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第６回産業福祉常任委員会会議録 

平成２６年５月１３日（火） 

    開 会   午前１０時５０分 

    閉 会   午前１１時５０分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●町民課 

  ①平成２５年度一般会計補正予算（町民課所管分）専決処分について 

  ②平成２５年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）専決処分について 

  ③平成２５年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）専決処分について 

  ④平成２６年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

  ⑤小型家電リサイクルについて 

 

 ●保健福祉課 

  ①平成２５年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）専決処分について 

  ②平成２５年度介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専決処分について 

 

 ●産業課 

  ①平成２５年度焼酎事業特別会計補正予算（第３号）専決処分について 

 

 ●建設課 

  ①平成２５年度一般会計補正予算（建設課所管分）専決処分について 

 

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 
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○説明のため出席した者の職氏名 

 ■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    阿部 真也 

 ■町民生活Ｇ主査      北川  実 

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

 ■福祉介護Ｇ主査      水尾 和広 

 ■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統括主査 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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第６回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 町からの協議報告事項について町民課。５点ございますけども、一点ずつ説明願います。課長。 

 

○町民課長 

 それでは、町民課からの協議報告事項について、ご説明をさせていただきます。私の方から、

概要についてご説明させていただきまして順次担当よりご説明をさせていただきます。 

まず、平成２５年度町民課所管一般会計、国保事業及び後期高齢者医療特別会計の補正予算の

専決処分につきましては、地方自治法の規定に基づきまして、３月３１日付けをもって専決処分

致したものでございます。一般会計の歳入につきましては、事業の実施に伴い、国庫補助金及び

道補助金の確定による減額補正と歳出におきましては、国保特別会計において、医療費及び国・

道の交付金等の確定に伴い、法定外繰出金と事務費精算による繰出金の減額補正を行ったもので

ございます。また後期高齢者医療特別会計繰出金につきましても、事業の実績に伴い、減額補正

を行ったものでございます。国保特別会計の主な内容につきましては、一般会計で御説明したと

おり国・道の交付金の確定、医療費及び事務費の実績に伴い、補正を行ったものでございます。 

４点目の平成２６年度国民健康保険事業特別会計の補正予算につきましては、国民健康保健税

条例の一部改正に伴いまして、国保システムの改修を行うために補正を行うものでございます。 
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５点目の小型家電リサイクルにつきましては、資源の有効利用の確保と最終処分場の延命化を

図るために６月１日より、リサイクルを開始するにあたり、対象品目、回収方式等につきまして、

基本的事項を整理いたしましたので、ご報告させていただきたいと存じます。また、布類のリサ

イクルにつきましても回収品目等の見直しを行い、資源の有効利用に努めてまいりたいと存じて

おります。 

それでは各案件につきまして、担当よりご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 町民課所管一般会計補正予算の専決処分、歳入について説明いたします。資料の１ページをご

覧ください。 

歳入・１３款国庫支出金につきましては、国庫委託金・民生費国庫委託金・社会福祉費国庫委

託金の国民年金事務の事業実績に伴い委託金額が確定しましたので、７千円の減額補正をしたも

のです。１４款の道支出金につきましても、各事業の実績により負担金及び補助金額の確定によ

る減額補正です。第１項道負担金・衛生費道負担金・保健衛生費道負担金については、療養医療

費の８千円の減。第２項道補助金・衛生費道補助金・保健衛生費道補助金については、重度心身

障害者医療費等の補助額計５７万７千円と総務費道補助金・自治振興費道補助金・消費者行政活

性化事業についての３万８千円の減額補正です。 

続きまして歳出です。４款の衛生費・保健衛生費・各種医療対策費・繰出金について、事業実

績に伴う減額補正となっております。国民健康保険事業特別会計繰出金につきましては、出産育

児一時金分の４１万４千円の増及びその他一般会計繰出金分の６０９万６千円の減、合計５６８

万２千円の減額補正となっております。後期高齢者医療特別会計繰出金につきましては、事業費

の精算分による６５万４千円の減額補正です。なおこれらの繰出金の減額補正につきましては、

特別会計歳入の繰入金で同額が減額されておりますので、詳細につきましては、後程特別会計の

方から説明いたします。 

以上で一般会計補正予算についての説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただいま平成２５年度一般会計補正予算町民課所管分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。よろしいですか。無ければ次進みます。②について、

説明願います。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 お手元の議案の２ページの方をご覧いただければと思います。 

平成２５年度の国民健康保険事業特別会計補正予算専決処分の概要でございます。 

歳入の款から説明させていただきたいと思います。１款ですけど国民健康保険税、こちらにつ

きまして補正額は、３３６万円の増額ということでございます。現在までの国民健康保険税の収

入状況から鑑みましての増額補正ということを指してございます。それから３款国庫支出金でご

ざいます。補正額１千７６８万８千円の減額でございますが、歳出でもこの後説明させていただ

きますけれども、医療費等の給付の状況によりまして、収入する国庫負担金等の額が確定したと

いうことによります減額の補正を行うということでございます。内容につきましては、給付費等
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の負担金４項目に対しまして増減が生じ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、１７２万６千円の減額補正を行う予定でございます。こち

らも現年度分につきまして、給付関係の確定に伴います収入の調整ということでございます。６

款の道支出金でございます。８５０万７千円の増額ということでございます。財政調整交付金が

主たる収入関係でございますけれども、普通調整交付金並びに特別調整交付金の収入が確定した

ことによりまして、財源調整を行うものでございます。普通調整交付金は減じておりまして、特

別調整交付金が増という形の調整でございます。次に９款の繰入金でございます。補正額が５６

８万２千円の減でございます。内容としましては、事業の精査によりその他の一般会計繰入金と

しまして、６０９万６千円の減、それから出産育児一時繰入金としまして、最終積算が４１万４

千円の増という形で求めるものでございます。１１款の諸収入でございます。５７０万円の増と

いうことでございます。こちらにつきましては、収入が確定してございます。延滞金それから預

金利子、雑入等々によりまして５７万円の増額を補正するものでございます。補正額の収入の総

額が１千２６５万９千円の減額という形になってございます。 

下段の歳出にまいります。歳出につきましては、それぞれの給付関係、各事業事務費等の精査

によりまして減額措置を行っているものでございます。１款総務費、８７万９千円の減額でござ

います。一般管理それから運営協議会費等の実績に基づく減額でございます。２款の保険給付費、

１千９３万７千円の減額でございます。内容の方はご覧いただければと思いますが、それぞれの

３月までの保険給付の状況による実績額で減額等をさせてもらっているところでございます。続

きまして、８款の保健事業費、特定健康診査関係はすでに事業が完了してございます。またそれ

に伴います事務費関係を精査いたしまして３５万８千円の減額というところでございます。１０

款の公債費でございます。こちらは特別会計の資金繰りで用います公債費の利子関係でございま

すが、本年度につきましては、利子関係の歳出がございませんでしたので１９万８千円の減額を

行います。１１款諸支出金でございます。保険税の還付金等の実績通知によりまして２８万７千

円の減額を行うというものでございます。総計で１千２６５万９千円の減額という形でございま

して、歳入歳出という形の補正を行って参ります。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今の平成２５年度国民健康保険事業特別会計補正予算、第５号の専決処分について、説明

がございました。委員の方何かございませんか。よろしいですか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これは歳入の方ですね。繰入金についてちょっとお伺いしたいんですが、出産育児一時金繰入

金が４１万４千円の増というふうになっているですが、増額が４１万なんですが、全体額はどう

いうふうになっているんですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 全体額につきましては、７１０万５千円でございます。人数的に言いまして、１７名分の数字
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ということでございます。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

続いてですね、歳出の方の８款ですね。保健事業費の方で３５万８千円の減額ということなん

ですが、いろいろ町民課としてＰＲをしながら、特定健診とかもぜひ受けてくださいっていう話

を毎回やっているっていうのもわかりますが、こうやって両方の部分で減額があるというふうに

できるだけならないような方法で、今までも十分やってきたと思うんですが、より一層やってい

ただきたい。それによって健康保険の金額がやっぱり多少でも少ない方がいいわけですから、そ

ういうふうに是非推し進めていただきたいなというふうに思います。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

今の保健事業の関係でございますが、今回専決処分させていただきましたのは、事業費の減額

ということでございます。今委員もおっしゃるように町民の皆さんに、極力健康診査をうけてい

ただきながら、健康を保持していただくというのが私どもの考えでございますので、今後とも広

報等通じながら周知の方進めてまいりたいと思いますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他に、ございませんか。はい、それでは終わります。③について説明願います。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは３ページの方ご覧いただければと思います。２５年度の後期高齢者医療特別会計補正

予算の概要でございます。歳入の方から款によりまして、説明申し上げます。 

１款の後期高齢者の医療保険料から２款までは変動ございません。３款の特別事業交付金でご

ざいますが、補正額１万円ということでございます。こちらにつきましては、各後期高齢者にか

かわる広報関係の周知を行っております分につきまして、後期高齢者広域連合からその事業費に

つきまいて交付金が交付されております。実績額によりまして１万円の増額をさせてもらいたい

と思っております。４款の繰入金でございます。町で行います事業の事務費は、一般会計から繰

り入れを全て行っているところでございます。事業の精査によりまして６５万４千円減額を行い

ます。６款諸収入、補正額１万８千円の減額でございます。こちらにつきましては、保険料の還

付金関係で後期高齢者広域連合から収入を受けたものにつきまして、実績により減額を行うもの

でございます。 

歳入の補正額の合計が６６万２千円の減額ということでございます。 

下段の歳出にまいります。１款の総務費におきまして２９万７千円の減額でございます。こち

らにつきましては一般管理費、徴収費等精査の減額でございます。２款の後期高齢者医療広域連
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合納付金は、広域連合から求められる事関係ですけれども、最終的に精査を行いまして減額措置

を行うものでございます。３４万７千円減額でございます。３款の諸支出金。こちらにつきまし

ては、歳入と同額という形になってございますけれども、後期高齢者広域連合から保険料の関係

で過年度還付を行ったものについての実績額ということでございまして１万８千円の減額を行う

ものでございます。 

補正の歳出の合計が６６万２千円の減という形でございまして、補正を進めていきたいと思っ

ております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、平成２５年度後期高齢者医療特別会計補正予算第３号の専決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。いいですか。 

はい。それでは前に進みます。④説明願います。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 はい。それでは１枚めくっていただきまして、４ページをご覧いただければと思います。 

平成２６年度国民健康保険事業特別会計の補正予算（第１号）概要でございます。こちらにつ

きましては、前回４月の委員会でも御説明差し上げまして、条例改正を含めてさせてもらうんで

すけども、国民健康保険税の方で低所得者等に対します軽減関係の制度、それから平成２７年１

月から各保険制度において高額療養費の区分関係が広がります。現在の３段階から５段階になる

と。そういった部分の各積算に関わりますシステム改修を行っていくために補正を行うものでご

ざいます。 

歳入の方ですけれども、３款国庫支出金。こちらにつきましては、すべて国の調整交付金によ

り交付を受けてシステム改修を実施していくということで、この様な設定にさせてもらっている

とこでございます。補正額といたしまして、１０６万１千円でございます。増額補正行いまして、

補正後の予算額７億５千６８万６千円と考えているところでございます。 

下段歳出に参ります。総務費１款でございますけれども、補正額が同額１０６万１千円という

ことでございます。国保システム改修委託料ということでございます。先ほど申し上げましたシ

ステム改修、積算システムの改修によりまして生じる改修委託料経費を見込むという形でござい

ます。総務費としましては、４３２万２千円から補正を行いまして５３８万３千円となりまして、

補正後の合計の歳出ですけれども、７億５千６８万６千円という同額で定めたいと思います。以

上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今平成２６年度の国民健康保険事業特別会計補正予算第１号について説明がございまし

た。委員の方何かございませんか。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 今あの高額医療に関して、現在の３段階から５段階になる。この詳細が今わかれば教えていた

だきたいと思うんですが。 
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○町民生活Ｇ主査 

 はい。それではご質問ございましたので、お伝えしたいと思います。 

基本的に７０歳未満の方の状況が現在３段階ということでございます。まず住民税非課税の方

ということで１ランクございます。その次に一般所得者ということで年収で７７０万円以下ぐら

いまでという形が現在、一般所得者という形なってございます。そして、上位所得者が７７０万

円以上というこの３段階が現在設けられているところでございます。これが来年１月からにつき

ましては、まず住民税非課税が１つございます。その次が年収約３７０万円までという方で１つ

ございます。その次の上が３７０万円から約７７０万円いう形の段階の方。そして７７０万円か

ら約１千１６０万円の年収の方。そして一番上が年収１千１６０万円以上という形の５つの区分

に細分化されるという形なります。それぞれ年収によりまして、細分化された限度額が設けられ

るという形になっております。以上です。 

 

○村島委員長 

 いいですか。他にございませんか。はい。それでは次に⑤の小型家電リサイクルについて説明

願います。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは小型家電リサイクルにつきまして御説明させていただきます。５ページをお開きくだ

さい。先般１月に行われました当常任委員会におきましても御説明させていただいていますが、

重複する部分もありますが、再度説明させていただきます。 

まず目的といたしまして、使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づきま

して資源の有効な利用の確保と廃棄物の適正な処理を図る上で、使用済み小型家電のリサイクル

に取り組むものとしています。回収方法につきましては、町内５カ所の公共施設に回収ＢＯＸを

設置しまして、そこに入ったものを回収する方法、あと清掃センターへ直接搬入していただく方

法を考えております。なお回収ＢＯＸで回収できる小型家電の大きさにつきましては、縦３０cm、

横３０cm の大きさの物としております。清掃センターで直接搬入できる小型家電の大きさにつ

きましては現在燃やせないごみ袋の一番大きい袋で４５リットルの袋がありまして、その袋に入

る大きさと考えております。それ以上の大きさのものにつきましては、粗大ごみとして、これま

でどおりの回収をさせていただくという考えであります。また開始してからも一部燃やせないゴ

ミで出てくる物等々発生するかと思いますが、その分につきましては破砕前に清掃センターで抽

出作業を行うようにしたいと考えております。集まりました小型家電につきましては、ある程度

の量ができた段階で、認定事業者に売却することとなります。回収品目につきましては、裏面の

６ページをご参照ください。テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などの家電４品目とパソコンに

つきましては、個別のリサイクル方法がございますため対象外としております。概ねこちらの一

覧表に示したものは回収ＢＯＸに入るものと考えておりますが、一部入らないものにつきまして

は先ほども御説明しましたが清掃センターへの直接搬入をしていただくということになります。

品目の名称だけではなかなか判断が難しいものもございます。そういったものにつきましては、

お問い合わせいただきまして個別に判断させていただきたいと考えております。 

併せまして議案には記載はしておらないんですが、布類リサイクルにつきましても６月１日か

ら少々変更がございますので、御説明申し上げます。現在の布類リサイクルにつきましては綿の
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含有量が５０％以上の衣類等に対象としております。これにつきましては、回収依頼しておりま

す事業者が扱えなかったということが大きな原因でありまして、取扱変更し、今後は破けていな

い、汚れていない布類につきましては、綿の含有量に関わらず取り扱い可能となる予定でありま

す。 

５ページをお戻りいただきまして、最後に家電リサイクルの開始及び先ほど布類リサイクルの

変更につきましては、６月１日をもちまして開始したいと予定しております。広報等で周知を行

っていきたいと考えております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○村島委員長 

 ただいま小型家電リサイクル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。全般的にありませんか。 

 

○町民課長 

 委員長よろしいでしょうか。先ほど国保会計の専決で池下議員の方で、ご質問回答した関係で

補足をさせていただきますが、回答の中で７１０万５千円とご報告させていただきましたが、そ

れは歳出の保険給付費ということでの数字でございます。歳入の出産一時金の繰入金につきまし

ては、最終的な実績で４７３万６千円ということでご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 

はい。いいですか。はい。議長。 

 

○村尾議長 

 せっかくの機会なので、急がないんですが資料の提出を求めたいと思うんですが。 

先ほどの説明の中で、出産に１７名の予算を見ているということなんですが、最近随分亡くな

る方が多くてですね、この５年間か１０年間、できれば１０年間ぐらい出してもらいたいと思う

んですが、人口の増減における自然増減。自然増減というのは、生まれてくるという人と死んで

いく人の増減。それから社会増減。これは転入と転出なんですね。この人口減少、私どもの町の

人口の中身の自然増減と社会増減の中身の中で、人口が減っているのかちょっと資料があれば出

してもらいたい。それとあと生産人口。これだけ毎日人の募集関係のチラシが入ってくるんです

が、生産人口も相当減っていると思うんですが。生産人口の推移についても、ちょっと資料があ

れば出してもらいたいなということで。そんなに急ぐわけではないんですが、それがわかれば、

５年ぐらいのものか１０年ぐらいのものか出してもらえればありがたいなとこう思っているんで

すがいかがですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 
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○町民課長 

 今議長の方から資料として提出をいただきたいということでございますので、次回の委員会ま

でに整理をさせていただいて提出をさせていただき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、よろしくお願いいたします。他にございませんか。無ければこれで町民課終わります。

いいですね。はい、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２点について、専決処分ですけれども１点ずつ説明願います。 

 

○保健福祉課長 

 １点目につきましては、平成２５年度の一般会計補正予算専決処分についてでございます。３

月議会では見込むことのできなかった２５年度の介護保険施設の事業量の確定に伴う、諸収入及

び介護保険事業特別会計の繰出金の確定による専決処分でございます。進藤主幹よりご説明申し

上げます。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは、保健福祉課福祉介護グループ所管の一般会計専決補正予算についてご説明いたしま

す。７ページをお開き願います。はじめに歳入、１８款諸収入・４項雑入・１目介護報酬収入に

つきましては、介護老人保健施設の介護報酬の収入減によるもので、今回２３４万２千円を減額

補正するものです。また２目雑入につきましては、入所利用料の収入減によるもので、１２万２

千円を減額補正するものです。 

続きまして、歳出３款民生費・１項社会福祉費・４目老人福祉費の介護保険事業特別会計繰出

金につきましては、介護保険会計の２５年度の実績確定によるもので１０２万４千円を減額補正

するものです。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。平成２５年度一般会計補正予算保健福祉課所管分の専決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。 

 

○村島委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 介護報酬の１目の収入減２３４万。この要因というのは。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 
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○保健福祉課長 

 昨年１１月頃よりですね施設長の考えもございまして、入所人員の入所が減員をしてございま

した。ただその後、いろいろ体制調整等を行った結果、３月以降また入所を回復してございまし

て、その間落ち込んだというところが大きな原因でございます。今日２名入所で６４名、明日も

１名入所予定となってございます。それから既に２名入所決定がなされていますが、いつ入所日

かというような調整を図っている方が２名いらっしゃいまして、このままでいきましたら今月中

に６７名まで回復するということで、一時落ち込みましたけど３月以降回復ということでござい

ます。そういった事情での減額ということでございますので、ご理解賜りたいと思います。 

 

○勝又委員 

 はい、わかりました。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。なし。よろしいですか。それでは次に進みます。②について説明願いま

す。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計補正予算、第３号の専決処分をさせていただきまし

た。事業料の確定に伴うものでございます。これにつきましては、水尾主査よりご説明申し上げ

ます。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 それでは、平成２５年度介護保険事業特別会計の専決補正について御説明させていただきます。

専決処分概要で事業内容を御説明させていただきます。８ページをお開き願います。歳入につい

てご説明いたします。 

３款国庫支出金につきまして、システム改修補助金で２万１千円、調整交付金で２０７万６千

円を計上してございます。４款道支出金につきましては、介護給付費負担金でマイナス３４７万

２千円を計上してございます。国庫支出金、道支出金につきましては、平成２５年度の収入額確

定による増減となってございます。７款繰入金につきましては、介護給付費繰入金マイナス２６

万９千円、地域支援事業繰入金マイナス１２万９千円、事務費繰入金マイナス６２万７千円で合

計マイナス１０２万５千円を計上してございます。繰入金につきましては、２５年度事業費確定

による減となってございます。 

続きまして、歳出の御説明をさせていただきます。１款総務費につきましては、一般管理費マ

イナス１８万２千円、賦課徴収費マイナス３万円、介護認定調査費マイナス１４万円、認定調査

会費マイナス２２万９千円を計上してございます。２款保険給付費につきましては、施設介護サ

ービス給付費マイナス７８万３千円、高額介護サービス等費マイナス６８万９千円、高額医療合

算介護サービス等費マイナス１９万３千円で合計マイナス１６６万５千円を計上してございま

す。３款地域支援事業費につきましては、任意事業でマイナス１２万９千円を計上してございま

す。５款公債費につきましては、利子でマイナス２万５千円となってございます。歳出につきま

しては、事業費確定による減となってございます。以上で説明を終わります。 
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○村島委員長 

 ただ今、平成２５年度の介護保険事業特別会計補正予算第３号専決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。よろしいですか。全般的によろしいですか。それでは保

健福祉課これで終わります。 

 

○保健福祉課長 

 ちょっとお願いしても良いですか。報告でございます。老健きよさとの医師につきまして、４

月２５日の常任委員会で御説明しましたが、御説明のとおり４月３０日をもって、目黒委員長が

退任をされ、５月１日より西村勇施設長が就任をされています。御報告申し上げます。以上でご

ざいます。 

 

○村島委員長 

はい。以上をもって保健福祉課終わります。どうもありがとうございました。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは引き続き、産業課１点について説明願います。はい。課長 

 

○産業課長 

 それでは、産業課所管事項の平成２５年度の焼酎事業特別会計補正予算第３号の専決処分につ

いてご報告させていただきます。担当より説明いたしますので、御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 平成２５年度焼酎事業特別会計３月専決補正予算案について御説明申し上げます。９ページを

ご覧ください。 

歳入から説明させていただきます。１款財産収入・１項財産売払収入・１目財産売払収入にお

いて、６千３２０万円から６０万円を減額し６千２６０万円とし、歳入合計額を７千５５０万６

千円から７千４９０万６千円とするものでございます。歳入の減額の主な理由としましては、消

費税増税前における駆け込み需要分を勘案して、１月期から３月期における販売総額を１千２０

万円と見込んでおりましたが、当初見込みより６％程度の落ち込みがありましたので、今回６０

万円を減額補正するものでございます。 

続きまして、歳出について説明させていただきます。２款製造費・１項製造管理費・１目醸造

費において、４千５５５万７千円から６０万円を減額し４千４９５万７千円とし、歳出合計額を

７千５５０万６千円から７千４９０万６千円とするものでございます。歳出の減額の内訳につき

ましては、賃金人夫賃で３９万５千円、需用費消耗品で１０万５千円、公課費酒税で１０万円を

それぞれ減額するものでございます。以上、説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 平成２５年度焼酎事業特別会計補正予算第３号の専決処分について御説明がございました。何

か委員の方ございませんか。よろしいですか。それではこれで産業課終わります。はい議長。 
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○村尾議長 

 せっかくなんで、焼酎のことで２点ばかり聞きたいことがあるわけですが。まず今回、平成２

５年度の補正予算が出てきたわけですが、平成２６年度の補正予算はなぜ出てこないのか。この

件については、４月付で武山君が焼酎工場に就任をされているわけですが、人件費の補正はしな

いのか。特別会計であるわけでして、同じ産業課グループだという発想には、ならん気がするん

ですが。その点についてはどういう考えを持っているのか。もう１点は、９月に新しい焼酎が名

前を含めて出ることになっているんですが、もう時間的に余裕がないんですが、どういう新製品

に対するアピールなり販売戦略なり、どういう対策をとられているのか。これは早くしないと９

月は間もなく来るわけですね。今どういう状況なのか、この２点についてちょっと話を聞かせて

いただきたい。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 １点目の人件費関係、２６年度の補正予算の関係でございますが、前回の常任委員会の方でも

議員の皆さんの方からいろいろ御意見をいただきまして、協議をさせていただいている状況でご

ざいます。２６年度の補正の関係につきましては、６月の常任委員会の中で提案できればと協議

をしているところでございますのでご理解いだきたいと思います。 

それと焼酎の新商品の販売計画の関係ですが、これにつきましても６月の常任委員会の中で説

明をさせていただこうと今準備を進めているところでございますが、とりあえず今段階で月別に

それぞれ戦略を練っております。６月は、資材の発注関係等もう既に終わっております。また６

月中には、製品の瓶等の完成で広報媒体の関係の発注関係、これをやっていきたい。それと７月

にはブランドの広報媒体の部分をやってきていきたいと、サンプルの配布等も行っていきたいと

いうふうに思っております。８月に受注製品納品という形で、９月の産業まつりの時に記念セレ

モニー等をやっていきたい。同時に町民配布もあわせて行っていきたいというふうに考えていま

す。具体的な部分につきましては、６月に再度提出をさせていただきたいなというふうに思って

おりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 いいですか。はい。他に。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 焼酎のことじゃないんですけれども、産業課がきたんで、所管なんでお伺いしたい。２６年度

に入ってですね、緑清荘が株式会社しげたになって丸２年が過ぎたんですが、私監査でありませ

んが、こういった委員会の方に２４年度、２５年度の収支決算というのは、提出がいただけない

のか。その辺ちょっとお伺いしたいと思うが。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただいまの池下議員の御質問ですけれども。例年ですね、６月の定例会前の常任委員会で各指
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定管理者の関係等をご報告しておりますので、６月の常任委員会の時にご報告させてもらいたい

なというふうに考えており、御理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 ６月１１日だと思いますけども、次回よろしくお願いいたします。よろしいですか。はい。そ

れでは終わります、産業課。はい、ご苦労様でした。 

それでは、産業課に続きまして、建設課１点。説明願います。 

 

○建設課長 

 それでは、２５年度の一般会計補正予算、建設課所管分につきまして道路及び河川の指定管理

業務に係ります専決処分について、担当より説明させていただきます。 

 

○建設管理Ｇ主幹 

 平成２５年度一般会計補正予算建設課所管分の専決処分につきまして、議案の１０ページから

１２ページによりご説明いたします。 

今回の専決処分につきましては、２月、３月の冬期間による暴風雪による突発的な自然災害で

除排雪に係る委託経費の追加補正でございます。事業の議案１０ページ補正予算概要をご覧くだ

さい。事業内容につきましては記載のとおりで、道路橋梁及び河川の指定管理業務委託料として、

８００万円を追加計上しております。財源内訳は、全額一般財源でございます。議案の１１ペー

ジ道路橋梁及び河川の指定管理業務委託料比較表をご覧ください。今回の委託料の変更は、突発

的な災害として昨年同様実績後の不足額の精算払いとし、各項目の内訳は、今後支出見込みの無

いものについては減額、今回の除排雪にかかった経費は増額として、また不確定な項目について

は、当初予算のものとして計上させていただいております。また、各項目の内容については、備

考欄に記載してございます。議案の１２ページに平成１９年度から除排雪作業別稼働時間を年度

別に表にしております。２５年度は暴風雪による道路への吹き込み、除雪出動時間及び雪割回数

の増により除雪作業時間が過去６年間のうち２４年度に次いで、多くなっております。また下段

の表につきましては、年度別の降雪量を参考として載せております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、平成２５年度一般会計補正予算建設課所管分専決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。勝又委員。 

 

 

○勝又委員 

 お伺いしたいんですけどね。近年になって、結構除雪の稼働時間数もかなり増えてきているよ

うな部分もある。僕なりに思うのも、気候もだんだん変わってきているような部分もあるのかな。 

今回の補正、昨年度も当然補正があったわけですけども、そういう事も含めてね、毎年補正で対

応してくるっていう部分があるんですけど、若干委託料の見直しを検討されることも必要じゃな

いかなと思うんですけども。ここ３年間あたり稼働日数も相当、時間数も相当も増えていますよ

ね。そんなのも検討されてはいかがかなと思いますけど。 
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○建設課長 

 最近、異常気象というのが毎年のように起こる中で、今後の契約の中でその辺も加味していか

なければならないと重く考えております。現在の契約が２８年までですので、その後の契約時に

は、また考慮したいと考えております。 

 

○村島委員長 

はい。他にございませんか。よろしいですか。無ければ終わります。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 排雪ダンプあるいは、ブルの借り上げ料の単価というのは、どのような形で算定しているのか

お聞かせ願いたいんですけども。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○建設課長 

 除雪に関しましては、町が持っている機械を清建工業の方に貸与をしている部分と清建工業の

方が関連会社の方に委託している部分があります。清建工業が関連会社の方に委託している部分

の詳細単価については、当方の方では承知していない部分がございます。 

 

○村島委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 １１ページの排雪ダンプの部分の機械借り上げ関係、２５０万。これはあくまでも除排雪積み

上げの単価ということで捉えてよろしいんですか。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○建設課長 

 除排雪に関するものと。 

 

○前中委員 

 はい。わかりました。 

 

○村島委員長 

はい。他にございませんか。なし。よろしいですか。無ければ終わります。ご苦労様でした。 
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○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 

 ６月１１日を予定しております。 

 

○村島委員長 

 ６月１１日水曜日予定であります。 

 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６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５０分） 

 


