村尾議長 

 ちょっといいですか。参考までにちょっと確認しておきたいんですが、老健きよさとは社会福

祉協議会との指定管理者契約になっているわけでございまして、今回医師の招聘について、保健

福祉課の課長を始め、大変御苦労なさっている訳なんですが、これ指定管理者と言いながら、町
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の関わりがね、どういう関係で、こういう指定管理者との関連がわからないんですが。医師の招

聘だとかいうのは、町がやらなきゃならない問題なのか。指定管理者である社会福祉協議会が責

任を持ってやるべきなのか。そのへんをこれ何と言うのかな、基準は契約になっているのか。例

えば、他にも指定管理者はたくさんあるんだけど、トラックの運転手がいないときに町が指定管

理者としてトラックの運転手を見つけないといけないようなことになるのか。中見るとどうなっ

ているのかね。これ、例えば看護師がいないときも保健福祉課で、見つけなきゃならんのか。介

護士がいないときも保健福祉課でやらんきゃならんのか。そのへんどういう関わりになっている

のかね。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○保健福祉課長 

 医師を確保ということでいけば、第一義的には指定管理者が確保するということでありますが、

ただ、医師である管理者というところでいきますと、開設者である清里町が、管理者の承認を受

けるということもございまして、一緒にというふうに考えて行ってまいりました。ですから、そ

のほかの職員の確保等については、もちろん支援はしてまいりますが、並行してというふうにま

では考えておりません。 

 

○村尾議長 

 ちょっと意味わからん。もう１度聞きますけれど先ほど言ったように、うちの町は指定管理者

が他にたくさんいるんですけど、こういう場合にも町は関わりがあるのですか。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○保健福祉課長 

 管理者そのものの承認は、開設者が受けることになってございます。医師である管理者の承認

を北海道から承認を受けなくてはいけないと老健ではないとことになってしまいますのでそうい

ったところで、共に招聘にはあたってきたということございます。 

 

○村尾議長 

 わかったわ。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。よろしいですか。いいですか。これで終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。それでは、町民課。２点専決処分について出ています。説明願います。 
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○町民課長 

 町民課より報告事項説明の前にお許しをいただきまして、４月に職員の異動がございましたの

で、御紹介をさせていただきたいと存じます。まず町民課主幹の清水でございます。主幹におき

ましては町民課全般、かねて税務収納グループを担当いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。それと町民生活グループ総括主査の梅村でございます。同じく北川主査でございます。担当

は住民活動生活環境を担当いたします。同じく及川主事でございます。医療保険の方を担当いた

します。同じく田中主事でございます。住民活動を担当いたします。最後になりますが、今年度

を新規で採用になりました税務収納グループに配属になりました南部主事でございます。なお昨

年度まで、住民活動を担当いたしました菅原主事につきましては、戸籍年金の方の担当をするよ

うになりましたのでよろしくお願いいたしたいと思います。議員の皆さんには、新たなメンバー

も含めまして御指導のほどをよろしくお願いいたします。 

それでは町民課より協議報告事項につきまして、御説明をさせていただきたく存じます。清里

町税条例及び国民健康保険条例の一部改正先決処分承認につきましては、地方税法の一部を改正

する法律地方税法施行例及び地方税法施行規則の一部改正に伴いまして、条例の一部を改正する

ものでございます。地方自治法の規定に基づき、３月３１日付けをもって専決処分いたしました

ので、よろしくお願いをしたいと思います。では詳細につきまして、主幹の清水よりご説明申し

上げます。 

 

○税務・収納G主幹 

 ５月開催の清里町議会臨時議会に提出を予定しております、清里町税条例及び国民健康保険条

例の一部を改正する条例（専決処分の承認）についてご説明いたします。資料の１ページをお開

きください。清里町税条例の改正は「地方税法の一部を改正する法律」「地方税法施行令の一部

を改正する政令」及び「地方税法施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、清里町税条例

の一部を改正するものでございます。町税条例の一部を改正する条例の要旨について、ご説明い

たします。地方法人税につきましては、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図

るため、法人住民税法人税割の税率の吹き下げを行うもので、現行「１００分の１４．７」を「１

００分の１２．１」に改めるもので対応条例は、第３４条の４となっております。 

軽自動車税については、平成２７年度、初期登録分から３輪以上の軽自動車及び小型特殊自動

車の税率を自家用自動車におきましては１．５倍にその他の区分の車両においては、１．２５倍

にそれぞれ引き上げるとともに、軽自動車においてもグリーン化を進める観点から最初の新規登

録から１３年を経過した軽４輪車等については、平成２８年度分から税率を概ね２０％の重課を

行うもので対応条例は、第８２条となっております。 

固定資産税の特例措置については、耐震改修を行った既存建築物に係る減額措置の創設と、地

方税法で定める「地域決定型地方税制との特例措置で（わがまち特例）」の措置を取り入れるた

めの改正であり、対応条例は附則１０条の２及び１０条の３となっております。 

復興支援のための税制上の措置については、東日本大震災に係る被害を受けた区域における土

地等に係る固定資産税について、課税免除処置等を１年間延長するとともに平成２７年度に一般

の措置に移行する改正を行うもので、対応条例は附則第２２条から、附則第２５条までとなって

おります。 

その他法律等の改正による字句の改正や条文の条ずれ及び号の号ずれなどを措置することとな
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っております。次のページに、今回改正いたします条項の概要、施行日を記載しています。「改

正概要」をつけております。８ページより「条例新旧対照表」を添付しておりますのでご参考に

していただきたいと思います。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただいま専決処分について改正の処分について説明がございました。委員の方、何かございま

せんか。はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 軽自動車におけるその車税の改正後は上がる話でしたけど、大特、大型特殊におけるその金額

というのはこれ、どこを見れば正しいのでしょうか。 

 

○町民課長 

 大型特殊はうちの町税の方の対象にはなっておりませんので、あくまで今回の対象は小型特殊

農作業用のものということで対応して行くということでございますので、御理解いただきたいと

思います。 

 

○前中委員 

 前中委員。もう一点。ちょっとこれとは違う部分で、あとで聞こうかなと思ったんですけど、

ふるさと納税の特例処理なんですけども。当町のインターネットにおけるふるさと納税の計算方

式が控除額５千円とあったんですが、そこの控除額が、今ふるさと納税額からマイナス２千円と

いう形になっているんですけども、その点ホームページ上まだ５千円の計算式で提示されている

んです。その辺どうなるのか。認識的にどうなのかなと。 

 

○村島委員長 

 課長 

 

○町民課長 

 前中議員のおっしゃるとおり、今ふるさと納税では２千円という形で取り扱っています。ホー

ムページ上そのまま、昔の形で掲載されているということでございますので、改めます。大至急

訂正をさせていただき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 

 他にございませんか。いいですか。はい。次,お願いします。 

 

○税務・収納G主幹 

清里町国民保険税の一部を改正する条例について説明いたします。資料の５１ページをお開き

ください。今回の条例改正は、社会保障制度改革推進法の規定による法制上の措置に基づく、持

続可能な医療保険制度を構築するために講じられた「地方税法の一部を改正する法律」「地方税

法施行令の一部を改正する政令」及び「地方施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、清
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里町国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。国保税条例の一部を改正する条例の

要旨について説明いたします。課税額につきましては、賦課限度額を引き上げるもので、後期高

齢者支援等課税額について、現行の「１４万円」を「１６万円」に、介護納付金課税額につきま

して現行の「１２万円」を「１４万円」に改正するもので対応する条例は、第２条となっており

ます。 

国民健康保険税の減額につきましては、低所得者の保険料負担を軽減する処置であり、軽減判

定所得の算定基準を見直すもので、５割軽減基準額において「世帯の軽減判定所得における被保

険者の数に世帯主を含む」に改正するもので、２割軽減基準額において、被保険者の数に乗じる

額を現行の「３５万円」を「４５万円」に改正するもので対応する条例は第２３条となっており

ます。 

納期については、各納期税額の平準化を図りより納入しやすい環境整備のため、納期ごとに係

る分割金額の端数を現行の「千円単位」を「百円単位」に改正するもので、対応する条例は、第

１２条となっております。そのほか法律等の改正による字句の改正や条文の条ずれなどの措置を

行っております。次のページにより、今回改正します条例の条項の概要、施行日を記載していま

す。「改正概要」を添付しております。５４ページより「条例新旧対照表」を添付しております

ので、参考にしていただきたいと思います。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただいま清里町国民健康保険条例の一部改正の専決処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。いいですか。なければ終わりますけど。いいですか。はい。それでは

これで終わります。 

 

○村島委員長 

 それでは続きまして産業課。①から③３点ありますが、一つずつ説明願います。はい。 

 

○産業課長 

 それでは産業課の所管事業につきまして、説明させていただきます。最初にですね、産業課の

職員体制変わりました。紹介させていただきたいと思います。私４月１日で産業課長ということ

で二瓶です。今後ともよろしくお願いいたします。それで農業グループ、永野総括主査です。焼

酎グループ武山総括主査です。それと焼酎グループで竹村が今年新採用ということで入っており

ます。この他に商工観光林政ブループの方に土井と吉田という者が、配属なっておりますが、所

用のため本日は欠席させていただいておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

産業課所管事項３件について報告をさせていただきます。まず１点目でございますが、平成２

５年度の清里焼酎の販売実績について。２点目につきましては、女満別空港内の焼酎広告看板の

設置の報告。３点目は、パパスランドのパークゴルフ場用地の賃貸借契約の内容について説明を

させていただきます。 

各担当よりそれぞれ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。 

 

○焼酎G総括主査 

 はい。それでは、平成２５年度清里焼酎販売実績についてご説明させていただきます。６２ペ
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ージをごらんください。平成２５年度累計販売数量及び販売金額前年度対比販売数量販売金額に

ついてご説明いたします。 

はじめに、１２パーセント製品につきましては、浪漫倶楽部水割り１８０ミリリットルの１製

品で２５年度販売数量が１,２０９本、販売金額２１万９,４１９円であり、前年度対比販売数量で

１９６本販売、金額で４万１,０９６円の増となっております。 

次に、２０％製品につきましては、ナショナルブランド３製品、プライベートブランド２製品、

合わせまして５製品であり、販売数量を４,５８２本、販売金額３２３万７,２１１円。前年度対比

販売数量で、１８９本販売金額で４万２２６円の減になっております。 

次に、２５％製品につきましては、ナショナルブランド１０製品、プライベートブランド２０

製品合わせまして、３０製品であり販売数量４万７,５４４本、販売金額３,７８５万３,１６９円。

前年度対比販売数量１,５８７本、販売金額５１万３７２円の増となっております。 

次に、３５％製品につきましては、ナショナルブランド１製品プライベートブランド１製品と

あわせまして２製品であり、販売数量４７０本販売、金額４４万４,２３６円。前年度対比販売数

量５１６本、販売金額で１０万１,６２８円の減となっております。 

次に、４４％製品につきましては、ナショナルブランド５製品、プライベートブランド２製品

とあわせまして７製品で、販売数量８,１５７本、販売金額１,６４２万１,０２７円。前年度対比販

売数量１,５０９本、販売金額１０９万５,９８５円の減となっております。 

次に、その他酒類につきましては、平成２４年度に終売を行った製品１０製品で前年度対比販

売数量１,５４２本販売金額１４９万７,３６２円の減となっております。 

次に酒類外で清里の水、５００ミリリットルの１製品販売数量７,４２２本販売、金額で５３万

３,０１０円で前年度対比販売数量２,５１９本、販売金額１８万９,９３３円の増となっておりま

す。 

酒類以外の包装資材他、消費税を合わせまして、合計販売数量８万５,189 本、販売金額６,２

６２万７,２５９円。前年度対比販売数量４７４本、販売金額２４４万７３４円の減となっており

ます。 

マイナスの要因としましては、大きくは４４％製品の落ち込みと平成２４年度に実施した終売

商品分について、販売において吸収しきれなかったのが、大きな要因と考えております。４４％

製品の落ち込みについては、観光地での販売不振によるところが大きいと判断しております。今

後の対策としましては、新たな販売先の開拓などの販路拡大や積極的な営業展開で収益の向上に

努めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。以上、説明

を終わります。 

 

○村島委員長 

 ①の平成２５年度清里焼酎販売の実績について。説明がございました。委員の方何かございま

せんか。ありませんか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 焼酎のことで聞きたいんですが、まず焼酎事業所に関しては当初予算 8,１３０万３千円ですが、

２６年度から２７年度に関してはですね、３名体制と言っておられましたけども、一人増えて４

名体制になって武山総括主査が増えた。まず、武山総括の仕事としてどういったことに取り組ん
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でいこうとしているのか、そのへんをまずお伺いしたい。 

 

○産業課長 

 今回の人事異動で武山総括主査ということで、焼酎工場の方に配属になりました。武山総括主

査の処遇につきましては、販売および事務これらを一挙にやるという形で、今考えております。

販路の拡大等もいろいろ力を入れていきたいというふうに考えております。武山総括主査の人件

費関係等につきましては、現在のところ一般会計の方の給料という形で当面推移をさせていただ

きたいなというふうに考えております。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 先ほどの説明のですね、販売及び事務という説明があったんですが、やはりですねＰＲに関し

てすごく大事だと。それと営業活動をいかにやっていくか、すごく大事だと思います。例えば武

山君の人事、今一般会計の方でと説明があったんですが、人件費だけでなくそういったＰＲ活動

それから営業活動していく上で、人件費だけでは済まない金額が当然出てくる。そうすると一般

会計から組み入れるのは、８,130万という数字は出ていますけども補正予算を組んでも、やって

いくんだという取り組み方。そういう姿勢が大事なんじゃないかなというふうに思うんですが、

その辺いかがですか。 

 

○産業課長 

 委員ご指摘のとおり、販売それとＰＲこういう部分では非常に重要な案件になってくるのかな

というふうに思います。職員の人件費問題等いろいろあろうかと思いますが、まだ現実４名体制

になっているその人件費、実際に計算すれば出るんでしょうけども、それ以外の部分ＰＲなんと

かそういう経費もこれからいろいろ出てくるのかなというふうに思っております。それら今年に

関しては、こちらでもいろいろ模索しながら検討していきたいなというふうに思いますんで、で

きれば２７年度以降の予算の中では、そういう部分も反映した特別会計で、行いたいなという気

持ちはございます。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 今、２７年度以降で、こういうふうな体制でやっていきたいという説明があったのですが、今

年の９月に新しくリニューアルした焼酎を、産業まつりを機に売り出すんですよ。そうであるな

らば、やっぱり専門に営業活動それからＰＲ活動を専門にやっていくのに人員体制、そこに経費

は多少上回ったとしてもですね、町として焼酎に力を入れてやっていくんだということが、ここ

におられる議員さんも決してＮＯとは言わないと思います。そういった新しく焼酎をやっていく

前向きな姿勢を来年度からでなくて今年度補正を組んででもやるぞっていう意気込みをですね、



 

- 10 - 

私は見せてほしいなと思うんです。 

 

○産業課長 

 諸経費の部分は、旅費とそういう部分については、規定の予算の中でもある程度確保はしてお

ります。今回、確保されていない分というのが武山の人件費の部分。これがなかったということ

でございますので、これに関しては先ほどもいったとおり人件費の部分、どうしても増える今回

の職員、新人職員が増える中でも４００万円という数字になっております。そういう計算もござ

います。武山の部分で５００、６００万円というような数字にも多分なるのかなとは思っており

ますがその辺も含めまして、今後もちょっと協議をさしていただきたいなというふうに思います。

できるのであれば、委員おっしゃるように意欲を見せるということで、やってきたいなと思いま

すので、理事者の方とも協議をしながら進めていきたいと思います。ご理解賜りたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ４０年こうやって焼酎事業をやってきた中で、今回初めてリニューアルということで、民間で

言えば社運を賭けたそういう戦いになると思います。行政だからと言って、決してそういう甘ん

じた考えでなく、清里焼酎ありということを子供の世代まで言い伝えていくならば、やはり今年、

来年が勝負の年になるだろうと思いますので、産業課グループ焼酎関連にいる職員もひっくるめ

て、町全体でやっていくんだという姿勢をより強く持ってやって頂きたい。そういうふうに切に

願います。 

 

○村島委員長 

 ありませんか。はい。 

 

○加藤委員 

 この人件費の問題で基本的にですね。特別会計の中で名指しはあれですけど、今度異動された

武山くんが、基本的に副所長でなければ問題はないと思います。その業務内容が一般のことを含

めて全部ですよと言った時に、それを一般会計から持ってきていますという行為そのものは特会

としてのあり方の根幹にかかわる問題。それを今年度中にどうのこうのという話は、基本的には

これは許される話ではない。これはすべて全体の収支からいけば特に問題ないかもしれませんが、

なぜしたら特会という環境を作っているのか。少なくとも販売促進という形で、個別に対策室な

りを設けて焼酎工場と切り離してやるって言うんであればいいけど、その担当者が実質、焼酎事

業所のトップでありながら、特会がありながらこういう形というのはどういうふうに考えても、

これは理解つかない。今年度中考えてどうのこうのという論議では、私はないと思う。その辺の

考え方そもそもが、町の行政として何を考えているかと。少なくても４月の人事異動ということ

は、３月の時点でどういう予算組みだったんですかってことですよ。焼酎の５カ年計画の数字を

良くするためにこれはいじりたくないと。そういう論法ではなく、やはりきちっと情報公開は正

しく、費用がかかっているところは、かかっていると表示していくこと。それが働く人の責務だ
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し、逆に意欲にもつながってくると思います。この辺についての改善は、早急にきちっと町長が

自ら修正すべきことは修正すべきとして臨時議会があるんですから。その中で、全ての方向性を

きちっと修正提案するという形。そうでなければ今、池下さんの言っているとおり、焼酎事業に

大きくイベント事業を展開してきますと。それに係るものは全部別に、いろんなところから流用

していくのかって話になってきますよ。そういう町民に見づらい、理解されにくい形での行政の

運営は相成らん。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 委員御指摘の関係でございますが、武山の処遇につきましては、一般行政の方の私どもの考え

ですけども、今特別会計の方で予算を組んでいる部分、これ醸造に関する部分の職員に関して特

別会計の部分でみさせていただいているということで、武山については、今回一般事務という形

から回ったわけなんですけども、処遇については私と同じような立場という形になるかなという

ふうに思います。私も兼務ですけども特別会計の部分では見ておりません。一般会計という形で

動いておりますので、それと同じような形で推移をしている私は思っております。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 あの給与体系全体でいけば問題ないんですよ。なぜ特会をつくったのかということなんですよ。

給料を支払う方法に問題があるとかじゃなくて、なぜ特会というのをつくっているんですかとい

うことです。焼酎事業の特別会計の中身が無くなっていくことになる。法律上許される範囲とか

ではないわけですよ。なぜ特会をつくったのか。焼酎に対する考え方が、町サイドはなんか言い

づらいですけどなんかめちゃめちゃな感じで錯覚していませんかという。逆に別個に販売につい

て、別会計で対策をやっていきますとかというのなら理解つきます。４月１日の人事異動で、そ

の責務が特別会計の責任者みたいな感じで運営されているということであれば、これはやはり大

きな問題点だと私思います。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○産業課長 

 今の関係につきましては、ご指摘の部分も重々わかりました。ただ今回に関しまして、ちょっ

と私もまだ不慣れな部分もあるんですが、そのへんについては、早急に改善できるようにやって

いきたいというふうに思いますんで、ご理解を賜りたいと思います。再度協議をさせていただい

く形になろうかと思いますけども、そのときはまたよろしくお願いしたいと思います。 
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○村島委員長 

 他にございませんか。無いようなので、次の②女満別空港の焼酎広告電照看板の設置について

説明願います。 

 

○焼酎G総括主査 

それでは女満別空港、焼酎広告電照看板の設置について御説明申し上げます。６３ページをご

らんください。女満別空港２階ロビー売店入り口上部において、焼酎の広告看板を設置したもの

でございます。設置期間につきましては、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの

１年間の契約でございます。契約先につきましては、株式会社東急エイジェンシー契約金額につ

きましては５４万３,２４０円。内訳につきましては、広告料が４２万円電気料６万３,０００円、

管理料２万円いう内訳になってございます。今後新ブランド商品完成後看板の書きかえ作業を行

っていきたいというふうに考えてございます。これについては、７月中に実施をしていきたいと

いうふうに考えております。費用につきましては、広告板の作成費用１７万２,８００円を予定し

てございます。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 只今説明ありました女満別空港の電照看板設置について何か御意見ございませんか。よろしい

ですか。無いようですので、③のパパスランドパークゴルフ場用地の賃貸契約について説明願い

ます。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 パパスランドパークゴルフ場用地の賃貸借契約についてご説明いたします。引き続き６３ペー

ジの下段をご覧いただきたいと思います。パパスランドパークゴルフ場の用地につきましては、

平成１０年に札弦地区住民からのパークゴルフ場拡張要望により清里町土地開発公社の斡旋によ

る地権者との賃貸借区画がなされ、平成１１年度に造成工事を実施し、現在のパークゴルフ場と

なっております。 

用地の賃貸借契約につきましては、平成１１年６月２８日に契約され、当初は１０年間の平成

２１年３月３１日まで継続して、５年間の平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日までと

なっており、契約期間満了により継続して契約を締結しましたので、ご報告申し上げます。契約

期間は、平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までの３年間、借地面積は１万６,３７９

平方メートル、約１６反５畝になります。借地料４８万８,０００円契約となっております。契約

期間を５年から３年に短縮した理由につきましては、土地購入に向けた協議を本年度より地権者

と継続してまいりたいと考えているところにより本契約締結時に地権者に対し、町から購入希望

意思を伝えているところであります。現在のところ、相手方からの売買意思は確認できませんが、

今後本格的に用地購入に向けた金額の提示等を町の案がまとまった段階で、本常任委員会にご協

議申し上げますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。なお本契約による借地料につ

きましては、反当たり３万円に１６反５畝を乗じた全契約の４９万５,０００円から４８万８,００

０円の７,０００円の減額となっております。以上で説明を終わります。 
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○村島委員長 

 只今パパスランドの賃貸料についての説明がありました。何か委員の方ありませんか。はい。

池下委員。 

 

○池下委員 

 今、町の方が買うという方向で、金額の折り合いつくかわかりませんけども、３年契約じゃな

く単年度契約いいんじゃないか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今の池下議員の御質問にお答えします。単年契約も考えたんですけれども、そこでの折り

合いがつかなくてですね、もしも、もう貸さないよと言われた時に、別のパークゴルフ場の設置

というのも考えなければいけなくなりますし、そうした中でとりあえず３年の中できちんと話を

して、もしも売買ともにだめになった場合とかは、別の箇所でのパークゴルフ場の造成とやっぱ

り期間がかかってしまいます。町の方としては、３年間ということで、今回ご説明をさせていた

だいたような形になっております。 

 

○村島委員長 

はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今の説明ではね、３年間で結論を出していきたいというふうな言い方だと思うんです。平成１

１年からこうやって、およそだいたい金額にすると７００万以上かかっているんです。実態とし

てやるなら、言ったように３年間云々じゃなくて、今までそういった煮詰まった話をされてきた

かもしれないけども、多少金額的にかかっても買ってしまった方が得だっていうふうな解釈にな

らなかったのか。そのへんいかがですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 只今の池下委員の御質問ですけれども以前、平成２１年の契約のときもですね。議会の方から

も色々お話いただいて売買のお話しをさせていただいたんです。けれども当時の記録を見ますと、

とりあえずは賃貸でいくということで名義が先代から変わっただとか、そういう理由があったよ

うで５年間ということと、それで１０年間から５年間に契約期間を短縮しているような形になっ

ておりまして、その時に売買の話なんですけども売買の方はちょっとまだ受けられないよという

ことでしたので、この度も再度、相手方の方とは話をさせていただいて３年間で売買の方を進め

ていきたいというふうに考えております。 

 

○村島委員長 

池下委員。 

 

○池下委員 

 今までそういう話がされてきた中で、こうやって実際売買に至ってないということは、今後も
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売ってくれない可能性も十分に考えられるならば、もう町サイドとして違う所を安価で出来るよ

うな地域を探すなりしたほうが、その方が早いんじゃないかと思うんですけど。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 私来る前にも、いろいろお話ありまして、議会の方からも色々とご教示いただきながら進めて

いたんですけども、パークゴルフ場をつくるのにやはり造成するのにお金かかってしまいますし、

もしも明日以降やめた場合につきましては、契約上畑にしてという部分もあり、それらの金額も

出てくるわけですれども、池下委員が言われるように他の場所というのも考えてはいるんですが、

当面賃貸が続いていたわけですので、それらの中でパークゴルフ場の利用という形で現在のとこ

ろまで進めていたというような形でご理解ください。 

 

○村島委員長 

 ほかにはい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 色んな意味合いはわかるのですが、出ている通り３年間で売買が成立すればいいんですが、あ

るいはその売買金額等に、町の思っている単価で無かった場合、また延長するのかもしれません

が、私はすべきではない。ここのところだけ再確認した中で、物事をひとつ進めていただきたい。

札弦の地域の要望がどうのこうのという表現をしますが、それからいけば、清里町の町内にある

すべてのパークゴルフ場の環境がどうなのかというふうに踏まえた時にやっぱりコース長い短

い、いろんなことがありながら、その部分の改善を前もって作る予定でスタートをかけるべきだ。

あの部分を畑に戻さないとならないという条件は確かにあるでしょう。でもあそこに芝生を植え

たっていうことは、いい土なんですよ。砂のバンカーの部分だけ削除し、赤土を入れれば、１、

２年できちっとした畑に変更はできると思います。基本的に両方が納得いく環境であればいいん

ですけど、そうでない、いろんな環境の中に再度検討を重ねていきますというような期間の設定

はすべきでない。３年間で折り合いがつかないとすれば、きちっと代替地を設けてやっていくと

いうことだけの姿勢はきちっと提示していただきたいと。それが少なくとも３年後による話では

なく、３年後の終了と同時に売買しますという契約を少なくとも１年前には達成すべきだと。そ

のことのもとに達成できなければ、やっぱり新規の部分を築いていくという最終決断を３年後で

なく２年後にしなければ。これは最終決定ですよ。何回もこの問題について話している。もう１

つ確認をしておきたいんですが、この場所は公園としてなっているのか。どういう地目になって

いるか。その固定資産税は誰がどういう形で支払っているのか。 

 

○村島委員長  

はい。 

 

○商工観光・林政G主幹 

 加藤議員の後段の御質問の方は私の方からご説明申し上げます。現況の地目につきましては平

成２１年度の契約の時点で公園という形となっております。で、税法上公園につきましては非課

税という形になりますので、現在のところは非課税というような形になっております。 
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○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 前段のお話ですけども委員御指摘のとおり、価格の関係やら色々これから議会の方とも協議を

させていただくのかなというふうに思います。現在いろいろ金額の提示もしているんですが、な

かなか相手の方もそれに同意をしていただけない部分もございます。価格の関係については、近

隣の価格や情報なり、過去の取得情報なりそういう部分を加味しながら徹底していきたいなとい

うふうに思っておりますので、御指摘のとおり３年以内には売買の方向でなんとか進めていきた

いというふうに思いますんで、また価格協議の際にはですね委員会の方にも報告をさせていただ

きたいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

加藤委員。 

 

○加藤委員 

 買い進めることは結構なんですが、その中で今言われた公園で２１年度からですか、非課税に

なってということは実質値上げになっているということになります。畑の部分に関して、いろん

な考慮を踏まえた時に今の地代変更の町内における推移、いろんな条件の中から、これらの問題

は迅速に１年以内に目途をつける。１年間には、その成立を図る。このことだけを肝に銘じて進

めていただきたい。 

 

○村島委員長 

課長。 

 

○産業課長 

 御指摘のとおり、これから努力をしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 はい。他にございませんか。よろしいですか。田中委員。 

 

○田中委員 

 加藤委員と私も同じ考えなんですけども。やはり当初から賃貸でなく、売買の方がいいのでは

ないかという議会からの話が出ていたわけなんですけども、いろんな事情があってここまできた

わけなんで。３年以内に本当に出来なかったら、パパスのあの空いている横でもね。こっちは契

約だから金かかっても農地にして戻す、そしてやはり空いているところで、ただ町民の健康維持、

レクレーションの場ということなんで、多少短くてもなんでも空いているこっちの方ででもやる

ぐらいの腹もって、ズルズルズルズルこんなの何年もやって、はっきりするべきだと私も思いま

す。 

 



 

- 16 - 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 パパスのコースにつきましては正式な国際規格に合致したような構成になってないというのは

実態でございます。それらも踏まえて用地取得等を視野に入れながら検討はしていきたいという

ふうに思います。ただできればパパスの周辺近くで、やっぱりそういう施設があれば一番いいの

かなというのもございます。それで今の用地なるべく取得できるような形で頑張っていきたいと

いうふうに思いますので御理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。それでは、産業課これで終わります。ご苦労様でした。 

それでは引き続き建設課。公営住宅の管理状況について説明願います。はい、課長。 

 

○建設課長 

 それでは、現在におけます公営住宅の管理状況についてご説明させていただきます。６４ペー

ジをお開きください。これは３月末時点の数字ですので、現在におきましては若干の数字の動き

がございます。 

まず住宅の管理状況ですが、住宅大きく分けまして町営住宅と特別公共賃貸住宅というふうに

分かれております。町営住宅につきましては、現在管理戸数２４９戸。うち３月末時点で入居者

２０７戸空き戸数が４２戸あります。ただこの空き戸数につきましては、政策空き家としており

ます。将来解体予定としているもの２３戸。それと解体に伴います移転用に空けてあります１２

戸。合わせて３５戸が政策空き家としておりますので、実質的な空き家数というのはこの時点で

７戸となっております。 

続いて特別公共賃貸住宅。これにつきましては管理戸数１３６戸。入居者戸数が３月時点で１

３４戸で２戸が空き家となっております。続きまして入居時点の入居者の資格です。まず町営住

宅です。町営住宅につきましては、まず同居親族があるか高齢者等には一応単身でできるような

入居資格要件を設けております。続いて収入基準です。一般入居者につきましては収入月額１５

万８,０００円。この計算方法につきましては、単純に年間の所得を１２で割るのではなくて、そ

の所得から政令で定めました扶養等の控除額を引いた数値を１２で割ったこの数字が１５万８,

０００円以下ということです。ただその下に書いてあります、裁量入居者というのがあります。

これにつきましては、例えば障害者や幼い子がいる家庭に対する緩和措置といたしまして、この

場合収入月額２５万９,０００円までを入居可能ということで認めております。それ以外につきま

しては住宅に困窮していることが明らかで町税及び使用料を滞納していない者。この辺が入居者

の要件となっております。続きまして特別公共賃貸住宅です。これにつきましても、まず同居親

族がある方。ただし特別公共賃貸住宅は単身者用住宅があります。これは除かれます。この単身

者用住宅の入居要件で今まで年齢制限というものをしておりました。これは概ね建設当時から若

い方の入居を目的としておりますので、概ね４０歳というのを年齢の上限とさせていただきまし

たが、近年の結婚年齢が上がったことやら現在の状況を勘案しまして、今年度は６０歳未満とし

て５９歳までの方の入居を受け付けることとしております。続いて、所得の範囲です。これにつ
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きましては公営住宅と関連いたします、収入や月額１５万８,０００円を超えて４８万７千円以下

となっています。ただし単身者入居をする方で１５万８,０００円に満たない方もあります。この

方に関しましては、やはりお若い方もいらっしゃいますんで定職があって、将来収入の上昇が見

込まれる場合には入居を認めております。ですから現実問題、収入月額１５万８,０００円以下で

あっても、単身者の方では、入居を認めております。続きまして公営住宅と同じように、住宅に

困窮しているのは明らか又、町内に住所もしくは勤務場所を有する方。町税及び使用料を滞納し

ていない方というのが要件となっております。次の６５ページをご覧ください。これは入居の状

況をさらに団地ごとに細かく分けさせて、いただきました。一番左側の区分のところを見ていた

だきますが、町営住宅その下に特別賃貸住宅・特別公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅とあります

が、この３つに関しましては、建設時の事業制度名をつけておりますので中身的には同じものと

お考えいただきたいと思います。続きまして団地の位置図をつけさせていただきました。６６ペ

ージと６７ページにつきましては、清里町内にあります点在しております団地の位置です。６８

ページは札弦の同じように団地位置です。６９ページにつきましては、緑の団地となっておりま

す。以上説明を終わらせていただきます。 

 

○村島委員長 

 はい。ただいま公営住宅の管理状況について説明がございました。委員の方、何かございませ

んか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 今の説明の中に単身者が４０歳から５９歳になったということで、これはもう始まっているん

ですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 ４月の入居から申し込みがあった場合は受けることとしております。 

 

○村島委員長 

いいですか。他にございませんか。なし。いいですか。はい。 

 

○村尾議長 

 なんか随分公営住宅の入居について、私も随分あちこちから聞くんですが、窓口でどういう問

題が一番問題になっていますか。例えば今単身者が４０歳までを５９歳までと変えたようなんで

すが、窓口で縛りがあることによって、どんな問題があるんでしょうか。 

 

○建設課長 

 はい、入居を申し込みの時点で、例えば年齢でいきますと。従前単身者おおむね４０歳として

いた中で具体的には４３歳を目途として、受付けております。中にはやっぱり５０歳ぐらいの方
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で一人で入居されたいという方も何件かあったと聞いています。その場合うちとしては、おおむ

ね４０歳ですので申し込みできませんというふうにお答えしなければなりませんので、その辺の

年齢的な縛りもありました。あと様々、収入によって公営住宅に入居可能かどうか、また、所得

がどうしても上がってしまうと公営住宅の方には入居できないと。後は細かなお話はございます。 

 

○村島委員長  

 はい、議長。 

 

○村尾議長 

 実は私も聞いているのが、農家の跡取り息子さんが結婚するときに公営住宅に入りたいと。そ

して旦那の給料だけなら公営住宅に入れる金額なんですが、嫁さんになる子が前年度は務めてい

て、二人合わせると公営住宅の金額を超えちゃうというようなことで入れないんだと。せっかく

清里に住もうと思っているのが公営住宅に入れないということで、斜里の方に入ってるという人

がいる様なんです。この辺については、公営住宅は、収入の縛りがあるからやむを得ないかと思

うんですが、先ほど聞きたかったのは、そういう町民の公営住宅の入所希望に答えられない問題

点は、どんなことがあるんですかということを聞きたかったわけです。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 やはり農家さんの場合、例えば収入はやはり計算して１５万８,０００円を超えてしまうと。そ

のときは特別公共賃貸住宅に空きがあれば、そちらの方をお進めできるんですが、特公賃の方は

余り回転もありませんので、常に両方の住宅が空いた状態で入居を受け付けることはできません

ので、その時その公営住宅しか空いてなければ収入要件を超えてしまった場合には、受付けられ

ないという現状がございます。 

 

○村尾議長 

 いいですか。そういうことでせっかく結婚しても清里に住めなくて、斜里でアパートを探した

というのがかなりあるようなんですけど。今後の対策として公営住宅で対応できるのかわかりま

せんが、せっかく安定人口が増えるかっていう時に町外に住まなきゃならないような状況の中で、

今後、この対策は建設課ではどう考えていますか。 

 

○村島委員長 

はい、課長。 

 

○建設課長 

 現在も団地建設継続しております。この入居の収入月額につきましては町独自で決めているも

のございませんのでなかなか変更はできません。これからの住宅建設の中でやっぱり需要に見合

った建設の仕方で公営住宅を建設するのが、また収入の高い方の入れる特別公共賃貸住宅を建設
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していくのが、その時々やっぱりケースと状況を見ながらですね建設を計画してやっていきたい

と考えております。 

 

○村尾議長 

 前から私話しているわけですけれど、公営住宅の補助率というのが４０数パーセント、５０％

未満だと各議員もそれぞれ入札の段階で、記憶しているかと思うんですけど非常に高単価で契約

を結ばれていると思うんです。けど、仮に５０％の補助をもらわないで単独でやっても建てられ

るような金額だと認識しているんですよ。そういう状況からいくと、公営住宅の補助事業にのり

すぎではないのかと。単費で造って、自由に貸せる町の自由な判断で貸せるような住宅という町

営住宅的な発想が必要でないかという話をしているんです。先ほど言ったように補助事業をもら

うために縛りがある。これを建設課なり、町長なり、町の独自の発想で貸せるような住宅を建設

すべきだと思うんですけど、その辺については検討したことないんでしょうかね。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 うちの町につきましては、公営住宅を建設し、その分の約５０％の補助を国からいただいて建

設している方法をとっております。近年建設方法にも別なものが出てきまして、例えば民間で建

設し、その後、町で買うというような手法もやられているところもあります。それでうちの町が

行っている公営住宅として建設していくのであれば、やはり公営住宅に見合った使用性能となり

ますので、やはり建設費は若干ですが民間建てているよりは若干上になる部分もいたし方ないと

思いますが、今後時代も変わりまして、今までの建設手法以外のものも出てくる可能性も出てき

ます。そうなりますとうち建設課の公住だけの考えではなかなか進めなく、オール清里で考えな

ければならない部分も出てきますので、いろいろな事業制度が出てきた段階では、全体で話し合

って検討させていただき、町にとって有意義なものがあるのであれば、提案させていただくよう

な形になると思います。 

 

○村尾議長 

 そういう環境変化が出てきている状況の中で、公営住宅に頼らないで新しいその町営住宅、住

宅の供給をどう考えていくかってことは、そろそろもう先を見込んで検討してもらいたい。ぜひ

従来の補助事業による公営住宅の建設でない、やはり住民サイドに立った使い勝手のいい住宅を

どう供給するかってことを真剣になって検討していく時期でないかとこう思いますんで、公営住

宅に頼らないような住宅供給。ぜひ検討していただきたいこのように思います。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 検討してまいりたいと思います。 
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○村島委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 今の議長の発言内容、私自身もそういう思いがかなりありました。今回一般質問の中でも質疑

したんですけど、なぜ民間の賃貸住宅が当町にはないのかという理由は、多分そこにあると思う

んですね。町営住宅あるいは特公賃住宅の数がかなり充実というか本当に贅沢なぐらい建設され、

そこには補助事業という形で、機能して住宅環境の政策はなされているのかなと思う。ただやっ

ぱり１つ問題があるのは近隣の民間住宅の家賃に比べ、比べるとやはり特公賃、あるいは町営住

宅の家賃がやはり低く設定されている。民間賃貸住宅であれば、それなりの単価があるんですけ

ども、なかなかそこに民間が参入できないという事実もあるのかな。それであるならばやはりい

ろんな部分で補助事業を仰ぐんではなくて、単費でなお且つ、当初若い世代であるんであればそ

こは家賃収入で求めながら、将来的に１０年２０年後には個人の所有財産としての住宅に替える

ようなそういうプランも同じように考えてほしいなという部分があります。 

そしてもう１点、今ここに出ているデータ３月末の時点なんですけど、つい昨日の話なんです

けどね、中学校の先生でやはり入る住宅がないという話で斜里に住まわれている先生がいたんで

すよね。そこは道営住宅も転用しますって話。そういう説明も教育課の方から出ていたんですけ

ども実態としてそういう事例がもう４月の段階であったということは、なかなか情報が、課の中

で共有されていても、先生方との情報が共有されていなかったのかなという部分もありますから

ね。こういう町営住宅のニーズが高いのは、人の動きがある３月なんで、そこら辺もう一度こう

いろいろ情報を公開しながらやっていただきたいと思います。 

それと４０歳以上のその年齢制限を少し緩和ということで、５９歳以下までというのは、やは

りここも広報等にやはり周知していただいて、僕のところにいろいろ事情がありまして都会の方

からふるさとに戻ってきた時にはもう５０という年齢で、やはり単身者なんですけども入れなか

った実態はありますから。今回そういう形で本当に進んだんで、僕としても本当に良い対応かな

と思っている。また広報として、そこの部分はやはりお知らせして頂ければなと思います。 

 

○建設課長 

 ただいまお話あったように、当町とおっしゃいました町営住宅の数としては、特別多くもない

んですが、特公賃の方は他の管内の町村と比べるとかなり多い状況であります。それで需要があ

って町で建設して、それでなかなか民間が建たない状況で、町が建てるというのをずっと継続し

ていた形が今の形となっております。それにつきましても、議長からお話ありました他の建設手

法によることもですね、今後情報の方を収集していきたいと考えております。 

それと年齢等の周知に関しましては、入居者の要件というのはたくさんあるものですからなか

なか広報の部分的には載せれない部分もありますので、まず５月の広報におきましては、今年度

の入居要件については、町のほう建設課の方にお問い合わせくださいという文面をですね、増や

させていただきましたので、質問等受けて周知させていただきたいと考えております。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。いいですか。はい、池下委員。 
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○池下委員 

 今課長が説明された、５月の広報に４０歳から５９歳に変更になりましたよと明記するんです

か。 

 

○建設課長 

 あの入居要件については、この年齢以外にもたくさんあるものですから、まずお問い合わせを

いただきたいというのがうちの考えです。その中で今年度の入居要件については、建設課にお問

い合わせくださいという文面で周知させていただきたいと考えております。 

 

○村島委員長 

はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 単身者に関して、実は斜里町というのは公営住宅単身者用の住宅って無いんですよ。世代向け

のやつがいっぱいある。それで民間の単身者用のマンションがたくさんある。それが実に家賃が

高い。そういった中でも清里とは時間にして車でだいたい１２分か１５分ぐらいあれば通えるの

で、清里町でそういう単身者住宅に入れるのがあれば、清里町に通いたいという実際そういう声

を聴いています。そういった部分で明記して、やはり広報またはもしくはホームページの方に早

急に対応して、そしてわがまちに一人でも増えていけるような方法でやっていただきたい。そう

いうふうに思います。 

 

○建設課長 

 周知の文章の表現に関しましては悩むところです。それでなるべくたくさん文字を書きますと

どうしても見過ごしてしまいますので、なるべく少ない文字で注意を促す形で文面考えさせてい

ただいて書いております。それでこちらの今の思いとしては入居要件というのは様々あるもので

すから、その辺を含めて詳しい話はぜひ是非直接町の方にですね。連絡いただきたいと思いでお

りました。ただあくまでもこちらの思いですので、いただいた御意見も参考にさせていただいて、

表現方法を考えていきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 おおかた出たと思うんですが、ともかく町営住宅、公営住宅の管理している価格の問題では、

それとも条例とこれに従っての入居扱いしかできない。でもそういう形の中でいろんな住宅事情

に応募してくる環境、いろんな事例が出ましたけど、これらにはなかなか対応仕切れないという

のを肌で感じていると思うんですよ。これからの中で、一番大切なのは清里に住みたいと思って

いる若い人方。こういう人がやむを得ず住む場所がなくて行くっていう、この環境をぜひとも食

い止める。あるいは是非清里に住居があるんだったら住みたい。このことがまちづくりの基本に

もなるんじゃないだろうか。先ほど課長も言われていましたけれども、清里町全体をあげて、こ
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の問題をどういうふうに取り組んでいくのかということが非常に大切だとそういうことを肌で感

じている建設課が一つ中心になって、この定住、そして町づくりの基本、いろんな施設の前に、

まずは人が住み続けることが大切、それも若い人がという環境の観点から、ぜひ今年度中に具体

的な案をいろんな角度から提案をされて論議をされる場を築いていただきたいと要望しておきま

す。 

 

○村島委員長 

はい課長。 

 

○建設課長 

 入居をうける時点で中々その要件を満たしてくださる方はいいですけど、要件を満たされない

方を断るのは、なかなか受付けている分でしのびない部分もございます。それで町営住宅にこだ

わらず入れる住宅の検討ということで、今後情報を収集しまして考えていきたいと思います。 

 

○村島委員長 

よろしいですか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 建設課の公営住宅の問題。建設課関連しているんですけど質問していいですか。 

 

○村島委員長 

 はいどうぞ。 

 

○池下委員 

 先日お電話いただいたんですが、電話だけで説明受けた内容がいまいち理解できないのがあっ

た。今回委員会がありましたので、ちょっと説明いただければ。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○建設課長 

 指定管理に関します専決処分の説明は、今回予定しておりました。ただ５月１３日に、もう一

度委員会がありまして、予算案に関係するものをそちらの方で説明という話がありまして、そち

らで説明させていただきたいと考えていたのですが、今御質問いただきましたのでちょっと資料

も揃えていませんけど、私の頭に入っている範囲以内で説明させていただきます。 

昨年、大雪で指定管理に対する契約を補正させていただきました。それで実質的に３月時点で、

若干数字がもし違っていたらご勘弁願いたいのですが、２,３００万ほど補正させていただきまし

て、実質的には１,５００万円決算額において、指定管理者の方に追加で支払うと。災害的な雪と

いうこともございましたし、その１０％超える契約条項もございますのでその分から支出してお

りました。今年度におきまして、１１月、１２月の雪というのは昨年からみると当然少ないです
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が、その前に比べても少なくきていたわけですけど、２月の中に大雪がございました。その後３

月に入りまして週末ごとに３回、かなり大きな吹雪がございまして、トータル的には昨年までに

は行かないまでも、平年に比べてかなり多い状況になりまして、それは特別な状況というふうに

判断させていただきました。契約上でいきますとその決算において１０％超えないものに関して

は、契約の変更というのはないんですが、ただし特別なものと認めた場合は、町と指定管理者の

間で協議ということになっております。町の判断としては、通常の雪ではなく特別な状況という

ことで８００万を先決させていただきたくお電話させていただきました。それは季節的な状況、

それから実際の除雪車の稼動時間とも調べまして、かなりやっぱり例年よりも多いという数字で

すので、今回特別な状態による補正として先決として提案させていただくことになっております。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 当初の電話いただいた時に、２月３月吹雪によるという話で説明受けましたけども、それと同

時に雪割りを２回やったかという説明があった。こういう事に関しても５月１３日の委員会の中

で、すべて説明してくれるのかなと思うのですが、雪って毎年違うと思うんです。そういった中

で、先決で８００万円というのは、毎年こういった地域に住んでいると出動回数も当然変わって

くると思うんですが。どういった時に雪割り等やっているのか。１３日の委員会の時に、是非そ

ういった資料を提出してもらいたいなと思います。 

 

○建設課長 

 雪の降り方というのは毎年違いまして、集中的に降る年、また平均して降る年ございます。た

だ近年雪の降り方というのは若干変わりまして、どか雪と言われるものが降ってまいります。そ

れで夏場の例えば維持管理費につきましては、ある程度の調整がきくと考えております、例えば

来年に延ばせるものがあれば、来年の方にというふうにやる年をずらすこともできるんですが、

やっぱり雪に関しましては、降ったものはその時に排雪しなければならないという状況にありま

すので、特別なものだと考えています。また稼動時間積雪量につきましても過去何年かのものを、

データとして準備させていただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はいこれで終わり終わりますけどもいいですか。終わりますけどもいいです

ね。はい建設課終わります。ありがとうございました。 

 

○村島委員長 

 ２．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５月１３日ということで総務文教委員会の時も報告しましたけど、加藤委員さ

んから前倒しできないかということで、これについてまた町の方と協議にさせていただいて変
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更可能であれば連絡させていただきますのでよろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 ３．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、第５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 午前１１時３９分） 

 


