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第７回産業福祉常任委員会会議録 

平成２６年６月１１日（水） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午後 ０時４０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２６年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

 ●建設課 

  ①平成２６年度一般会計補正予算（建設課所管分）について 

 ●保健福祉課 

  ①平成２６年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

  ②「清里町健康づくり計画」及び「清里町子ども子育て支援事業計画」の策定について 

  ③清里町臨時福祉給付金支給事業実施要綱の制定について 

  ④清里町子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱の制定について 

  ⑤平成２５年度「介護老人保健施設きよさと」の運営状況について 

  ⑥「介護老人保健施設きよさと」の医師（管理者）について 

 ●産業課 

  ①平成２６年度一般会計補正予算（産業課所管分）について 

  ②農業関連事業の実績について 

  ③店舗出店等支援交付金事業の実施状況について 

  ④住宅リフォーム事業及び店舗改修事業の実績について 

  ⑤各温泉施設・山小屋の利用実績について 

  ⑥平成２６年度ふるさと産業まつりについて 

  ⑦平成２５年度焼酎事業実績及び決算について 

  ⑧清里町焼酎事業所条例の一部を改正する条例について 

  ⑨清里町焼酎事業所条例施行規則の一部を改正する規則について 

  ⑩平成２６年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）について 

  ⑪焼酎新ブランド販売スケジュールについて 

  ⑫向陽（旧美里地区）湧水状況について 

  ⑬株式会社 山口油屋福太郎との酒類製造確認について 

  ⑭清里町森林組合の解散について 

２．意見書の検討について 

  ①平成２６年度北海道地方最低賃金改正等に関する意見書（案） 

  ②規制改革会議意見書の取扱いに関する意見書（案） 

３．次回委員会の開催について 

４．その他 
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○出席委員（７名） 

    委員長  村 島 健 二    副委員長  澤 田 伸 幸 

     委 員   田 中   誠    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  池 下   昇 

    委 員    前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

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

 ■町民生活Ｇ主査    北川  実 

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

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

 ■保育子育てＧ主査   杉村 真弓    

 ■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    ■農業Ｇ総括主査    永野  宏 

■焼酎Ｇ主査      松浦  聡    ■商工観光・林政Ｇ主査 樫村 亨子     

■農業Ｇ主査      山崎 孝英    ■農業Ｇ主査      藤森 宏樹 

■農業委員会次長    吉田 正彦 

 

 

○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７回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 町民課の方から、町からの協議報告事項１点ございます。御説明願います。はい。課長。 

 

○町民課長 

 それでは町民課からの協議報告事項につきまして、ご説明いたします。平成２６年度町民課所
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管分一般会計補正予算につきましては、施設の良好な管理運営を行うための「葬祭場修繕」と実

施設計が終了いたしました「粗大ごみ切断機施設」の整備に必要な経費につきまして、補正する

ものでございます。 

また、今年度から取り組んでおります小型家電リサイクルなどごみの分別品目の見直しを行っ

たことから、ごみ分別事典の作成を行ってまいりたいと考えてございます。それでは、補正概要

の詳細につきまして、担当者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主査 

 それでは説明させていただきます。平成２６年度一般会計補正予算町民課所管について御説明

します。１ページ目をご覧ください。 

１点目、衛生費・保健衛生費・環境衛生費に係る葬祭場修繕事業であります。葬祭場の機器類

につきましては本年度より、５カ年計画により順次修繕を計画しているところであります。今年

度実施いたしました保守点検におきまして、施工業者より台車の基盤設備等の劣化が著しく激し

く、このままでは最悪動かなくなることもあり得るということの御指摘受けまして、修繕を行う

ものであります。事業費につきましては一号霊台車、制御盤等の修繕といたしまして３７万円を

計上するものであります。 

続きまして２点目、衛生費・清掃費・清掃事業費に係る粗大ごみ切断機施設整備事業でありま

す。平成２５年度１２月補正に計上させていただきました実施設計の方が終了いたしましたので、

整備の方を行ってまいりたいと思います。当該事業につきましては、一般廃棄物中間処理施設に

粗破砕を行う設備であります、粗大ごみ切断機をリサイクルセンターに増築整備して、最終処分

場の減量化を行いまして施設の延命化を図るものであります。２ページ目の図面を格納庫施設図

の方ごらんください。工事は建築工事といたしまして、リサイクルセンターの黒くなっている部

分であります、こちらの方ですね格納庫といたしまして６６．３３平米、増築を行いまして建築

費２千３８５万６千円となっております。次のページ、３ページ目をごらんください。粗大ごみ

切断機の図面になります。機械設備といたしまして、粗大ごみの粗破砕を行う設備で、上から粗

大ごみを押し切るタイプとなります。こちらの選定をいたしまして、粗大ごみ切断機、機材料金

といたしまして１千８１４万４千円となっております。建築機械設備合わせまして、４千２００

万円となっております。それでは１ページ目にお戻りください。その他建築確認申請用の収入印

紙代として２１万円の事業費を計上しております。事業費全体といたしましては、４千２２１万

円となっております。財源といたしまして、北海道の補助事業であります、地域づくり総合交付

金を１千４００万円見込んでおりまして、一般財源は２千８２１万円となっております。 

それでは３点目でございます。衛生費・清掃費・清掃事業費のごみ分別事典作成事業でありま

す。平成２０年度に作成いたしましたゴミ分別事典でありますが、作成より５年が経過いたしま

して、６月１日より開始しました小型家電のリサイクルやその他時代にそぐわないものというの

が出てきております。ごみの出し方に対する意識の低下もこのごろ見られておりますので、一度

整理を行いまして、新たな分別事典を作成しまして、分別の促進を図ってまいりたいと考えてお

ります。事業費は、印刷製本費といたしまして６２万１千円を計上いたしまして、２千５００部

の作成を予定しております。以上で説明を終わります。 
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○村島委員長 

ただ今、①平成２６年度一般会計補正予算町民課所管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、田中委員。 

 

○田中委員 

 今回粗大ごみの切断施設を設置するわけですけども、その切断されたごみ、それをまた燃やせ

るごみと燃やせないごみだとか、鉄だとかと分別するような施設というのは設置されるのか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 今の御質問でございますが、今回粗大ごみの切断機を導入いたしまして最終的には焼却施設、

それと破砕施設の方に投入し処理をしまして、最終的には最終処分場のごみの減量化を図ってい

くという内容でございます。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。はい。 

 

○村島委員長 

 はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 それは機械的になるのか。人間がすると大変なことだから、機械的になるんだろうけどそれは

どういうものですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 作業の流れについてですが、リサイクルセンターに今回設置します切断機で、まず畳ですとか

そういう大きいものを切断します。それを人の力なりによって処理施設であります清掃センター

の方に運んで、後は機械で処理をしていくというような流れだと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい。他にございませんか。はい前中委員。 

 

○前中委員 

 関連するんですけども、構造的にはこれは油圧のピストンを上下するのかな。ところてんって

言ったらいいのかな、そういう感じで完全にメッシュ状の刃が付いたところでプレスして、それ
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から出てきたものをコンベヤーで搬送して、それを分別するというふうに捉えていいですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

ちょっと図面を見ていただきたいんですが、３ページの機械の関係でございます。今委員がお

話ししたとおり、一番上の方の図面になります。上から見た図面でございます。これにつきまし

ては、右の方からベルトコンベヤーで粗大ごみを送り込みまして、上から油圧で切断していくと

いう形になります。そして左側の台車の方にその切断したものが投入されると。これを先ほど言

いました清掃センターの方の処理施設の方に運搬していって処理していくという形になります

ね。ただ今回の幅が１ｍ４、５０ございますので、そのままではまた焼却施設等々に投入できな

い場合もございますので、再度それをまたこの横方向から縦方向に切断していくとか、そういう

ような繰り返しをしまして処理施設に投入できるような大きさにしながら切断していくというよ

うな仕組みになっております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか、前中委員。はい。いいですか。 

 

○前中委員 

 ちょっと関連なんですけども、例えば畳だとか家具も粗大ごみの中でかなり分別裁断されれば

焼却という部分にいけるんですけども、結構埃だとか舞うんじゃないのかなと思うんですけども、

その対応も十分とられていると思うんですけども。 

 

○村島委員長 

その辺はい、課長。 

 

○町民課長 

今回の施設の中には集塵機も整備はさせていただくという予定ではございます。またあと当然

人が作業をいたしますので、安全対策には十分気を付けるということで、安全対策についても、

今回施設の中で整備をしていきたいというふうに考えてございます。 

 

○村島委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと関係ないことになっちゃうかもしれないですけどね、切断機というのは可能かどうか

わからないけど、落葉の枝なんですが、燃やすわけにいかないし、おそらく後はもう風化するの

を待っているような感じの状況なんですけども。それらは、このことで可能なのかどうかわから

ないけど、処理ができるような形のことを少し考えていかなくちゃ。風の心配もありまして、結
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構耕地を整理されなくなってはきているんです。やっぱり抱えているところにしたら課題なんで

ね、ちょっと検討願えないかなと思いますけども。 

 

○村島委員長 

はい、課長。 

 

○町民課長 

 基本的にその耕地防風林の枝等々のお話かなとは思うんですが、ごみ、一般廃棄物につきまし

ては事業系廃棄物、それから一般の家庭から出る廃棄物という２種類大別されるんですが、その

うちその耕地防風林については、事業系廃棄物ということで事業者がある程度責任を持った中で

処理をしなければならないというような位置づけにされております。ただ行政としても、それの

支援をしなければならないというような法的な解釈もございます。前々からの課題でございます

ので、いろんな部所と協議をしながら検討させていただきたいなと思います。ただ一般廃棄物と

して出す場合は、５０センチに切って縛って出さなければならないというような決めもございま

す。それらもう処理施設に投入できないということがございますので、その辺耕地用防風林は中

々やっぱり難しいということもございますので、ごみとしないで他のいろんな意味合いの中で活

用できないかも含めてですねいろんな関係機関と協議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、ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員 

 なるべく早急に対処をお願いします。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと葬祭場のことで。これ補正予算３７万円。一号炉の制御盤という具体的にどういうふ

うなことで修繕するのか。例えば焼くところがだめになってきたからとかそういうことですか。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○町民課長 

 先ほど担当者の方からも御説明がありましたが、今回の葬祭場につきましては整備してから２

５年経過しているということで現課といたしましては、今年度から５カ年かけまして修繕をいれ

ていきたいというふうに考えてございます。今年につきましては、一号炉の耐火物ですとか、そ

の辺の自動ドアですとかそういう修繕を行ってきております。今回保守点検を実施したところ、

一号霊台車のお棺を乗せる部分の動きが悪くなってきており、その動きが止まる可能性も出てき

ますよということでございますので、今回緊急的に霊台車の制御盤の修繕という形で今回計上さ

せていただいております。 
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○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 と言うことは、台でよく聞く話なんですけども、お金をお棺の中に入れたり、その何ていうん

ですか酸化するって言うんですかね、結構いろんな色がついちゃってという話をよく聞くんです

けど、そういうところは改善されるんだろうか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 今委員さんのお話の中、多分セラミックの部分だと思うんですが、お棺の中にお金ですとか、

あとは亡くなった方の入れ歯ですとか眼鏡ですとかそういうものが結構入っているというのが見

受けられます。それが火葬するときに最終的に溶けてセラミックにつくと。それは、あまりセラ

ミックがいい状態にならないというのは現実的にございます。昨年度からその辺をどう改善した

らいいかということで今試験的にやらさせていただいているのが、せとものを作りましてそこに

メガネですとか入れ歯ですとか、そういうものを入れてお棺の方に入れてくださいというような、

取り組みもやらさせていただいております。それで直接セラミックの方にそういう影響が出ない

ような形を取り組んでいきたいというふうには今考えてございます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ということは、セラミックの状況が今の状況が今の段階ではあまり良くないと。で、そこは取

り替えるつもりはないということですね。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 今回当初予算で、セラミックの部分の打ち替えは見させていただいておりますんで、それは計

画的にやっていきたいというふうに考えてございます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。わかりました。他にございませんか。よろしいですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 
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○町民課長 

 最後になりますが、先の委員会におきまして議長より就労人口の資料を提出していただきたい

というご依頼がございました。今回資料１ということで清里町の就労可能人口の推移ですとか人

口増減の内訳の推移ということで作成いたしましたので、提出させていただきますので後程ご覧

になっ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 

 はい、議長。 

 

○村尾議長 

 この資料、大変ありがとうございます。せっかく出していただので、見させてもらったんです

が、この棒グラフの下に３段目の清里町の人口増減の推移というのがあるんですが、この現計の

中でその他というのがあるんですが、これはなんですか。平成２６年の３月、７２名亡くなって

いますよと。転出が１５９名出ていますと。その他の１というのはこれなんでしょう。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 まことに申し訳ございません。その他につきましてはちょっと後ほど回答させていただきたい。 

 

○村尾議長 

 ありがとうございました。はい。 

 

○村島委員長 

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

ます。ありがとうございます。ご苦労様でした。それでは、引き続き建設課、平成２６年度一般

会計補正予算建設課所管分について御説明願います。はい、課長。 

 

○建設課長 

 それでは本日の建設課の案件ですが、２６年度におけます道路橋梁指定管理委託業務に係りま

す、補正についてですので早速担当から説明をさせていただきます。 

 

○建設管理Ｇ主幹 

 建設課所管の一般会計６月で補正予算について、議案の４ページ、５ページによりご説明いた

します。議案の４ページをごらんください。 

今回の補正につきましては、指定管理者に貸与している町所有の建設車両３台の大規模な修繕

に要する経費の補正でございます。事業の内容等としては、記載の通りで道路橋梁及び河川の維

持管理業務委託料として４９９万９千円を追加計上しております。実補正額分は５００万円です

が、現予算の契約執行残が千円ありますので、４９９万９千円の補正額となります。財源内訳は
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全額一般財源でございます。 

議案の５ページをごらんください。道路橋梁及び河川の指定管理業務委託料の比較表でござい

ますが今回の委託料の変更は、経年劣化が主な要因で車両本体に重大な影響を及ぼす車両の維持

に必要な修繕で、また、故障により委託業務に支障が生じると判断されるものであります。支出

内訳は、修繕料関係に５００万円の増額として計上しております。修繕料の支出につきましては、

修繕完了後の請求額による支払いといたします。下の表、車両修繕費の内訳をごらんください。

今回、修繕を実施する建設車両は、記載の３台でございます。除雪専用車１号車は後輪を駆動す

るデフ内部の歯車損傷により、後輪に駆動が伝わらなくなったことによるリアデフの交換経費と

して１９０万円です。除雪専用車２号車は、専用車の腹に抱えておりますグレードアームの交換

刃保持プレート及びサイドエッジホルダー材の消耗による交換経費として１４０万円です。除雪

グレーダーは後輪の４つのタイヤを駆動する右側タンデムの駆動軸からの油漏れの修理経費とし

て１７０万円でございます。以上、総計５００万円を修繕経費として、今回補正計上いたします。

以上で終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今ご説明がありました。委員の方何かございませんか。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 これ、一番下に５ページの一番下に車両修繕費の内訳がついているんだけども日野、いすゞ、

三菱ってこれ各あのメーカーに修理を依頼するっていうふうに捉えて良いのでしょうか、それと

も１カ所で全部やるってことなんですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 修繕に関しましては、そのメーカーよりも町内でできるのであれば、町内のほうでやりたいと

思います。それが１箇所とは限らず各機械できるところで修繕をやりたいと考えています。 

 

○村島委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 確かに指定管理という中で、除雪車あるいはグレーダー等々やはり機械という部分で計画的な

保守点検と計画的な資本的な整備。それは耐用年数の延命を図るという整備料だと思うんですけ

どもやはりそういう形の中で、指定管理費の中のその修繕費の積み上げっていうのはやはり精査

というか、もっと着実に計画性を持ってやっていただきたいというか。そういうところがどうも
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この突発的な修繕費は上がっていいんですけども、やはり最初から厳しい中の全体の指定管理料

がこういう形で今提示されているのかなと私自身は思っているんですけども。車両的なデフだと

か、エンジンだとかそこら辺はやはり何かの場合に突発的に故障が発生するという事案があるん

で、そこら辺は計画性を持った方針とまでは僕は言いませんけども、その辺の計画性も持たない

と。やはり指定業者自身もなかなか先の見えた事業展開ができないのではないか。そこら辺どう

考えているか御説明願います。 

 

○村島委員長 

はい、課長。 

 

○建設課長 

指定管理につきましても、ただ今３期目。９年目を迎えております。その間機械の劣化という

のは進むもので今回の修繕につきましても、３月時点の除雪が終わった時点でこの３台について

支障が見られ、今年の除雪１１月の末までには直さなければならないというような案件で、今回

補正の方を提案させていただきました。 

機械につきましてはやはり一生使えるものではありませんので、いずれ更新の時期が来ると考

えております。ただ、１台１台かなりの高額な費用発生しますので、まだ修繕によってまだ使え

るという見込みがあるうちは、修繕の方で対応して、その後これ以上の修繕費をかけるのであれ

ば、入れかえた方が得策という判断ができた段階では入れ替えの方に考え方をシフトするという

ふうに考えております。 

 

○前中委員 

そういう考えがお持ちであるならば、計画的な更新というものはやはり算定する部分の時期に

来ているんではないかと思うんですけど。その点については。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 時期は近いと考えております。 

 

○村島委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 この道路橋梁や河川等と除排雪もありますけども、この指定管理というあり方が本当に正しい

のかどうなのかというところも、行政として検討する時期に来ているんじゃないかと私自身は思

うんですけども。やはりいろいろ突発的な中で、除排雪で小回りのきく対応がとれていないだと

かって話も聞きますし、そういった部分で今回の補正で除排雪等と車の借り上げ等も出てきまし

たけども、そこら辺やはり指定管理事業者のかなり逼迫された状況もあるのかなと思うんですけ
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ども。そういう部分はやはり考慮した中で、重々検討していただければと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 指定管理につきまして９年目を迎えまして、その考え方というのも確立しなければならない時

期と思いますが、やはり当初年数が経つごとに当初想定されていなかった案件というのも今回の

こともそうなんですがその都度、何がベストなのかを考えまして、今契約一応２４年から２８年

となっておりますけども、時期の経過契約時期に活かしていきたいと考えております。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。はい、議長。 

 

○村尾議長 

 課長から指定管理者今後のことを検討しなきゃならないということなんだけども、ちょっとせ

っかくの機会なんで確認しておきたいんですが、この５ページに出ております中で人件費はこれ

管理費に入ってくると思うんですが、それと、機械の借上げについては、除雪の時間が長くなっ

たから補正を組んだという記憶もあるんですが、もうこれ９年になるんだけど人件費はどうなの、

毎年上がっているのかい。この管理経費の中で、人件費を見ていると思うんだけど人件費の予算

は、年々上がってきているのか、そういう見直しをしているのかどうなのか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 人件費の単価につきましては当初から変更なく。 

 

○村尾議長 

 やっぱりね、皆給料上がるわけでしょう。指定管理者だけ上がらんっていう話無いよ。それか

ら機械の借上げもですよ。これ今入札が不落になってきているんでしょ。東京オリンピックの関

係だとが震災の問題で働く人がどんどん向こう行っちゃって。工事が大変だということで不落が

出てきている中でこれ、一回その指定管理者決めたら、ずっと９年間も上げてないようじゃこれ、

人いなくなる問題にならないか。これもう少しね、ちゃんとして担当課長ばかり違うんですよ。

全体的にこれ、見直してもらわなきゃならんなっていう気がするんだけどね。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 
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○建設課長 

 先ほどの説明だったんですが、今３期目ですけど各期ごとに単価の方は、見直しているそうで

す。今現在の単価というのは２４年度に契約を行った時の単価ということです。それで人件費に

つきまして昨年かなり上がりました。今年ももう少し上がっていくことですので、次の契約時に

は、去年大幅に上がっていますのでそのへんは緩和しなければならないと考えております。 

 

○村尾議長 

 安倍総理も上げれって言っているんだから上げなきゃだめだ。やっぱりそういうことがこれ、

本当に大変だと思う、清建工業でもバスでもどこでもそうだと思うんだけども、これ人見つける

の大変な時代きてるから。やはりそれ相応のやってもらわなければ困る気がするんだけども。あ

なたに言ってもしょうがないし、これでやめときますけども、現課としても配慮はしてやってほ

しいなと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 その年々の社会情勢の方を注意しながら積算してまいりたい。 

 

○村島委員長 

 はい。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 １点、ちょっと参考にまでに聞いておきたいんですけども。先ほど前中委員の方からも話あっ

たんですけど、定期的に修繕の関係の予算は、見積もっていけないのかという。グレーダーの保

持。２号車なり。グレーダーは恐らく使用についてはだんだん劣化して修理していかなくちゃな

らない部分。リアデフの交換なんていうのは、こういうもの定期的に行われているようなことな

のかいこれ。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 デフの交換は今回初めてです。 

 

○勝又委員 

そうするとこれは、見越して予算ができるようなことではなく、突発的だということだよね。

そうなるとね、こういうことちょっと口幅ったくなっちゃうことなんだけど使用の仕方によって

は、デフの修理をするような感じの故障をしてしまうような部分というのも当然出てくるという

ことかな。 
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○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 機械ですので、当然機械の経年劣化にプラス使い方というのも当然影響はあると思いますが、

使い方については正常な使い方という判断で考えています。 

 

○勝又委員 

 これやっぱり町の財産で当然、町民の負担の中で購入していったものですから、やっぱり一つ

大事に使ってもらうということも心がけていかなくちゃいけないかなと。ただ自然に壊れていく

んだよというものは仕方ないにしてもリアデフの交換は、今回初めてだという部分も含めて大事

に使ってもらうような形。当然さっきの給料の見直しもそうなのかもしれませんけどね。お願い

したいなと思います 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。はい。 

 

○澤田副委員長 

 車検のある、こういう除雪車とかっていうのは貸付しているんですけど車検整備は委託業者が

やっているんですか。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○建設課長 

 委託業者の方で車検整備をしています。 

 

○村島委員長 

 いいですか。はい。他にございませんか。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 普段というわけじゃないんですけども町道の管理ということで、町道整備業務関係もあるんで

すけど最近やはり、町道の当町における舗装の普及率かなり高いんですけども、それにおいて交

差点の数もかなりあるんですけど、その一時停止の標識。これがどうも、以前であれば新しい舗

装時に白線マーカー等々でライン切りで優先ってわかっていたんですけども、山麓美里江南地区

における状況の白線もない中で、人の話もあったんですけど、かなり交差点で冷やっとした思い

がある。一時停止の標識がないという両方ともそういう確認が建設課として確認とれているのか

どうかという１点と、あと昨今農業もかなり機械が大型化してきた中で融雪、あの除排雪、除雪

のポールありますね。あれの損傷はかなりあるという話もあるんですね。やはり作業幅が３メー

ターだとかそのトラクターにつけたときに両方向でわからないうちに除雪ポールを倒すというこ
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ともあるんですけども。トータルに今後考えられるのは、産業道路としてのある程度のメインの

道路をやはり、それなりの規格の道路だとかを計画を持って整備するということもやはり計画の

中に今後もっていってほしいなと僕自身は思っているんですよ。端的にどことは僕言いませんけ

ども、そういう産業道路的機能を持っている町道が、町内に何カ所かあるんですけどもやはりそ

こは、ある程度の拡張幅というか、道路幅を確保する。現実はやはり大きな作業３メーターの作

業機があると片方止まったりもするんですけども。ちょっと揺れるとあのポール自体に接触とい

う現実。よく注意すると、散見されてかなり曲がっています。そこら辺は今委託されている業者、

曲りのポールだとか、数確認すればかなりわかると思うですけども、その辺はやはり建設課もや

はり、しっかり確認できればしていただきたいと。あわせて、その辺。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 今スノーポール関係ですが壊れたものに関しては、指定管理の方で直すことになっております

が、指定管理の方で気付かないもので我々の方が気づいたものであれば指導してまいりたいと思

います。道路の規格に関しましては、新たに再整備をするとなればその年々の規格となりますの

で昔よりも広がることが想定されますので、その新しい規格でやってまいりたいと考えておりま

す。最後に一時停止のはっきりしない交差点があるということで道路の方の整備といたしまして

は、我々が設置できるのは警戒標識までで、止まれというのは公安委員会の方で設置することに

なる。それでこの辺に関しましては、交通安全という課題もありますので、町民課とも相談いた

しまして、公安委員会の方に必要なところがあれば要望してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。なし。いいですか。なければこれで終わりますけども。いいですか。は

い。それでは建設課終わります。ご苦労様でした。 

 

○町民課長 

 さきほど議長の方から質問があった関係を確認してきましたので、ここの人口増減の内訳の推

移ということで、平成２５年度５人、その他で増えてきているんですが、これは住居法の改正に

伴いまして外国人が登録されるというふうになりました。その数字がここでその他欄で増えてき

ているということでございます。あと２４年度のマイナス１につきましては、これは町の職権で

減にしたというのは、町に住所登録はしているんですが、調査の結果居住している状態ではない

ということも踏まえまして、今回このマイナス１という形で、その他の方に計上させていただい

ております。平成１６年につきましては、ちょっと１０年前ということで、詳細の数字がなかっ

たものですから、これについてはちょっと不明ということでご理解をいただきたいと思います。

一応そういう形でその他の欄で整理をさせていただいたということでございます。 
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○村島委員長 

 はい、それでは保健福祉課。６件ありますけれども１点ずつ説明願います。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 １件目につきましては、平成２６年度一般会計補正予算でございます。概要につきましては消

費税の増税に伴います２つの交付金についての補正、それとあわせまして保育年齢の引き下げと

いうことで、１、２歳児拡大事業で、現在改修工事進めておりますけども９月１日受け入れ開始

を目標にその他の備品諸経費、これについての補正ということで６点申し上げます。担当よりご

説明申し上げます。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは福祉介護グループ所管の一般会計補正予算についてご説明いたします。６ページをご

らんいただきたいと思います。 

まず初め、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、今年度国が実

施する臨時福祉給付金事業に係る補正になります。事業の内容といたしましては、後ほどの実施

要綱で御説明をさせていただきますが本年４月から消費税率８％に引き上げられたことに対し、

所得の低い方々への負担の影響にかんがみ、暫定的臨時的な措置として行うもので本事業に係る

事務費として、臨時職員の賃金を１９万５千円。消耗品、印刷製本に係る需用費を５万３千円。

郵送のための通信費給付金振り込みのための口座振込手数料の役務費を１１万７千円計上いたし

ます。また事業費につきましては、対象者へ給付される給付金一人１万円×８５０人分と加算対

象分１人５千円×６５０人分。合わせて、１千１７５万円を補正計上いたします。 

次に２項児童福祉費・一目児童母子福祉費につきましては、臨時福祉給付金と同様国が実施す

るもので、子育て世帯臨時特例給付金事業の補正となります。事業の内容といたしましては、こ

ちらも後程の実施要綱でご説明をさせていただきますが、本事業に係る事務費として消耗品に係

る需用費を５千円。郵送料の通信費給付金振り込みのための口座振込手数料の役務費を合わせて

９万７千円。また事業費として対象者へ給付される給付金一人１万円×５５０人分の５５０万円

を補正するものです。子育て世帯臨時特例給付金いずれの財源の内訳につきましても、国庫補助

金により１０割の補助となっております。 

次に、１つ飛ばしまして次のページ、７ページをごらんいただきたいと思います。７ページ、

２款総務費・１項給与費・一目職員給与費につきましては、１、２歳児の保育拡大事業の実施に

伴いまして、９月からの１、２歳児の受け入れ見込みを定員の８０％保育料徴収金基準額の３歳

未満児第５階層の月額１万８千円で算出しまして、合計８８万２千円を補正するものでこの保育

料の徴収金は職員給与費の方に財源が充当されております。次に、戻りまして１、２歳児の保育

拡大事業につきましては、杉村の方からご説明をさせていただきます。 

 

○村島委員長 

 はい。 
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○保育子育てＧ主査 

 保育子育てグループ所管の一般会計補正予算についてご説明いたします。同じく６ページを開

いてください。 

３款民生費・２項児童福祉費・２目保育所費、今年度清里保育所において年齢引き下げによる

１、２歳保育拡大事業についてご説明いたします。まず、共済費・社会保険料・１、２歳児日額

保育士、給食調理員、清掃員の社会保険料５８万５千円。賃金において、３０３万２千円。需要

費につきましては、まず、消耗品の内訳として教材用、衛生用給食用消耗品等におきまして５５

万１千円。燃料費・灯油代・１、２歳児等の保育室及び改修工事における仮施設におけるとして

４０万１千円。食糧費１、２歳児おやつ、行事用、お誕生会など２１万３千円。印刷製本費・写

真代・毎月のお誕生会の写真及び行事、運動会、お遊戯会に使います６千円。光熱水費・電気代

・１、２歳児保育室及び改修工事における仮施設での経費を含めまして１５万３千円。仮施設に

おける水道代も含まれます。賄材料費・１、２歳児給食材料として７８万４千円を補正経費とし

ます。役務費・通信運搬費・仮施設電話代として２万１千円。手数料・口座振替代、布団などの

クリーニング代として３万２千円。備品購入費・器具購入費としまして１、２歳児保育室におけ

る園児机、椅子、保育室カーテン、加湿空気清浄器及び１、２歳児における給食として調理器具

熱風消毒保管庫。また書いていませんけれども、炊飯器などです。あと、玄関の凍結防止予防と

して融雪マット、タイマー付きを補正予算としております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今、説明ありました。委員の方、何かご質問ございませんか。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 この６ページの賃金の部分なんですけども１、２歳児日額保育士とそれから給食調理員、清掃

員と出ているんですけども、３０３万２千円ですか。これは３名分というふうに捉えていいのか

な。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 調理員１名と保育員２名ということでございます。 

 

 

○池下委員 

 保育員２名。清掃員と書いてある。 
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○保健福祉課長 

 清掃員につきましては、１名と言いますか、もともとお願いしておりますので、その分増えま

すので時間的に増額をしているということでございます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい。他にございませんか。なし。いいですか。はい。それでは①について

は終わります。②について説明願います。はい。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは清里町健康づくり計画及び清里町子ども子育て支援事業計画策定についてご説明をい

たします。８ページをお開き願います。はじめに清里町健康づくり計画につきましては、平成１

６年度に作成されまして、平成１７年度から１０カ年の計画としてスタートしております。平成

２２年度には中間の見直しは行いまして、後期５カ年の計画として平成２６年度をもって終了す

ることから、今年度をかけてこれまでの取り組みの分析や評価を行うとともに清里町における健

康づくりの現状と課題を踏まえ、来年度平成２７年度から平成３６年度までの新たな清里町健康

づくり計画を策定するものです。策定にあたりましては、健康子育て計画策定審議委員会をもち

まして審議策定を行い、スケジュールにつきましては、７月までに課題の分析をしながら８月に

課題分析から計画への方向性を定め、９月ごろに所管委員常任委員会の報告を予定しております。

その後計画案を策定し、パブリックコメント等を行いながら来年３月に計画を完成するように努

めてまいります。続きまして１０ページをお開き願いたいと思います。この計画に合わせて同時

進行で清里町子ども子育て支援事業計画につきましても策定をしてまいります。現在の計画は子

育て支援計画として平成１６年度に１０カ年計画を策定され、平成２２年度から平成２６年度ま

でを後期５ヵ年計画として見直しを行い、清里町の総合的な子育てサービスの体制を整えてきた

ところですが、本年度計画の最終年度を迎えることと新たに内閣府子ども子育て支援新制度を施

行準備室より示されました、子ども子育て支援法に基づく基本方針案に基づいて策定をしてまい

ります。策定にあたりましては、既に３月に子育てニーズ調査を実施しておりますが、現在、集

計を行いながら現状を把握しているところですが、健康づくり計画と同様健康子育て計画策定審

議委員会を持って審議策定を行い、計画案の策定パブリックコメント等を行いながら、これにつ

きましても来年３月に計画を完成するように進めてまいります。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、説明がありました清里町健康づくり計画及び子ども子育て支援事業計画の２点につい

て何か委員の方、何かございませんか。なし。よろしいですか。はい。それでは、②終了いたし

ます。③について、説明願います。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは清里町臨時福祉給付金支給事業実施要綱についてご説明いたします。１２ページをお

開き願います。先ほど補正予算のところでも少し触れましたが、今年４月からの消費税率が８％

に引き上げられたことに伴いまして低所得の住民に与える負担と影響を緩和するため暫定的臨時

的な措置として臨時福祉給付金。それとこの後にもあります子育て世帯臨時特例給付金が給付さ
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れ、事業の実施にあたってはそれぞれ要綱を定めて行われます。 

まず初めに臨時福祉給付金につきましては、平成２６年１月１日現在で清里町に住民登録があ

り給付対象者の要件を満たしている方に支給されます。給付要件は２６年度分の住民税非課税者

ですが、ご自身が扶養している方が、課税されている方や生活保護を受けている方は対象外とな

ります。該当する場合は、一人１万円。さらに老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金、また児

童扶養手当特別障害者手当等を受給していれば加算ということで５千円が加算されます。事業の

周知につきましては、６月の広報でチラシを配布しましたが７月１日付けで広報と一緒に申請受

け付けのお知らせと申請書をそえて事業を開始いたします。事業実施要綱につきましては、国か

らの示された要綱に基づき、作成しておりまして受付けの期間を、４月１日から３カ月間としそ

の間幾度と広報等で周知を図っていくと共に民生委員等にも協力をお願いしながらその事業を進

めてまいりたいと考えております。以上で臨時特例給付金の説明とさせていただきます。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今③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、前中委員。 

 

○前中委員 

 要綱の中でちょっと１５ページなんですけども、１の支給対象者の次の段下記の支給対象者に

ついして、臨時福祉給付金を一人につき万円支給する。これは１万円が欠如でよろしいですか。

はい。 

 

○保健福祉課長 

 申し訳ございません。誤りでございます。訂正してください。はい。ついでにもう１つ申し訳

ございません。要綱等２１ページなりを見ていただくとわかりますけども、要綱に網掛けと入っ

ておりますけど、要綱を請求する際には網掛け等なしで、ただこれについては７月１日広報に折

り込みで申請者を一緒に出そうと思っていますが、そこはこのわかりやすく網掛けなりをしなが

ら見やすいものというふうに考えでございます、ちょっとこれ様式として定めるにあたって網掛

けはございません。この辺についても御理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 もう１点せっかくなんで。これはあくまでも個人申請という形ですね。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 申請をもとにという形になりますが先ほど説明しましたようにもれのないように丁寧に進めて

まいりたいと思っております。 
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○村島委員長 

 はいお願いします。はい、他にありませんか。よろしいですか。はい。④説明願います。はい。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは子育て世帯臨時特定給付金についてご説明いたします。２５ページをお開き願います。

子育て世帯臨時特例給付金につきましても臨時福祉給付金と同様、今年４月からの消費税率８％

に引き上げられたことに伴いまして、低所得の子育て世帯への負担の影響を緩和するため暫定的、

臨時的な措置として給付するもので対象児童一人につき１万円を支給するものです。こちらの給

付金は臨時福祉給付金の対象から外れた方で平成２６年１月分の児童手当を受給している方で、

且つ平成２５年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方が対象となります。こちらは該当者

が限定されるので個別に通知しながら申し込みを受ける形となります。この給付金につきまして

も受付期間を７月１日から３カ月間設けまして申し込み受け付け後、書類審査を行い給付金の支

給は口座振込みにて行っていきたいと、考えております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、④について説明ございました。何か、委員の方質問ございませんか。なし。よろしい

ですか。それでは④終わって⑤について、説明願います。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 平成２５年度介護老人保健施設きよさとの運営状況について御説明をいたします。３６ページ

をご覧いただきたいと思います。 

最初に１の入所者、通所者の利用状況について。表の下の行平均が網掛けの欄でご説明します。

１日当たりの入所者の年間平均は６４．１２。短期入所の１時間当たりの平均人数は３．４人で

す。表には記載ございませんが、入所と短期入所合わせた入所部門の合計は６７．５人となって

おり一番右端備考欄の所にございますが、年間平均入所率は９３．７５となっております。また

通所部門は１日当たりの平均通所者が１５．４人となっており５月１３日の本常任委員会でご説

明しましたとおり１２月より、入所者が減少しておりましたが、３月から回復し、現在は短期入

所と合わせて６９人となっております。今月６月中に２人から３人受け入れということに向け、

現在調整中でございます。 

２番目に移ります。入所の状況です。３月末の入所者は、６０名短期入所者が２名で合計６２

名でございます。その内清里町の入所の方が右端にはなりますが、３１名で概ね半分となってご

ざいます。 

３番目、利用者の介護度区分でございますが、平均で入所要介護３．０、通称要介護２．０と

なっております。 

４番目の利用者の年齢区分でございますが、入所者は平均８７．２歳、通所者は８１．４歳と

なっております。 

５番目の職員配置ですが、町からの派遣の事務長を除き、社会福祉協議会の職員、臨時職員等

で構成されておりますが、委託を含めまして、平成２６年度当初５７人の体制で運営を行ってお

ります。 

６番目の１カ月当りの施設入所料。これは介護保険の負担段階と介護度区分によって決定をさ
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れますが、第１段階から第３段階までは負担限度額を超える部分は、高額介護サービス費と特定

入所者介護サービス費により介護保険がそれを超えた分を負担しておりますので、居住費と食事

代を含む実質の負担額がこの表のとおり利用負担段階で固定をされた額となっておりまして、第

１段階の入所が２万４千円。第２段階は３万６千３００円。第３段階は５万３千７００円となっ

ております。第４段階からはそれぞれの負担限度額の内数になりますので、要介護１の７万６千

４４０円から要介護５の８万３千とんで４２円となってございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今、平成２５年度の介護老人保健施設きよさとの運営状況について説明がございま

した。委員の方何か、ご質問ございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ２５年度の状況入所率が９３．７５％ということでその他に、通所部門入れると結構通所して

いる人もいるんですが、通所できなくて在宅で入所できない方も数多くいると思うんですが、そ

ういったところもデータ的には課として把握しているのかなというふうには思うんですが。そう

いった状況の中で、例えば在宅している人の中で認知症の方も多分いると思うんですよね。でそ

ういった方が例えば行方不明になったとか、そういうふうになった時の課としての対応というん

ですか。その辺はどういうふうに考えているのかな。ちょっとこの施設のこととはちょっと離れ

てはいるんですが、ちょっとその辺、課として聞きたいなと思うんですけど。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

介護保険担当あるいは地域包括支援センター等に御相談を受けている部分については、当然な

がら把握してございます。でやはり認知症の方で、散歩に出られて戻ってくるのに迷子になると

いうことは当然可能性としてはありますし、過去にもあった例はございますが、それに向けまし

ては捜索をするという状況になった時にスムーズに行えるように特徴なりをまとめるシートなり

この辺の方準備をしてございますので、その辺のところをもってまずは社会福祉協議会だったり、

保健福祉課だったり、あるいは関係団体に要請をしながらスムーズな捜索等を行えるというとこ

ろでの準備をしてございます。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 その都度対応してというふうに考えているんでしょうけども。認知症になって徘回する人とい

うのは、例えば昼夜問わずにですね、出掛けてしまって、行方不明が多いと。そういった中で、

これは本州の方のある事例なんですが、やはりこういった過疎の町においてほとんど日中も夜も

余り人が歩いていないのが現状であるということを踏まえて一番人が歩いているというのはどう
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いう状況かというと、中学生高校生なんですよ。例えば部活が終わったとか、学校帰りだとかと

いうことに関して考えると中高生が一番うちの町で歩いているというのかなというふうには考え

るんですが。そういった過疎の地において、我々が住んでいるこの清里よりも多少大きな市町村

の中で、中学生高校生を対象に認知症の何て言うんですか、研修と言うんですか。そういった子

どもたちを対象にした研修会をして、認知症で歩いているのか、どうなのかという状況の中で遭

遇した場合、すばやく対応して、声かけを行うというふうな仕組みづくりをしている市町村があ

るということを私伺いました。 

うちの町の清里町としては、どういった今後の計画を持っているのか。その辺は課長の独断で

は決められないと思うんですが、そういったところがもし多少でもあるのであれば、お聞かせい

ただきたいなと思うんですが。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 町民の皆さんの認知症の正しい理解。当然必要だというふうには認識しております。今年度も

あの社会福祉協議会の方でボランティアセンターの研修においては、認知症を取り上げていただ

いてオレンジのバンドで研修を受けましたよ、講習を受けましたよということでそんなことやっ

ていただいてます。それは取り組んでいかなければならないと思っていますし、小・中・高生あ

たりも当然ながら理解をいただければというふうに思っておりますが、これについては今後検討

をさせていただきたいと思います。いざ捜索にあたってお子さんをというのは、これはまたなか

なか難しい面がありますので、それにつきましては正しい理解があった上でどこまで協力をいた

だけるのか。捜索に出た高校生がいつまでも戻らないということのないようにというところもご

ざいますんで、まず、正しい理解というところの前提の上で検討させていただきたいと思います。

はい、あの貴重なご意見ありがとうございます。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

是非ですね。そういった方向でやっていただければ幸いかなと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 認知症に鑑みてなんですけど、当町における認知症の方々の把握というのも、僕もわからない

んですけども参考までに同じように認知症の捜索の中で、認知症の人に与える靴の中にＧＰＳを

設置したという事例。たまたまテレビで見たんですけども、そういうことも同じように今、検討
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する機会を持っていただきたいなと。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 私も同様の報道を見ておりました。やはりあのところで取り上げられていたのがどんな器具が

発達をしても、持っていただけるか否かそこが勝負ということであるぞというアイデアが出て、

今研究をしていると。間もなく商品化になるかのことでございましたけども、その辺も踏まえな

がら便宜を続けてまいりたいと思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい。他にございませんか。それでは⑤についてはこれで終わります。⑥口

頭説明ですけどもはい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 介護老人保健施設きよさとの医師についてでございますが、ご報告をいたしたいと思います。

５月１日より西村勇先生、老健きよさとの医師・管理者として就任をいただいておりますが、５

月の中旬以降ですね、先生から体調が悪いということを訴えがございました。５月２６日になり

まして、腫瘍があるんだということで、途中で投げ出すわけにはいかないけども、療養が必要だ

というようなことでお話がございました。実際に６月２日まで勤務されて３日から実は療養に入

りました。一旦は帯広市の方に戻られるということでございます。こういう緊急事態を受けまし

て療養期間中の医師の確保を図りまして、現在斜里町在住の医師と網走市在住の医師に診療の方

をお願いをしてございます。さらには、クリニックきよさとの協力要請、それと近隣病院長に対

しまして状況の説明とあわせて緊急搬送がもあり得るということで御協力の方をお願いして、承

諾をいただいてございます。それを受けまして西村医師は、後任がもし見つかるようであれば、

譲るということもおっしゃっておりましたので後任についてあたってございます。それで７月に

向けて内諾をいただいた先生がございます。２月まで常呂厚生病院の副委員長を勤められていま

して、３月にそこで定年退職なんですが、３月から６月までそのまま継続して嘱託というような

形で今勤務されています。７月からこういった状況の中で、老健きよさとの方に管理者の医師と

して来春まで来ていただけるという事で内諾をいただきました。まだ内諾でございますけれども

社会福祉協議会の理事会なりの承認を得て決定という運びになりますが、そういう状況におりま

すので、ご報告を申し上げます。 

 

○村島委員長 

はい。ただ今、口頭説明ですけれども、何かございませんか。全般的にはどうですか。よろし

いですか。無ければ、保健福祉課これで終わります。どうもありがとうございました。ご苦労様

でした。 
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○村島委員長 

 大変でしょうけど支障のないように。 

 

○保健福祉課長 

 老健の方、社会福祉協議会中心になって一生懸命やっておりますので、また何かありましたら

ご報告いたします。 

 

○村島委員長 

はい、それでは産業課。口頭説明を含めて、１４項目ありますけども１点ずつ説明願います。

はい、課長。 

 

○産業課長 

 それでは、産業課所管事項について説明させていただきますが、その前に５月３１日の緑の植

樹祭事業に、議員の皆様方にご参加をいただきましたこと、ありがとうございます。この場を借

りましてお礼申し上げます。 

それでは、産業課所管事項を１４件ということで協議報告させていただきます。今回の案件に

つきましては、一般会計の補正予算及び農業関連の事業店舗出店と住宅リフォーム店舗改修各温

泉施設、山小屋などの事業実績それと平成２６年度のふるさと産業まつりの実施内容御報告それ

と焼酎関連事業の実績、決算条例改正等のご報告と補正予算の報告。それとあわせまして、焼酎

新ブランドの販売スケジュールの関係についてもご報告をさせていただきたいというふうに思い

ます。それと向陽旧美里地区のですね、湧水状況につきましても、本年度も湧水被害がございま

したのでその関係につきましても、ご報告をさせていただきたいというふうに思います。また口

頭説明といたしましては、山口油屋油屋福太郎の酒類製造確認ということでの部分と清里町森林

組合の解散についてということで口頭説明させていただきたいと思います。それでは案件ごとに

担当者より説明いたしますので、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 どうぞ。はい。 

 

○農業委員会次長 

 それでは、平成２６年度一般会計補正予算農業委員会関連について説明いたします。議案３７

ページをごらん願います。 

まず１点目と２点目が農地中間管理事業に係る補正となります。農地中間管理事業は、平成２

６年から業務を開始する事業で、その業務委託要領が５月に制定されたことから、業務委託料に

ついて補正をするものです。北海道の農地中間管理事業の実施主体となります、北海道農業公社

から町へ業務の一部が委託されることから、その業務に対する委託料が発生します。また委託さ

れる業務であります、農地の利用調整や窓口対応等それにつきまして町から農業委員会へ事務委

任されることから農業委員会費で計上するものです。まず委託費の歳入額ですが、２８万円を見

込んでいます。その２８万円の内２０万円を、１点目であります２款総務費・１項給与費・一目

職員給与費事業名、職員給与費で計上しています。これは、業務委託費の中で職員の人件費の手
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当分として支出できるということから財源振替により、職員給与費で計上したものです。そして

委託費２８万円のうち、残り８万円を２点目の、５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員

会費、事業名農地中間管理事業業務委託費で計上しております。内容は、事務消耗品として１０

万円見ておりまして財源内訳は、委託費８万円に、一般財源２万円の合計１０万円を計上してい

るものです。 

次に３点目ですが、５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員会費、事業名農業委員道内

視察研修です。これにつきましては３月に農業委員の改選があり、会長以下新体制の中で協議を

行いまして委員の半数以上が新任委員となり、また今年度新しく農地中間管理事業が開始される

こともあり早い段階での研修が必要との判断から補正計上するものであります。内容につきまし

ては道内の先進的な取り組みをしております。農業委員会や農場の視察研修で視察先は道央方面

日程で、７月初旬の２泊３日全工程バスの借上げでの移動を予定しております。費用の内訳は、

２泊分の宿泊費と３日分の日当により、一人当たりの旅費が３万１千円１００円となり農業委員

１３名分の旅費として農業委員会運営事業費の費用弁償にて、４０万５千円をみております。事

務局の随行職員１名分の旅費として、農業委員会事務局運営事業費の普通旅費にて３万２千円を

みております。バスの借上げ代としまして３日分のバス代、運転手の宿泊食事代、高速道路の使

用料などを含めまして２３万９千円をみております。合計６７万６千円を増額補正するものであ

ります。財源内訳につきましては全額一般財源で計上しております。 

次に４点目ですが、５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員会費、事業名北海道農業会

議選挙事業です。これにつきましては、今年度行われます、農業委員統一選挙に伴う役員改選の

ため開かれます、北海道農業会議の臨時総会に出席する旅費を補正するものです。農業委員会会

長１名の、札幌１泊２日分の旅費４万８千円を農業委員会運営事業費の費用弁償に増額補正する

ものであります。財源内訳につきましては全額一般財源で計上します。以上で、農業委員会関連

の説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。どうぞ。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 続きまして、産業課所管分農業グループ関連についてご説明いたします。議案は同じく３７ペ

ージ。下から２つが該当となります。 

まず１点目でありますが、５款農林水産業費・１項農業費・５目道営整備事業費、事業名、農

地水保全管理支払事業費です。これにつきましては、平成１９年度より農水省の補助事業として

農業用資源や農村環境保全に対する地域取り組みの支援対策として実施しておりますが、今回農

地水保全管理支払交付金事業から多面的機能、支払交付金事業へと制度改正が行われ、合わせて

交付金単価等が変更となっておりますので、農地水保全管理対策協議会負担金を補正するもので

あります。交付金単価ヘクタール当たり６千円が今回７千４００円に改正され、１千４００円の

増額となることから事業対象面積２千５６１．９４ヘクタールに１千４００円を乗じ、市町村負

担割合の４分の１を乗じた８９万７千円を増額補正するものであります。財源内訳につきまして

は全額一般財源で計上します。 

次に、２点目ですが、５款農林水産業費・１項農業費８目町民活動施設費事業名町民活動施設
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管理運営事業費です。これにつきましては農畜産物加工室に設置しております、フードプロセッ

サーの故障による修繕費用の補正となります。修繕内容につきましては、食品を撹拌する羽根、

刃軸の交換、交換工賃となり、消費税を加えた２８万３千円を増額するものであります。財源内

訳につきましては全額一般財源で計上いたします。以上で農業グループ関連の説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今平成２６年度一般会計補正予算産業課所管分についての説明がございました。委

員の方何かございませんか。ありませんか。いいですか。なければ、次に進みます。はい、それ

では②の説明願います。はい。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 議案の３８ページをごらん願います。平成２５年度農業関連事業の実績についてご説明いたし

ます。農業関連事業につきましては、町の会計を通らず各団体等へ直接支払われる事業となりま

す。まず農地水保全管理支払交付金事業ですが、清里町上斜里地域資源保全プロジェクトにつき

ましては、収入６９５万１千４８２円。支出６９２万６千９９５円。残額２万４千４８７円とな

っており、主な用途につきましては畑かん等の農業用施設の維持管理経費となっております。清

里町江南地域資源保全プロジェクトにつきましては、収入８５０万５千３９３円。支出８４８万

２千６２０円。残額２万２千７７３円となっており主な用途は上斜里地区と同様に畑かん等の農

業施設の維持管理費用となっています。 

次に経営所得安定対策直接支払推進事業につきましては、清里町地域農業再生協議会による運

営でありまして収入支出ともに１１１万円。主な用途は事務費となっています。大豆、麦生産体

制、緊急整備上につきましても清里町地域農業再生協議会による運営であり収入支出ともに８千

８４万２千円となっております。主な用途は共同利用農機導入リース料の助成として、７千９２

９万２千円。馬鈴薯原原種購入配付助成として１５５万円となっております。 

次に、鳥獣被害防止、総合対策事業につきましては、斜里郡３町鳥獣被害防止対策協議会によ

る運営で収入支出ともに１７５万４千６００円となっております。主な用途が個体数調整のため

の一斉捕獲。罠の整備。新規狩猟者育成費用となっております。鳥獣被害防止緊急捕獲等対策推

進事業につきましては、清里町農作物鳥獣被害防止対策協議会による運営であり収入支出ともに

９５万円。主な用途は、捕獲報奨金の上乗せ助成となりまして、鹿については一頭あたり８千円

の上乗せ、きつね、ウサギについては一頭あたり千円の上乗せとなっています。次に経営所得安

定対策交付金ですが、これにつきましては国から直接各農家に支払われるものであります。内訳

ですが、営農継続支払２１２戸につきましては、１３億９千６６６万６千円。数量払い２１２戸

につきましては１８億９千６７８万１千１３７円。産地資金２０７戸につきましては、２億８６

４万６千円。規模拡大加算給付につきましては、８４２万４千円となり、合計３５億１千５１万

７千１３７円となっております。農業関連６事業を合計しますと、３６億１千６３万６１２円と

なります。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今農業関連事業の実績についてのご説明がございました。委員の方、何かございませんか。

いいですか。ないようですで、前に進みます。③について説明願います。 
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○商工観光・林政Ｇ主査 

 はい。３９ページをお開きください。清里町店舗出店と支援交付金事業の認定事業者の実施状

況についてご説明をさせていただきます。本説明につきましては、認定事業者からの報告書、聞

き取りによりまして、作成しております。 

平成２３年度認定の事業３件につきましては、事業開始年も含め、３カ年が経過いたしました。

３件とも、空き店舗を利用することにより、効率的に事業展開され他店との相乗効果による集客

力増、雇用機会の創出など、事業が継続されているところです。４の実施内容につきましては３

事業者とも、当初予定どおり事業を実施してきているところで継続した営業、雇用がなされてお

ります。５の取り組みの成果につきましては３店舗とも、ほぼ予定の集客数に達し、顧客への迅

速な対応地場産食材の活用による、消費の拡大雇用の促進、そして開店したお店同士の相乗効果

により集客、ＰＲにつながっているようであり、町外からの集客が増えているとのことです。今

後さらに販売促進向けて取り組んでいるようです。６の課題、問題点といたしましては継続して

営業してきている中で、働き手の不足も起こってきておりますが集客の増加のため、方法を模索

していく必要が出てきております。７の今後の展開につきましては、近隣の利用の促進、人員不

足の解消メニューの拡大今後さらに知名度を上げるための方法等模索しております。８の収入の

状況につきましては、まだ設備投資もある状況ですが、利益を得られているようです。 

続きまして、平成２４年度認定３事業につきまして、ご説明いたします。４の実施内容につき

ましては、時価農産物を使った新店舗、また空き店舗を活用した飲食店食品製造販売店の開業と

なっております。５の取り組みの成果でございますが、３店舗とも営業を開始し、着実にＰＲが

なされ、運営されてきております。集客も増加しているようで店舗でイベントの開催や各種イベ

ントへ出店することにより、固定客も増加するなど、成果が上がってきている模様です。今後も

さらにＰＲを図っていくとのことです。６の課題、問題点につきましてはシーズンによっての売

り上げの差があること品ぞろえに不足感があることなどになっております。７の今後の展開につ

きましては、新メニューの開発販路の拡大や、お客様の利便性の追求町外販売のＰＲなどとなっ

ております。６の収支状況につきましては、３件ともにそれぞれ差がありますが、利益を得られ

ている状況です。６件ともに継続した営業がされ、これまで着実に運営がなされてきております

が、当初とはまた違った課題なども出てきており、その課題解決、またさらなる売上増等に向け

て努力され、事業に取り組んでいるよう状況です。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

ただ今③について説明ございました。何か、委員の方、ございませんか。よろしいですか。は

い。それじゃあ前に進みます。④について説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

４０ページをお開きください。住宅リフォーム事業及び店舗改修事業の実績についてご説明さ

せていただきます。両事業とも、地域別の実施件数を参考に記載しており平成２５年度の件数及

び補助金額を説明いたします。 

住宅リフォーム事業につきましては、平成２３年から実施となりまして、２５年で３年目とな

りました。２５年の実績につきましては屋根の塗装、外壁の改修、システムバスへの改修など３

２件９０５万３千円の補助実績となっております。 
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店舗改修事業につきましては、平成２４年１０月から実施し、２５年は２年目となりました。

２５年につきましては、屋根、外壁の改修ＬＥＤへの改修など９件２９４万９千円の補助実績と

なっております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今④の住宅リフォーム事業及び店舗改修事業の実績についての報告がございました。何か

みなさんございませんか。なし。よろしいですか。はい。それでは、前に進みます。⑤について、

説明願います。はい。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 それでは、各温泉施設山小屋の利用実績についてご説明いたします。４１ページ目をお開き願

います。 

初めに緑清荘について、平成２５年度実績でご説明いたします。利用人員の入浴施設につきま

しては５万６千３１８人。前年比９４．３％、３千４０９人の減。宿泊施設８千２１７人、前年

比９９．４％４６人の減。会食施設９千８８７人、前年比１３２．３％２千４１２人の増。レス

トラン１万４千８２８人。前年比１３２．９％３千６７０人の増となっており、全体で８万９千

２５０人。前年比１０３％２千６２７人の増となっております。使用料の入浴施設につきまして

は、１千５７６万６千８８３円。前年比９６．３％６０万６千５４９円の減。宿泊施設４千１１

２万３千１３３円。前年比１０１％３８万８千６１円の増。研修施設４万８５６円、前年比１万

２千８７１円の減。食堂施設６千３４５万２千１６１円。前年比１３２．１％。１千５４３万２

千４８７円の増。販売施設３３１万１６３円。前年比１５３．７％１１５万６千７０９円の増。

全体で１億２千３６９万３千１９６円。前年比１１５．２％１千６３５万７千８３７円の増とな

っております。 

次に、パパスランドについてご説明いたします。利用人員の入浴施設につきましては、４万２

千２７９人。前年比２２４．３％２万３千４３２人の増。その他施設は町民活動施設移行のため

皆減。合計４万２千２７０９人。前年比２０９．４％、２万２千８９人の増となっております。

使用料の入浴施設につきましては、１千３３６万８千６２０円。前年比２３９．４％７７８万３

千４２０円の増。研修施設は町民活動施設移行のために皆減。食堂施設３千２８８万４千８６４

円。前年比１７４．１％１千３９９万５千２２９円の増。販売施設、２千８４７万４千８２３円。

前年比３３０．５％、１千９８５万９千９６０円の増。全体で７千４７２万８千３０７円。前年

比２２４．３％４千１４１万２千８０９円の増となっております。 

次に、緑の湯についてご説明いたします。利用人員の入浴施設につきましては、２万２５７人、

前年比８８％の２千７６２人の減となっております。使用料の入浴施設につきましては、５４６

万２千３００円。前年比９０．４％５８万２千６６０円の減。販売施設３１５万１９５円。前年

比１０５．４％１６万２千２３円の増。全体で８６１万２千４９５円。前年比９５．３％４２万

６３７円の減となっております。緑清荘、緑の湯の利用人員使用料の減額につきましては、パパ

スランドのリニューアルオープンが要因に挙げられますし、今後の旧レストハウスの方向性によ

り、３施設とも少なからず人員、使用料ともに影響が出るものと思われます。 

次に斜里岳山小屋についてご説明いたします。４２ページ目をお開き願います。利用人員の登

山者につきましては、４千８０５人、前年比９９．８％、１１人の減。山小屋宿泊人数６３４人
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１００．３％、２人の増。駐車場利用者１４２人、前年比１０６．８％、９人の増。寝具利用者

２３６人。前年比９４％、１５人の減となっております。使用料の協力につきましては、４５万

４千７２５円。前年比８６．５％、７万１千２５８円の減。宿泊施設９４万９千円、前年比１０

０．７％。６千５００円の増。駐車場使用料７万１千円、前年比１０６．８％。４千５００円の

増。寝具利用料６万７千６００円。前年比８９．８％。７千７００円の減となっており、合計１

５４万２千３２５円。前年比９５．８％６万７千９５８円の減となっております。以上で説明終

わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今各温泉施設、山小屋利用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。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 緑の湯のことで１つ伺いたいんですが。この落ち込みというのはやはり、パパスランドがオー

プンしたことによると考えられるんですが、新たにですね指定管理者が変わりまして、ベルディ

がやるようになったんですが、この落ち込みをですねある程度想定していたと思うんですが、そ

れを踏まえて例えば新しく何か企画を考えるとか、そういうところの部分で産業課の方に例えば

そういう相談があったのかどうなのか。その辺いかがですか。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○商工観光・林政主幹 

現実的に昨年度の集客が減ってしまったという部分がありまして、ベルディさんの方でも新た

に集客を考えていかなければいけないなんていう部分のお話があったかどうかという質問ですけ

れども。何回かうちの方に来られまして、今まではあそこでソフトクリームだとか、コーヒーだ

とかそういうお客さんに対するサービスというのが売店での販売物しかなかったんですけども保

健所の方に行って、自ら許可を得て、それらを始めて来たお客さんに対するサービスをする。そ

れから今後なんですが１月、緑の湯が出来たのは１月３０日か３１日だったと思うんですけども、

平成１０年だったと思いますが。そのときには自分たちで緑の湯の日という形でですね。事業を

進めていこうかな、事業展開しようかなですとか、あとはこどもの日なんかでお客さんが来てい

ただけるようにおもちゃを浮かべたりだとかそういう形で、お客さんに楽しんでもらって、リピ

ーターをどんどん増やしていきたい。それから今後冬になるとスキー場がオープンいたしますの

で、スキー場とのタイアップ。教室にお父さんお母さんと行かれた時に、待っているお客さんが

いらっしゃいますので、それらの方に来ていただくような形だとか。それに向けては条例の方で

営業時間の方があるんですけれども教室の夜間終わる９時。それで緑の湯も閉まってしまう今時

間になっていますので。今ベルディの方から要望がきている部分が、冬期間だけ営業時間午前中

を後ろにずらして午後からも後ろにずらすという形で、利用者が使いやすいような運営方法がで

きないかということで、それらについて町の方にお話があったような状況であります。 
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○村島委員長 

 よろしいですか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 最近、札幌近郊を例にしますとですね、例えば人が動く時期ゴールデンウィークですとかお祭

り以外に、暇な時期があるときは独自で自分たちでサービスをどんどん考えて例えば一つの例を

挙げますと雨の降る日に料金を安くするとかそういった具合にですね、独自で皆さん企業として

集客を何とか図ろうとしているというのがあるんですよ。 

うちの町はこうやって温泉が３つありましてね、中間であります、さっつるパパスが新しくオ

ープンしたことによって、緑清荘にしてもそうですし、やっぱり集客人員見ますと宿泊の方そん

なに変わっていないなというふうに考えますんで、これからはやっぱり独自で物を考えてやっぱ

り生み出していく。そういうアイデアもどんどん産業課からの方ですね。打ち出していってもら

いたいなというふうに考えます。よろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 他に。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 ２点ほど。パパスランド道の駅という形でオープンして温泉は、当町３つあるんですけども、

２４年２５年の比較で見ますと、２４年が約１０万人２５年になれば１２万人。確かに入湯客の

利用は２割増というこのデータから読み取れると思います。そしてその中で特に私が一番目を向

けてみたいのは、その販売施設における販売ですか。外販というか、その金額が緑の湯であれば

３１５万、かなり健闘している。あるいはパパスにおける道の駅効果ということで、産直の扱い

があるのでこの中で外販のものも取り扱ったり色々あるんですけども、かなり大きくて逆に緑清

荘はそういった意味で、宿泊等々あるんですけども販売施設における販売が思ったより伸びてい

ないのかなという客観的なデータで今話ししているんですけど。１つお伺いしたいのは、パパス

ランドにおけるその販売施設の中の金額で、産直の農産物ですかその代金は、どのくらい占めて

いるのか、もしわかれば、提示していただきたいのと、今池下委員がおっしゃったように、緑の

湯におけるその販売施設の販売額、思った以上に健闘しているっていうことは、何が要因になの

かってことを、もし検討の中で出ているんであれば、そこも説明していただきたいと。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 前中議員の御質問にお答えしたいと思います。パパスランドの販売施設の直売所の部分。ちょ

っと数字を今おさえておりませんので、次回常任委員会の時に報告させていただきたいと思いま

す。 

また緑の湯販売施設における売上がかなりいいねということで言っていただいているんですが

やはりですね。あそこの窓口にいる方の影響っていうのはかなり大きいのかなと思います。正直
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言いまして、皆様方にお客さんに一人一人にきちんと声をかけていただいてやっている部分もあ

りますし。昨年は緑のフェスティバルの時に、緑の湯の売店で売っているものも持って行って、

あそこでの販売も実は支配人の方でやっていただいたようなかたちがあります。その日１日だけ

でも、５、６万の販売額があったというふうに聞いておりますので、緑の湯の何週間分に該当す

る部分が出ております。それらも踏まえて２５年度と２６年度、指定管理者の方違うわけですが、

今回の指定管理者が変わった段階におきましては、あそこの品ぞろえもですね、子どもたちが食

べられるおやつ類も増やしてみたりですね、いろいろ今、試行錯誤しているような状況でありま

す。今後も売上げの増に向けていろいろな考え方でいかれるのかなというふうに思っております。

前中議員さんの質問でいけば、やはり声かけ、支配人等の声かけが一番の要因なのかなというに

考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい。それでは、⑤については終わります。⑥について説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 平成２６年度ふるさと産業まつりについてご説明いたします。４３ページ目をお開き願います。 

本年度の産業まつりにつきましては、先月５月の２０日に実行委員会組織の商工会、観光協会、

ＪＡ、役場で昨年のアンケート結果に基づき協議を行い、次のとおり開催することといたしまし

たので、御報告をいたします。開催日につきましては、９月６日土曜日の前夜祭のじゃがいも踊

りといたしまして、本祭を９月７日日曜日。午前１０時から午後２時３０分まで昨年と開催時間

は変更しておりません。開催場所につきましては、昨年に引き続きモトエカ広場。ステージイベ

ントにつきましては、歌手 錦野旦、池まさし、お笑いでビューティーこくぶを予定しておりま

す。 

昨年との変更点は、１点目歌手等のイベントを、１２時から開催いたしまして祭りの最期まで

来客が来るよう時間帯を変更いたしました。２点目。入り口アーチをやめ、バルーンといたしま

して、町外からの来場者に開催場所の目印としたいと考えております。３点目。来場者からの問

い合わせが多かったことから、出店者に店舗図を渡すとともに会場内に案内看板を設置いたしま

す。 

今後の日程といたしましては、明日１２日に出店の予定者への説明会。６月１６日から７月１

０日まで出展者募集。８月６日までにポスターを完成させ周知。８月７日に出店者説明会。９月

５日、会場準備。９月６日出店準備。９月７日祭典となります。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、本年度２６年度のふるさと産業まつり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⑦説明願います。はい。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 それでは平成２５年度焼酎事業実績及び決算について説明させていただきます。４４ページを

ごらんください。平成２５年度焼酎事業実績でございます。１点目の製造数量につきましては、

平成２５年度においては原料別にじゃがいもを１２回、２万３千４７５ℓかぼちゃを１回８１ℓ
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の、計１３回、２万３千５５６ℓを製造いたしました。じゃがいもについては事業所分１１回と

保原町分１回の計１２回。麦につきましては、産地指定製品であるため、町内原料が確保できな

い状況で、平成２５年度以降の生産については、製造できない状況となっております。かぼちゃ

については原料の配分量を変更した醸造として実施しております。 

２点目の販売結果につきましては、商品区分、１２度商品の販売本数１千２０９本。販売容量、

１０４ℓ販売額２１万９千４１９円から、かぼちゃ２５度商品の１００本。３０ℓ、３万２千円

までの酒類及び酒類外商品５３万３千１０円。包装資材商品他９３万７千１２５円。消費税２９

８万２千５５円。合計販売本数６万１千９６０２本。販売容量４万７千９０１ℓ。販売額６千２

６２万７千９円となっております。 

４５ページをごらんください。平成２５年度焼酎事業特別会計決算について、項ごとに説明さ

せていただきます。まず歳入ですが、財産売払い収入は、予算額６千２６０万円に対しまして、

収入済み額６千２６２万７千９円。２万７千９円の増。財産運用収入は、予算額２千円に対しま

して収入済み額１千４９９円。５０１円の減。繰入金は、予算額６４９万９千円に対しまして収

入済み額同額で、増減ゼロでございます。繰越金は予算額５７９万円に対しまして収入済み額５

７９万２６９円。２６９円の増。雑入は、予算額１万５千円に対しまして収入済み額１１万９千

１３５円。１０万４千１３５円の増となっており、歳入合計予算額７千４９０万６千円に対しま

して、収入済み額７千５０３万６千９１２円。１３万９１２円の増となっております。 

次に歳出ですが、総務管理費は、予算額２千９９４万７千円に対しまして、決算額２千８６６

万９千５０円。不要額１２７万７千９５０円。製造管理費は、予算額４千４９５万。７千円に対

しまして、決算額４千４６６万８千２０９円。不要額２８万８千７９１円。基金積立金予算額２

千円に対しまして、決算額１千４９９円、不要額５０１円となっており、歳出合計予算額７千４

９０万６千円に対しまして、７千３３３万８千７５８円。不要額５６万７千２４２円となってお

り歳入７千５０３万６千９１２円から歳出７千３３３万８千７５８円を差し引き残額１６９万１

５４円が、翌年度繰越額となっています。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今、平成２５年度の焼酎事業実績及び決算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。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ４５ページの、歳出の部分。総務管理費の不要額が１２７万円で出ると。これは新しくリニュ

ーアルして売り出していく部分で、こういった不要額なるべく出さないで営業とかＰＲ。そっち

の方にですね、十分力を入れて活動してもらいたいなというふうに思いますので、よろしくお願

いします。 

 

○村島委員長 

 はい。他に。いいですか。はい、それでは終わります。⑧について説明お願いします。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 ８点目の清里町焼酎事業所条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。４６
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ページをごらんください。改正理由でありますが、本格じゃがいも焼酎を醸造している施設にふ

さわしいネーミングヘの改称により商品へのイメージアップを図るとともに観光客や見学者に対

する施設への好感度を上げることによる来訪者数の増加や販売促進に貢献するための改称及び焼

酎醸造委員運営委員会について組織の位置づけを見直し、弾力的な運営を図るため条例の条項か

ら削除し、要綱で運用を図ってまいりたいと考えております。なお、新たな組織につきましては

その位置づけや委員構成等検討中でありますので、詳細が決まりましたら、報告をさせていただ

きたいと思っております。 

改正内容につきましては、清里町焼酎事業所を清里焼酎醸造所へ改称するため関連する条項を

改正するものです。また焼酎醸造運営委員会の条項を削除します。施行期日は公布の日から施行

するものです。４７ページをごらんください。新旧対照表にて変更箇所を説明させていただきま

す。まず題名の事業所を醸造所に改めます。第１条の清里町焼酎事業所を清里焼酎醸造所に以下

事業所の事業所を醸造所に改めます。第２条の事業所を醸造所名称の清里町焼酎事業所を清里焼

酎醸造所に改めます。第３条の事業所を醸造所に改めます。４８ページをごらんください。第３

条第１項第４号を削り、第１項第５号の醸造を焼酎に改め、第１項第５号を第４号に繰り上げま

す。附則は施行期日を定めるもので、公布の日から施行するものであります。以上説明を終わり

ます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑧について説明ございました。何かご意見ございませんか。それでは次説明願います。

はい。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 それでは清里町焼酎事業所条例施行規則の一部を改正する規則について説明させていただきま

す。４９ページをごらんください。改正理由は、清里町焼酎事業所条例改正に伴う改正でありま

す。改正内容は清里焼酎醸造所への改称により関連する条項を改正するものです。また準用規定

において、一般行政とされていた表記について、清里町に改正するものです。施行期日は公布の

日から、施行するものです。５０ページをお開き下さい。新旧対照表にて変更を説明させていた

だきます。題名の事業所を醸造所に改めます。第１条の事業所を醸造所に改めます。第２条の、

清里町焼酎事業所を、清里焼酎醸造所以下、事業所の事業所を醸造所に改めます。第３条の事業

所を醸造所に改めます。第４条見出しの事業所長の事業を削り、所長等に、第４条の事業所を醸

造所に改め、５１ページをごらんください。第５条の事業所を醸造所に改めます。第７条の一般

行政を、清里町に改めます。５２ページをごらんください。附則は施行期日を定めるもので公布

の日から施行するものです。以上説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。⑨について、説明がございました。なし。よろしいですか。はい。昼食の時間ですけど、

続行します。よろしくおねがいします。⑩について説明願います。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 それでは平成２６年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第１号について説明させていただきま
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す。５３ページをごらんください。 

歳入でありますが、２款繰入金において、現計予算額１千９８万７千円に対しまして、６７１

万７千円を補正するもので、補正後の予算額は１千７７０万４千円となっております。内容につ

きましては、一般会計５款農林水産業費・１項農業費・２目農業振興費からの繰出金によるもの

で、異動に伴う人件費分等について繰り入れるものでございます。３款繰越金において、現計予

算額３０万円に対しまして１３９万円を補正するもので、補正後の予算額は、１６９万円となっ

ております。内容につきましては、平成２５年度繰越金の増額分となっております。歳入合計現

計予算額８千１３０万３千円に対しまして、８１０万７千円を補正し、補正後の予算額は８千９

４１万円で計上しております。続きまして歳出でございますが、１款総務費・現計予算額４千５

６９万８千円に対しまして、７７３万５千円を補正するもので、補正後の予算額は５千３４３万

３千円となっております。内容につきましては、職員給与費６４６万８千円で異動による増員、

および減額並びに住宅手当の増加分となっております。焼酎販売事務費１２６万７千円につきま

しては、デザイナー等招待にかかる報償費６名分、札幌圏における新製品の販売促進に向けた旅

費２回分及びＪＲ北海道の車両内情報誌への広告掲載に係る経費を計上しております。２款製造

費、現計予算３千５５７万４千円に対しまして、３７万２千円を補正するもので補正後の予算額

は３千５９４万６千円となっております。内容につきましては、木製カートン製作に係る費用と

なっております。歳出合計現計予算額８千１３０万３千円に対しまして、８１０万７千円を補正

し、補正後の予算額は８千９４１万円で計上しております。以上説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今説明がございましたが何かございませんか。それでは続いて、⑪ 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 それでは焼酎新ブランド販売スケジュールについて説明させていただきます。５４ページをご

らんください。 

１点目のスケジュール案につきましては、６月上旬に資材発注を終了し、６月中旬には価格を

協議して決定してまいりたいと考えておりましたが、現在資材の作成作業に遅れが生じておりま

す。デザイナーと協議しながら進めておりますが、デザインと製作現場での課題が発生しており、

それらの解決に時間を要しておりますが、鋭意進めてまいりたいと考えております。７月上旬に

製品を完成し、広報媒体の発注を行ってまいりたいと考えております。７月下旬には広報媒体を

完成し、サンプルについても配布をしていきたいと考えております。８月に受注製品の納品を開

始し、町内には９月上旬に納品するよう進めてまいりたいと考えております。９月７日、産業ま

つり会場にて、発売を開始したいと考えております。また、記念セレモニー及び町民配布の実施

については、実施方法等について検討中でありますので詳細が決まりましたら報告させていただ

きます。 

２点目の新ブランド名についてであります。現在の清里２５度商品をじゃがいも焼酎北海道清

里。浪漫倶楽部をじゃがいも焼酎北海道清里樽。北緯４４度をじゃがいも焼酎北海道清里原酒。

セレクションをじゃがいも焼酎北海道清里原酒５年として発売をしてまいります。 

次に広報計画でありますが７月中旬に管内プレスリリースを実施したいと考えております。新

聞関係８社、テレビ関係８社の発表と合わせて道内及び全国につきましても北海道東京事務所及
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び大阪事務所を通じて、首都圏及び新聞全国ブロック紙、テレビ局への情報発信を行ってまいり

たいと考えております。またＪＲ北海道の車両内広報誌であります、ＪＲ北海道旅の情報誌への

広告を掲載してまいりたいと考えております。この広報誌につきましては、ＪＲ北海道の特急列

車に配付され１カ月間運用されることから、一般雑誌よりも多くの方の目にとまる広報媒体とし

て選択いたしました。資料には記載しておりませんが町民への周知につきましては広報８月号に

おいて新製品の発売や町民配布の方法など詳細に周知をしてまいりたいと考えております。なお、

スケジュールで報告させていただきましたが資材の作業に遅れが生じ、価格協議が進んでおりま

せん。本日、新製品の価格についてご報告できないことについておわび申し上げますとともに御

理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。以上説明終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今焼酎新ブランドの方スケジュールについて説明ありました。何かございませんか。 

はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 産業まつりにおける式典、セレモニー、記念セレモニーですか、まだ決まってないということ

ちょっと質問させていただきます。ただ１つ今回の補正で上がって総務費の中で旅費等々２回み

ているっていう話があったんですけども、全体の予算の中の販売、営業に関する旅費あるいは営

業費としてそれなりのものはあると思うんですけども、新しい製品が出たときのプレリリース、

あるいは媒体を使って広報を周知する。メディアがこちらに来る場合もありますけども、逆の場

合もあるのかなと思うんですけども、そういったことを考慮した中で、また後日補正なり提出し

ていくのかどうか。今の限られた中では、本当に販売営業っていうのは、ほど遠いような状況じ

ゃないのかなという推測するんですけども。やはりその辺どのようにとらえていくのか課長含め

てその辺ちょっと説明願いたいと思いますけども。 

 

○産業課長 

 前中委員ご質問の関係でございますが、旅費の関係につきましては、非常に予算の中でもある

程度は、見させていただいています。今回商品のリニューアルという部分で、若干旅費の追加補

正ということで今回させていただいておりますが、これにつきましても、途中経過という部分も

ございます。今後場合によっては、９月なり１２月にまた補正という形も考えられるのかなと。

商品の強力な売上という部分で頑張っていきたいと思っております。それで再度補正等させてい

ただく場面も出てくるかなというふうに思っていますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○村島委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 ですけども、価格の原価まだ設定、原価というよりは売価ですけども、まだ未定なんですけど

もそのへんに合わせていろいろ今、金型だとかのその部分でいろいろ不都合があるっていう説明

があったんですけど、具体的に材料だとかそういう部分、あるいはデザイン的なものなのかその
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辺はどうなんですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 資料の方にちょっとカラーで瓶の形状を載せさせていただいているんですが、両サイドが透明

な瓶でございます。真ん中が白い瓶でございまして、当初これをすりガラス状のちょっとぼかし

たような色にするということで考えたんですが、このテカった白い瓶という形でそれをちょっと

加工しようと思ったんですが、この白いやつに字を入れた場合には、金で色をつけているんです

がこの部分がですね。金でなくなってしまったと。ちょっとどす黒い色になってしまったという

部分もございまして、この辺の解消に向けてですね、どのような形にするかということで詳細に

ついてちょっと再度詰めております。場合によってはちょっとテカりのある瓶にもなるのかなと

いうふうには思いますが、その辺については今後の調整をかけていきたいなというふうに思って

いますので、ご理解賜りたいと思います。 

○村島委員長 

 はい。よろしいですか。はい。議長。 

 

○村尾議長 

 ２つ３つ、聞かせていただきたいと思うんですが。 

まず１点ですが今回焼酎事業所から醸造所に変える。それから瓶を変える。中身は変わってな

いんですね。これで売れるのかということですよ。ちょっとあまりにもその瓶だけを変えた新製

品にするという、中身は変わってないわけで瓶、容器が変わる、それから名前が変わる、こんな

ことだけでこの７千万円の売り上げ。去年は補正がありましたけども、６千２００万と。ところ

が７千万で１割以上上げてくるわけですよ。スケジュールもこれ、たくさん売るためのスケジュ

ールが出てくるかと思ったらこれ販売の予定のスケジュールしか出てないわけで、根本的にどう

やってこの７千万売るかというアイデアが出てきてないんだけども、どうなんだとまず１点。 

それと、老婆心ながら町内に９月の上旬に納めますよと。それなら８月の末には旧製品はない

のかと旧製品はどうするんだと。それと議会にですね、旧製品の容器それからケース、もろもろ

使えなくなったやつも在庫の報告もしてこないとならんわけだけども、これはどういう処分をす

るのか。これについてはどう考えているの。これ容器だって金がかかっている容器なんだけども

これ残っているのか残ってないのか、それもあわせて答弁してください。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 まず１点目の中身が変わらないのに焼酎瓶が変わる、事業所の名前が変わるということでござ

いますが、うちの焼酎につきまして、私どももそれなりに自信を持って出している商品でござい

ます。これについては出してきたいというふうに思っているところですが、中身につきましても、
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今後ますます皆様に愛されるような形に努力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いうふうに思います。それと９月以降の新商品、それと現行の商品の終売の

関係でございますがこれにつきましては、８月には各焼酎の方にも終売の関係で在庫の方も調整

しながらですね、瓶・箱等も調整しながら製造しているところでございます。捨てるって言った

らちょっと言葉が悪いんですが、処分量の多くならないような形で対応していきたいというふう

に考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、議長。 

 

○村尾議長 

 その在庫の関係は他の委員から質問があると思いますが、私が言いたいのは焼酎の事業所から

名前を変えたり、瓶の容器が変えて売れるんならたやすい話なんですよ。私が言いたいのはやは

り課長は自信があるからと言っているんだけども、やはり中身の研究を常にやってないとまずい

んでないかって言っているわけ。瓶と名前だけ変えたら売れるんなら誰でもやれるんだよ。こん

なの。そんなことにならんでしょって言っているわけ。だから私が言いたいのは、今度醸造所に

なるそこで、常にこの地元の芋といろんなものを使って、おいしい焼酎をつくる研究をしている

のかってことですよ。その辺どうなんだい。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 失礼いたしました。その部分につきましては、努力はしているつもりでございますが販売の関

係いろいろ瓶を変えれば売れるとかいう部分ではない確かにございます。味の関係につきまして

も日々研究努力はしているつもりでございますが、なかなか実績として上がってきた今、焼酎自

体が今伸び悩んでいる部分もございます。それで今回４０年迎えまして瓶のリニューアル等入れ

ながら売り上げ増に向けて頑張っていきたいというふうに考えているところなんですが、今後具

体的にいろいろ方策等出していかなければならないのかなというふうに思っております。その都

度ですね、また協議をさせていただきたいというふうに思っておりますので、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。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 焼酎に関してはもう論議をするまでもなく、やっぱりどうやってこの販売に本当に成果があっ

ていくようにするのかというのが第一点だと思うんです。このスケジュールの中で一番私は心配

しているのは、瓶の完成がされてないということですよ。少なくても、新商品が９月の７日に販

売というふうになるということになれば、年間量が売れる、売れないはともかく、この時期だけ
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は通常の倍以上の瓶がないと、あるいは出回ってないとこれは何の意味もないことになってしま

うと思うんです。そういう観点からいくと瓶詰の段取りやそういう日程が本当に間に合うのかと

瓶がいつ完成するんですかですよ。瓶に詰めてから値段決めるんですかって話ですよ。思ったと

おりいかなかったから、期日が無いから、足りないからいい、仕方ない。これで走りましょうな

んていう話に私はなっていかないだろうというふうに思うんです。これはここまで来ちゃったか

らには失敗はできないとかなんとかじゃなくて最大の努力を本当に真剣にしているかということ

なんですよ。町長以下、本当に副町長以下みんな名刺の後ろに書いて、こういうＰＲやそういう

環境で運動されているのかということですよ。あるいは町民に向けて９月の時にやりますといい

ながら、その販売に向けていいアイデアありませんかとか、いろんな形の中の情報提供をいただ

くだとか本当に活動をしていますかっていうことなんですよ。３月の定例会でいろんなこと論議

がありました。だけどもそれは結果やっぱり皆良くしようと思っての話だと思うんです。ですか

ら提案されていました乾杯条例なんていう問題じゃないんですよ。やっぱりその町民に焼酎に対

する心を入れることができるのか、本当に売ろうとする意思があるのか。変な話ですけどたくさ

ん売れたら困るんだというのが誰か言ったということが、私聞こえましたけども、そんな馬鹿な

話はないだろうと思いますが。いやそれは間に合わないだろうとかなんとかいろんな話がありま

すけれども。間違ってもそんなような状態「売れて、売れて、製造が追い付かないんです。」な

んていう話はあり得ないんですよ。そういうことを考えて、委員会で答弁するための問題ではな

いんですから、９月の７日に発売に向けてきちっとすべてのことが本当に最大限できるのかどう

なのか。どうも今までの流れの中でいくと後手後手の報告なんです。今議長が質問されたこと努

力していますとかじゃだめなんですよ。今こういう現実でこうなっていて、問題はこれだけあり

ますってこういうような表現でこないとだめなんですよ。職員の皆さん生活かかってないかもし

れない、焼酎売れても売れなくてもそういう話ではないでしょということ。本年度の焼酎に関し

ては、ましてや産業、産業まつりに売るって言った時に、２時半までの日程でスケジュール入れ

た時に、少なくても産業まつりのこの時間帯は、焼酎のイベントでこういう形でやることを時間

帯をとっていますとか同時説明しないとだめだということですよ。これから鋭意に考えていきま

すでは、もう私は質問する意思ありません。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

加藤委員からのご質問いただきましたが、内容つきましてスケジュール関係につきましては、

今後もですね、委員会の方にはご報告をさせていただきますので９月７日の産業まつりでの新商

品の販売それとあわせまして、町民配布の関係、これについても詳細詰めているところでござい

ます。それにつきましては、また再度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

思っています。あと商品の販売関係、これも商品が売れても売れなくても関係ないというような

お話がありましたが、そんなことは思っておりませんので我々も一生懸命努力してやっているつ

もりではございますが、まだちょっと足りない部分もあるのかなというふうに思いますが、これ

から頑張っていきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 
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○村島委員長 

 １つは、私から、申し上げますけども、議長も言われたように各委員もこの新しいブランドに

対してですね、やっぱりただ瓶変えたから売れたとかそういうような話は実際ないですからね。

やっぱり真剣にこれ考えていかなかったら、このデザインにするにもお金をかなりかけているわ

けですから。成功に向けてやっぱり万全の形でこの９月の産業まつりにあわせてやっていただき

たいと思います。皆さん言っていること、考えていることは皆同じですから心配していると。町

の事考えて。そういうことです。それでは続いては湧水。お願いいたします。 

 

○産業課長 

 それでは続きまして、向陽旧美里地区の湧水状況について説明をさせていただきます。この案

件につきましては昨年の常任委員会でも報告をさせていただいております。本年も湧水の流出が

ありました。内容について説明させていただきますので、５５ページにお開きいただきたいと思

います。本件につきましては５月の２２日に農業者の方からですね連絡ありまして現地を確認し

たところ、写真の矢印、丸のところで湧水が発生しておりまして、矢印の方向にそれぞれ分散し

て流れたという計画がございます。また土のう周りの部分も水がたまっているということで、西

側の方にも水が流れているのを確認されております。５月の２４日時点では一番上の方の沈砂地

ございますが、沈砂地からですね道路渡りまして、斜里方面の方に越流したというようなことを

確認されておりますが、その行き先のとこまでは水は流れていないということで、水はそこで止

まってという状況でございます。でその後５月２６日からは湧水量が減少しているということで

ございまして、６月２日には写真の下、右側の方ですが完全に水が枯渇しているという状況です。

その後も現地確認をいたしておりますが、湧水の状況はもうないということでございます。ただ

これで２年連続湧水があったということでございますので、今後は道営農地整備事業の清里地区

にて調査測量を行いまして、畑の整備を行っていきたいというふうに考えておりますのでよろし

くお願いしたいと思います。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただいま⑫の向陽美里地区の湧水の状況について説明がございました。何かございませんか。

ないということで、終わります。それでは⑬株式会社山口油屋福太郎さんとの酒類製造確認につ

いて説明願います。はい。課長。 

 

○産業課長 

 それでは、株式会社山口油屋福太郎との酒類製造確認についてということで、口頭で説明をさ

せていただきます。本件につきましては、５月の２５から２７にかけましてですね、議会議長さ

ん、副議長さん、両常任委員長それと町長、焼酎グループの総括主査と私産業課長７名で、福太

郎の本社を訪問いたしまして、関連施設の視察等を行ってまいりました。訪問後ですね、福太郎

本社の方からですね、焼酎販売に関しての内容についてですね、博多税務署と具体的な協議に入

ったということで報告を受けております。現在商標酒類卸売業免許の交付に向けてですね、福太

郎本社の方で取り組みを進めているという形になっております。今後販売商品についての詳細協

議等行っていきながら、最終的には、製造契約の締結という形になると思いますので、またその

時には報告をさせていただきたいというふうに思いますので、以上報告とさせていただきます。 
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○村島委員長 

はい。ただ今口頭説明で終わりますが、何か御意見ございませんか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ちょっと確認しておきますけど、本社で免許を申請しているという段階とれたから行ったわけ

ではなかった。どんな格好で、どういう形でコラボで販売をするか。あるいは内容的ないろんな

ことがこれからの話だということですか。 

 

○村島委員長 

 はい。課長 

 

○産業課長 

 私も４月にきて、その内容をいろいろ確認して、今当初は本社の方で手続をとっているという

ふうにお伺いをしていたんですが、実際に聞いたところなかなか事務が進んでないということも

ございましたので、こちらから訪問させていただいて今回の形に至ったと。それと博多の税務署

の方からうちと福太郎との間の商品の提携状況の関係についても、何か口約束か何なり、そうい

う部分のものがないのかというようなのか御質問もあったようで、今回その分についての口約束

等ではなく、確認書という形でいたしました。今後最終的には販売に向けての契約という形で進

めていきたいなというふうに思っておりますんでよろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 他によろしいですか。はい。では終わります。はい１４。森林組合の解散について説明願いま

す。はい、課長。 

 

○産業課長 

それでは、最後の案件となりますが清里町森林組合の開催についてということで、これについ

ても口頭で説明させていただきます。本件につきましては、５月の２８日開催の清里町森林組合

の臨時総会において、正式に解散が決定いたしました。今後生産開始総会生産の結了総会を終え

まして、最終的に解散となりますが、解散後は、現組合員は網走地区森林組合に加入によりまし

て、各種林業事業行っていくことになります。また町としましても、林業事業の推進のため網走

地区の森林組合の加入も考えております。加入にあたりましては、出資金の支出も必要になって

くるのかなというふうに思いますのでこれにつきましても今後補正等の協議をさせていただく運

びとなっておりますので、御理解を賜りたいと思います。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。清里町森林組合の解散についての口頭説明ございましたけれども、他には何かございま

せんか。よろしいですか。はい。これで産業課が全部終わりましたが、全般的によろしいですか。

それではこれで産業課終わります。ご苦労様でした。若干時間が過ぎましたので急いでやります。

２の意見書の検討について。はい。 
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○議会事務局主査 

 それでは２番目の意見書の検討についてです。産業福祉常任委員会所管分について、２件の意

見書が持参提出されておりますので、ご説明いたします。 

はじめに、平成２６年度北海道地方最低賃金改正等に関する意見書案でございます。提出依頼

者は、清里地区連合が持参提出となってございます。意見書の内容につきまして、５８ページを

お開きください。主な内容といたしましては、北海道の最低賃金が現在７３４円でありますが、

全国最低の８００円確保というところにまだ到達をしていないということと生活保護との解離額

を解消するという合意があったにもかかわらず、全国で唯一逆転現象が改善されていないという

ことで平成２６年度の北海道最低賃金の改訂に当たり、３項目の措置を講ずるよう要望が上がっ

てございます。 

次に２点目ですが規制改革会議意見書の取り扱いに関する意見書案でございます。議案は５９

ページから６２ページまで資料を添付してございます。提出依頼者は清里町農業協同組合代表理

事が持参提出となってございます。６２ページをご覧ください。意見書の内容につきましては、

政府の規制改革会議の農業改革に関する意見の発表の中で、農業委員会制度の見直しや農業生産

法人の大幅な要件緩和農業協同組合制度の見直し等の内容があり、そのことは地域農業の姿を変

容させるとともに農業者や住民に大きな支障が懸念されます。そのため、真に農業者の所得向上

や食料供給の安定確保農地の適正利用に資する観点を規制改革会議の意見書に反映させることを

要望とするものです。以上２件ですが、６月の定例会に委員長名での意見書提出また、内容のご

協議をお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今、説明がありましたように、２件意見書が出ております。これは関連によって、

委員会でよろしいですかね。はい。そういう事にいたします。３番次回。 

 

○議会事務局長 

 はい。次回の委員会につきましては７月の２４日木曜日を予定しております。 

 

○村島委員長 

 はい。次回委員会の開催は、７月２４日ということでございます。 

 

○村島委員長 

 ４．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 
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○村島委員長 

 それでは、時間もだいぶ延長しましたけども第７回産業福祉常任委員会を閉じます。ご苦労様

でした。 

 

 

（閉会 午後０時４０分） 

 


