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第１０回産業福祉常任委員会会議録 

平成２６年９月８日（月） 

    開 会   午前１０時２５分 

    閉 会   午後 ０時２１分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●町民課 

  ①清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例改正について 

  ②平成２６年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

  ③平成２６年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

  ④平成２６年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

  ⑤まちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金認定状況 

 ●保健福祉課 

  ①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平成２６年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号）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緑ダムにおける小水力発電事業について 

  ③土地改良事業の施行について 

  ④緑清荘に係る平成２７年度以降の指定管理事業について 

  ⑤平成２６年度清里町焼酎事業特別会計歳出予算の更生について 

 ●建設課 

  ①平成２６年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について 

  ②平成２６年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について 

２．意見書の検討について 

  ①林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書（案） 

  ②ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成等の拡充を求める意見書（案） 

  ③「手話言語法」制定を求める意見書（案） 

３．次回委員会の開催について 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  村 島 健 二    副委員長  澤 田 伸 幸 

     委 員   田 中   誠    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  池 下   昇 

    委 員    前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 
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○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■町民課長         澤本 正弘    ■町民生活Ｇ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 

 ■保健Ｇ総括主査      佐々木順子    ■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 

 ■農業Ｇ総括主査      永野  宏    ■焼酎Ｇ総括主査    武山 雄一 

 ■農業委員会次長      吉田 正彦 

 ■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 10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、町民課５点ございますけども１点ずつ説明願

います。 

 

○町民課長 

 町民課より５件の協議報告事項について、ご説明をさせていただきます。 

１点目の清里町重度心身障害者及びひとり家庭親等医療費の助成に関する条例の改正につきま

しては、母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴いまして、今回条例の一部を改正するものでござい

ます。町民課所管一般会計補正予算の概要につきましては、前年度医療費の確定に伴いまして、

療養給付費の国庫負担金等の返納金に対処するため一般会計から国保会計特別会計への繰出金の

補正を行うものでございます。また最終処分場の水処理施設に不具合が生じているため良好な管

理運営を図るために、今回修繕に必要な経費を補正するものでございます。国保会計、後期高齢
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者会計につきましては、前年度繰越金の確定等に伴う補正を行うものでございます。また８月３

０日現在の共創のまちづくり事業交付金認定状況についてご説明を申し上げます。 

それでは、各案件の詳細につきまして各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主査 

 １ページの方になりますけども、清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関

する条例の一部改正について、説明をさしあげます。 

今回の改正は、条例中のひとり親家庭等の条文において引用法令の改正に伴い、改正を行うも

のです。国の法律、次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行によりまして、母

子及び寡婦福祉法が母子及び父子並びに寡婦福祉法と法律名称改正。さらには父子家庭の父の定

義の追加等の改正が行われているところから今回行うものでありまして、平成２６年１０月１日

より施行されるところであります。当条例としましても、改正により父子家庭の父の定義につい

て追加を行うものとするところです。 

２ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。左側の表が改正後の条文となってござ

います。第２条第２項第１号中の母子及び寡婦福祉法を母子及び父子並びに寡婦福祉法に改め、

同項の第２条において次の下段の方になりますけども、第２号において父子家庭の父に関する定

義を改正されました母子及び父子並びに寡婦福祉法の第６条第２項に規定する配偶者のない男子

と改正を行うものです。 

附則としまして、施行期日は平成２６年１０月１日からとしております。以上で説明を終わり

ます。 

 

○村島委員長 

 ただ今①についてのご説明ございました。委員の方何かご意見ございませんか。無いようです

ので、次に②を説明願います。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは、３ページの補正予算の概要ということで、説明をさし上げます。一般会計におきま

して、４款衛生費・１項保健衛生費・３目各種医療対策費の関係でございます。事業名国民健康

保険事業特別会計繰出金事業ということでございます。 

内容としましては、右にありますとおり２５年度の給付返納金等の支出に伴いまして、必要な

経費を一般会計より繰り出しいただくという形のものでございます。 

詳細につきましてはこの後国民健康保険事業特別会計の方で説明をさしあげたいと思います。

額面としましては２４７万２千円でございます。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 続きまして清掃費・清掃事業費・最終処分場管理運営事業費に係る補正予算の説明を申し上げ

ます。今回の補正予算では４ページお開き下さい。 

図面がついているかと思います。最終処分場浸出水処理施設内におきまして、処理能力の落ち

て来ております水中ポンプ類の整備修繕を行うものであります。主に中央下、高度処理施設の部
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分のポンプ類となっております。 

また、手数料におきましては、水中ポンプ類の整備修繕を行うにあたりまして、浸出水が溜ま

っております。ピット内の水を一時抜き取る作業に係る経費を見込んでおります。 

３ページをお開き下さい。こちらの修繕料におきまして、３０万円、手数料で２０万円を見込

んでおります。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今②について、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。無ければ前に進みます。それでは③について説明願いま

す。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは、５ページの方をご覧いただきたいと思います。平成２６年度国民健康保険事業特別

会計補正第２号でございます。 

歳入の方ですけれども表の方の中段にございます。９款繰入金がございます。現計予算２千９

７４万１千円に、今回の補正額が２４７万２千円でございます。補正後の予算額３千２２１万３

千円と。内訳としましては、その他一般会計からの繰入金ということでございまして、２４７万

２千円でございます。１０款の繰越金でございます。現計予算１０万円に補正額を１７０万、補

正後の予算額１８０万円としたところでございます。内容としましては、前年度の繰越金として

追加が１７０万円ということでございます。 

歳出の方に参ります。歳出の方、後段の方に１１款の諸支出でございます。内容としましては

過年度の国保税の還付金にまつわる経費ということで追加補正額１５万円、それから国から給付

されています、療養給付の国庫負担金の２５年度の精算に伴います返納金分が３９５万６千円、

それから、同じく２５年度の事業の性質精算によりまして特定健康審査と国庫負担金の返納金が

３万３千円。同じくこの事業の道費の負担金が３万３千円ということで、返納金の額が生じてご

ざいますので、所要額を補正計上するものでございます。合わせまして、１１款で４５０万とん

で２千円というところでございます。 

歳入歳出とも合計としまして、４１７万２千円の追加補正額を行うというもので所要額を計上

したいと、このように考えてございます。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ③の平成２６年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について説明がございました。

委員の方、何かございませんか。よろしいですか。無いようですので次に進みます。④説明願い

ます。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは、平成２６年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号の概要でございます。

歳入といたしまして５款の繰越金、内容としましては前年度繰越金でございますが、現計予算１

千円に補正予算としまして、１８万７千円を追加して補正後１８万８千円としたというとこでご

ざいます。前年度繰越金の額の確定によるものでございます。 
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歳出の方に参ります。この総務費でございますけれども、需用費としまして印刷製本費の追加、

６万円。それから繰越金の一部が保険料相当額というところから、保険料負担金として後期高齢

者に納める分１２万７千円を２款の後期高齢者医療広域連合納付金という形で追加補正を行いた

いと思います。１２万７千円でございます。補正額の合計が１８万７千円ということで所要額を

計上していきたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今④の平成２６年度後期高齢者医療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。よろしいですか。それでは前に進みます。⑤について説

明願います。委員長。はい。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは７ページをお開きください。先の常任委員会に置きまして、４件の認定を説明させて

いただきましたが、その後まちづくり地域活動推進交付金共創のまちづくり事業につきまして、

認定が増えましたのでご説明申し上げます。 

①の表中、①ゆいまーる清里から④清里町市街連合自治会の大人盆踊りまでにつきましては、

７月に既に認定済みとなっておりましたが、今回清里町焼酎＆ビアパーティー実行委員会により

ます、清里町焼酎＆ビアパーティー実施事業と江南明日を考える会の江南夏祭り事業につきまし

て８月１９日にともに３分の２の交付率で認定を受けております。これで共創のまちづくり事業

につきまして認定数は６団体６事業で、交付認定額２０６万４千円となっております。 

以上で説明を終わります。 

 

〇村島委員長 

はい。ただ今、⑤の町づくり地域活動推進清里町づくり事業交付金認定状況について、説明が

ございました。委員の方、何かありませんか。よろしいですか。全般的に何かありませんか。無

いようですので、これで、終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

それでは引き続き保健福祉課２点について説明を願います。 

 

○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。議案の８ペ

ージをお開き願います。 

初めに歳入１８款諸収入・４項雑入・２目雑入、過年度追加交付につきましては、平成２５年

度の障害者自立支援給付費の実績に基づく負担金の精算による追加交付となります。障害者自立

支援給付費の過年度の国庫負担金における追加交付が８３万２千９４１円と道費負担金における

追加交付が１６４万１千７１７円となりましたので、歳入を合計２４７万４千円計上しておりま

す。次に、歳出３款民生費・１項社会福祉費・２目障害者自立支援費につきまして、こちらも平

成２５年度のもので、国及び道からの負担金の実績に基づく精算による返納金で、国庫負担金分

が障害児施設措置費、国庫負担金で１３万８千８５８円。障害者医療費国庫負担金で５８万５千

９２５円。道負担金分が障害児施設措置費、道負担金で９千１７２円。障害者医療費道負担金分

で１３万２千９６３円を返納。以上、国道合わせて８６万７千円を計上しております。 
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続きまして、地域生活支援事業におきまして、障害者施設に入居されている方が、創作的活動

や生産活動、社会との交流を図るための地域活動支援センターの利用を新たに開始されましたの

で、それに係る経費１３８万円を補正するものです。 

次に２項児童福祉費・２目保育所費につきましては、この後説明もいたしますけれども今月か

ら受け入れを開始しました、１、２歳保育拡大事業に伴う遠距離通所の負担を軽減するための、

通所費用の一部補助に係る経費で、３人分の４０万４千円を補正するものです。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただ今の遠距離通所費補助につきまして、具体的な事業の内容について、私の方から、ご説明

させていただきます。１０ページをお開きいただきたいと思います。 

当該事業にかかります補助要綱でございます。目的を第１条に規定してございます。清里保育

所の１、２歳保育拡大事業によりまして、清里保育所に新たに入所可能となった幼児の内、札弦

保育所においてこの事業が行われていたとすれば、札弦保育所に通われるであろう幼児。この子

たちが清里に通うことになるという場合については、その遠距離通所の負担を軽減するために、

通所費の一部について町が補助をしようというものでございます。 

第２条におきましてこの対象となる児童の居住の範囲を定めております。札弦保育所を越して

清里保育所に通うという事になった児童としております。 

第３条、補助の対象となる距離でございますが、これにつきましては自宅から清里保育所まで

の距離から札弦保育所までの距離を差し引いた残りについて、補助をするものでございます。 

補助基準につきましては、４条に規定があります。これにつきましては１キロあたり５０円と

するものです。対象日数につきましては、出席数ということです。この対象の期間は２歳６月を

迎えれば札弦保育所においても保育が可能となるということから、２歳６月までの間ということ

でございます。第４項につきましては、この対象となる児童が同一の世帯に複数人いた時は、一

人として扱うものということです。 

第５条については補助金の申請ですが、年２回に分けて、申請をしていただくということです。

１１ページになります。 

第６条については交付決定ですが、審査をした後、交付決定を通知とともに補助金を交付する

ものでございます。それで、１５ページをお開きいただきたいと思います。要綱を図案化したも

のです。補助の対象となる児童の年齢ですが、一番最初から通所されたとすると、１歳６月、そ

れから２歳６月までの間ということです。図にあるとおり、札弦保育所と清里保育所でお預かり

できる年齢差ということで対象としております。それから対象となる通学区域、自宅の範囲は、

光岳小学校区、緑町小学校とさせていただいております。 

最後に、補助の対象になりますが、自宅から札弦までの距離を差し引いた清里までの距離とい

うようなことで、整理をしております。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今①について説明がございました。 
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○保健福祉課長 

 委員長、すみません。続きまして民生費から衛生費。 

 

○保健Ｇ総括主査 

 それでは、保健グループ所管の補正予算について説明させていただきます。８ページをご覧い

ただきたいと思います。 

４款衛生費・２項保健衛生費・２目予防費の健康管理システム改修事業４７万６千円の補正で

ございます。今回の改修は、国保連合会の特定検診等データ管理システムのインターフェースの

文字コードになりますが、そちらが仕様変更になりますのでそれに対する対応と、今年１０月施

行の予防接種法の改正により水痘ワクチンの接種回数が増えることに対応するため、町の健康管

理システムを改修するものでございます。 

続きまして、２点目でございますが、同じ予防費の予防接種業務委託料１４７万１千円の補正

でございます。今回の予防接種法の改正とあわせて御説明をさせていただきますので１６ページ

の方をご覧いただきたいと思います。 

今年２６年１０月１日施行で予防接種法が改正されまして、改正の内容につきましては水痘い

わゆる水疱瘡です。と成人用肺炎球菌のワクチンの予防接種化が定期化となることによって、町

が実施し、費用を町が負担するということになります。 

初めに水痘ワクチンの予防接種でございますが、現在任意の予防接種として５歳に至るまでの

間に１回を実施し、その費用の２分の１を町が助成しております。今回の改正におきまして内容

といたしましては、１歳から３歳に至るまでの間に２回接種、当該疾病はＡ類疾病として、規定

されておりまして、右横に対象疾病の表があるんですけれども、Ａ類疾病に関しましては、主に

集団予防をして、本人及び保護者に努力義務があり接種の勧奨がある、そういう疾病に規定され

ております。ただし２６年度につきましては、経過措置がありまして、３歳から５歳に至るまで

の間にある者で罹患歴接種歴のないものに１回接種ということになっております。今回の改正に

よりまして、接種回数・接種該当者が増えますので、それによりまして、１２４万３千円を追加

で補正させていただきたいと考えております。 

続きまして、高齢者肺炎球菌の予防接種でございます。その下にあります。こちらにつきまし

ては現在任意の予防接種として、７０歳以上の高齢者を対象に実施しておりまして、費用の２分

の１を町がこちらについても助成しております。この度改正の内容は６５歳の者に１回接種とい

う内容に変わります。ただし、これは経過措置終了後の平成３１年度より実施ということになっ

ております。当該疾病はＢ類疾病として規定されまして、こちらも右上の方にあります、Ｂ類疾

病へのところに書いてありますが、こちらについては努力義務がなくて、接種勧奨が無しという

ことで、主に個人予防に重点という疾病に規定されております。こちらの経過措置でございます

が、平成２６年度から３０年度までが、経過措置となりまして、平成２６年度の対象者につきま

しては、こちらに書いてあるとおり５歳刻みになるのですが、６５歳から１０１歳以上になる者

が、該当者になります。平成２７年度から３０年度の対象者については、当該年度に６５歳それ

ぞれ７０歳、７５歳、５歳刻みで１００歳となる者となっております。経過措置期間は、対象者

の年齢が５歳刻みとなるため、接種を受けられない年齢の方が出るということでございますので

定期接種と現在実施している任意接種を経過措置期間は並行して実施して行きたいと考えており



 

- 8 - 

ます。定期接種対象者任意接種対象者とも自己負担額を同じＢ類疾病のインフルエンザの予防接

種を参考といたしまして費用の３割程度をご負担していただくということで実施したいと考えて

おります。この定例化によりまして追加の補正額が２２万８千円ということになりますので、先

ほどの水痘と合わせまして、１４７万１千円補正させていただきたいと考えております。 

続きまして、４款衛生費・１項保健衛生費・５目保健福祉総合センター費９ページになります。

ご覧いただきたいと思います。まず、保健センター管理事業修繕料３７万３千円の補正でござい

ます。今年の７月に老健施設の２階デイルームにあります冷房の室外機が故障いたしました。基

盤不良による故障でございましたが、メーカーに交換する部品がなく応急処置で１階食堂の室外

機から部品を外して、交換をいたしましたが、その修繕の際に圧縮機の故障も見つかりまして、

合わせて圧縮機の交換を行っております。こちらの方の経費が予定外にかかってしまいましたた

め、予定していた保健センターの熱交換機清掃修理事業等の修繕の予算が不足となってしまいま

したのでその分を補正させていただくものでございます。 

それから４点目でございます。保健センター備品購入事業器具購入費１８万９千円の補正でご

ざいます。こちらにつきましては、同じく７月に保健センターで使用している薬用冷蔵庫が故障

をいたしました。この薬用冷蔵庫は温度管理が必要なワクチン等を保管しているもので購入から

２０年以上経過しており修理が不可能なため、更新を行うものでございます。 

最後５点目、介護老人保健施設備品購入事業器具購入費３７万円の補正でございます。こちら

につきましては、８月に老健施設で医療器具の滅菌のために使用している高圧蒸気滅菌器が故障

いたしました。この滅菌器も購入から１４年以上経過しており修理が不可能なため更新を行うも

のでございます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、平成２６年度一般会計補正予算保健福祉所管分についての説明がございました。委員

の方何かございませんか。はい。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 遠距離の通所の関係の費補助。札弦を越えてという部分なんですけども、算出の根底的な部分

の実際には札弦を差し引くという部分が、ちょっと意味がよくわからんもので。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 １５ページをご覧いただきたいと思います。札弦保育所においても、１歳保育受け入れ年齢を

引き下げられるとすれば札弦の方に行っていただくということですが、残念ながら今のところい

ろいろな理由によりまして、札弦では困難という判断で清里にとどめました。ですから、もし行

けるのであれば、そこについては補助の対象にはならない訳ですので、その分については、控除

をさせてくださいと。札弦に行く分はそもそもかかったであろうと。止むを得ず清里に通うわけ

ですから、その分については補助をしていきたいというような考え方で、この１５ページの下の

図のような整理をさせていただいたものです。 
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○加藤委員 

 関連なんですが、札弦についてはその計画どおりでいいかなと。緑、清泉、青葉こういう関係

については、基本的に最初から設けてないということがあると思うんですが、この辺についての

救済策。これも当然のようにこの札弦の案でいけば、札弦保育所の部分までは取り除くというこ

となんですが、これではちょっと手当の仕方として公平さに欠く部分があるのではないか。緑に

ついては、例えば設置されていませんけども、保育所が以前にあった場所までの距離あるいは支

所までの距離を取り除いた部分についての補助対象というのがベターではないかなというふうに

思うんですが、その辺の見解はどのように処理されていますか。 

 

○保健福祉課長 

 委員御指摘のとおり、遠隔からの通所をされている幼児はおります。で緑に限らず、例えば上

斜里新栄であったりと当然ながらあるわけで、この事業についてはこういう整理をさせていただ

きました。今後その遠距離通所ということについて、どういうふうに考えていくか課題と考えて

います。検討してまいりたいということであります。 

 

○加藤委員 

 その遠距離ということじゃなくて、この未満児の対象の中での今助成をするでしょ。その分に

おける仮に緑の地域の人が未満児で来るとした場合、これらの補助対象も要綱というのはどうい

うふうになっているのかということ。 

 

○保健福祉課長 

 １５ページの補助対象距離の図の補助対象期の上の段をちょっとイメージしていただいて、こ

の自宅が、例えば青葉だったらというところで見ていただくと、青葉から札弦保育所の間は札弦

に出てきたならば、この事業に対してはかかったコストだろういうことですから、それからその

かかったコストと自宅から清里までを差し引くということで補助の対象ということになっており

ます。 

 

○加藤委員 

 それは見て解りますが、ですから札弦に関してはいいかなと。でも緑の地域の人にしてみれば

余りにもその条件というのが厳しくないかと。当然のように、緑にも過去に保育所があったわけ

ですから、そうだとすればその緑の地域の人は、季節の保育所まで通えた距離を削除して、それ

以降の部分については対象とすべきでないかと。こういうことなんですが。その辺の解釈はあく

までも札弦保育所。是非これもう一度検討を加えて、現在緑から未満児１歳６カ月からの未満児

はいるのかどうなのか。いないとすれば、今後の問題になると思うんですが、是非その辺も再度

検討を加えていただきたいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 当然ながら検討いたしました結果としてお持ちした訳ですが。あと対象児童については、この

事業に該当するお子さんは今のところいらっしゃいません。ただ検討の中としては、今後１、２

歳児に限らず遠距離というところで何ができるのか。そちらを検討したいというふうに考えてお
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ります。この検討の時に当然ながら先ほど申しましたけど、以前には新栄にも季節の保育所があ

ったというその辺のところもありまして、とりあえず今回こういう整理をしました。それ以外に

もやはり江南から通われているお子さんもいます。現在も清里、札弦保育所に対し、札弦保育所

に緑の町の中からそれから来られている方が４人、３家族であります。３世帯いらっしゃいます

ので、課題ということで残してありますので検討させていただきたいと思います。以上です。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。なし。いいですか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 ８ページの４款のワクチンのことで、ちょっとお聞きしたいんですが、元の金額が２６年度当

初予算が２７万、水痘ワクチンなんですけども、定期化になると１４８万。約６倍強ぐらいにな

るんですけど、こんなに変わるものですか 

 

○保健福祉課長 

 当初で予算化してございますのは、任意接種ということで、費用助成については２分の１の助

成ということで、今までやらさせて頂いていました。そういうことで予算額として２３万８千円

ということになっております。この度定期の予防接種ということになりましたので、定期予防接

種乳幼児等については、町が費用負担しますよと負担をいただかないということになっています

ので、それで全額。もともとの予防接種にかかる費用としては、当初予算時は８千３００円の２

分の１ということで、今回予算化するにあたりましては、単価として８千２２８円という具体的

な数字が求められましたので、それの全額。更には定期化になって任意の時が１回接種だったも

のが２回になる２倍になるんですね。それと経過措置としまして、３歳から５歳については１回

行うということで、今年度、来年度以降も３歳から５歳までの１回接種の経過措置は無くなりま

すけど、２回になりますので。町の負担額としては、増えていくということです。 

 

○池下委員 

 わかりました。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。よろしいですか。 

 

○池下委員 

 もう１点。はい。池下委員。９ページの４款の保健センター備品購入事業というところでさっ

き説明員がワクチンを保管しているということが説明あったんですけども、ワクチンはどのぐら

い保管しているのか。そのワクチンをまた使えるものなのかどうなのか。そこらへんはどうです

か。 

 

○村島委員長 

 課長。 
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○保健福祉課長 

 ワクチンについては、基本的には長く保管をしない方向で処理をしていますが、とは言いなが

ら納めているロットの問題もありますので保管せざるを得ませんし、当日配達してもらえるとい

うこともできません。当然ながら保管が必要になります。これについてはワクチンの有効期間の

３カ月前には使い切るという管理をしながらやっているものであります。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 今回の改正によって経過措置という形で、５歳刻みで高齢者の肺炎球菌ワクチンで、２６年度

から６５歳から１００歳となっているんですけども。これ具体的に定期接種と任意接種を並行し

て実施と書いていますけども、どういう流れで理解すればいいのかなと。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種ですが、経過措置を除いてどういう改正かというと、これ

までは高齢者肺炎球菌については予防接種ワクチンでは薬として認可されていたけども、定期の

予防接種ではなかったので、全く任意でした。これについて町は助成をしますよということで、

２分の１助成ということをやらさせて頂いていました。 

この度定期の予防接種については、６５歳になったその年に１回限りですよということです。

ですから、それを超す人達については、この制度では該当にならなくなりますんで、経過措置を

まず設けていると。それから６６歳以降の多くの人口がある中で、単年度でいっぺんにというこ

とは無理というふうに国が判断したと思われます。それで５年をかけて、全員行き渡るようにし

ましょうという経過措置です。ですから５歳刻みにして２６年から３０年まで。実はこうすると

２６、２７、２８、２９、３０で５回ありますから、実は４年あれば行き渡るわけですけど、４

月１日からじゃなく１０月１日から施行になっていますから、そのへんのところを考慮したんだ

と思います。ですから今年６５歳の人は、実は５年後に７０歳ってもう１回チャンスがあるわけ

です。これは多分、半年間短いというところの考慮だと思いますけども、多くの対象者がいるの

で、５年をかけて全員に行き渡るようにしましょうという経過措置と考えております。 

それで、その間も５年かかるわけですから、一番かかる人は、３年間待たないといけない。３

年待たなくちゃいけない人がいるので、今まで通りうちの町としては、任意接種として支援して

いきましょうという考え方です。例えば今年６６歳の人は７０歳まで待たないといけないわけで

す。定期の予防接種として受けるためには、清里は任意接種も残しながらやっていきましょうと。

なるべく全員の方に受けられるようにということで、考えております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい、前中委員。 
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○前中委員 

任意接種を待たずに、その定期接種まで打たないっていう町民の方いると思うんだよね。これ

でいうと全て補助になるのかな。 

 

○保健福祉課長 

 このＢ類の疾病についてはこの度、この高齢者肺炎球菌が追加になりましたけども、それまで

は、高齢者のインフルエンザこれだけがＢ類でした。これについては努力義務も課されていませ

んし、町に対して勧奨をしなさいという義務も無いわけですけれども、それについては従前どお

り一生懸命勧奨しながら、有効ですから受けてください。だからこそ助成しますよということで

す。それをやっていこうと思いますので、費用助成については、定期化になったとしても全額町

負担ではなくて一部負担を残しております。これについては、任意についても定期についても負

担額が同じということで整理をしております。 

 

〇前中委員 

わかりました。 

 

○村島委員長 

 なし。いいですか。はい。澤田委員。 

 

○澤田副委員長 

 １歳、２歳児の保育所の受け入れ開始をしたんですね。今何人入っているんですか。 

 

○保健福祉課長 

 ９月１日からの１歳引き下げたところでの対象としてのお子さんは、４人の方が今通われてお

ります。全部で今９人になります。先週申し込みありましたので、まもなく１０人ということで、

全部で２歳、３歳未満児として１０人。まだ余裕がございますので、支援センターなりの方での

周知ということで、知らないという人はいらっしゃらないと思いますけど、この辺の周知をして

やってまいりたいと思っております。 

 

○前中委員 

 ちなみに今後の出生状況と言うんですか、出生児童が減る方向なのかどうなのかちょっとわか

らないけども、そのへん分かりますか。 

 

○保健福祉課長 

 今ちょっと資料を持ってきていませんので、記憶の話になりますが、確か昨年が産まれた子ど

もが３１人。一昨年が４１人。大体ここ２年間は３０人台半ばで清里の子どもというのは推移を

しています。予算化は転入出もございますので、大体子どもたちの数が３０人台の半ばで動くと

いうところであります。 
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○前中委員 

 それを聞いて大体１０名ぐらいの未満児の推移でいくという話になりますね。 

 

〇保健福祉課長 

はい。 

 

○村島委員長 

 はい。無ければ①については、終わりたいと思います。次、②の介護保険事業特別会計補正予

算第１号について、説明願います。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 平成２６年度介護保険特別会計補正予算について、ご説明の方させていただきたいと思います。

１７ページお開き願います。 

歳入についてご説明をさせていただきます。３款国庫支出金につきましては、介護給付費負担

金でマイナス１３６万３千円を計上してございます。４款道支出金につきましては、平成２５年

度介護給付金負担金で３３２万８千円。平成２６年度介護給付金負担金で２４４万６千円を計上

してございます。５款支払基金交付金につきましては、平成２５年度介護給付費交付金分で１６

０万３千円。平成２６年度介護給付費交付金分で１千２０３万５千円を計上してございます。国

庫支出金・道支出金及び支払い基金交付金につきましては、平成２５年度分は精算による追加交

付、平成２６年度分につきましては、当初交付決定額の確定による国庫負担金の減、道負担金支

払基金交付金の増となってございます。８款繰越金につきましては、平成２５年度繰越金確定に

より５３万５千円を計上してございます。 

続きまして、歳出のご説明をさせていただきます。２款保険給付金つきましては居宅介護サー

ビス給付費で１千１５７万６千円。居宅介護サービス計画給付費１００万円。施設介護サービス

給付費つきましては、５００万円を歳入で増額いたしました財源を基準に計上してございます。

４款基金積立金につきましては、平成２５年度の繰越金１５７万６千円から返納金４８万１千円

を引いた額に、２分の１を乗じた額５２万７千円を基金として積み立てを行います。６款諸支出

金につきましては、平成２５年度の実績による補助金等の精算に係る返納金でございます。介護

給付費返納金につきましては国庫で４万円、 

地域支援事業返納金では国庫で２５万９千円、道費で１８万１千円、支払基金交付金で１千円

の計４８万１千円を計上してございます。 

以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今②について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 

 歳入のことについて聞きたいんですけれども。支払基金交付金のところで、２５年と２６年大

幅に金額違うんですけど、ちょっとどういった理由なのか。 
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○福祉介護Ｇ主査 

 支払基金交付金になりましては、こちらの方、支払基金診療報酬支払基金の毎年の指示額が、

当初の金額となってございます。で、指示の方があった額を当初見込む形となってございまして、

前年度の部分の実績見込額に対して、翌年度の４月の段階で支払い基金の方から通知の額がくる

ものですから、前年度、翌年度で波があるんです。１年ごとに。で、多い年と少ない年、交互交

互に繰り返してきて、少しずつ均してきてはいるんですけども、その額がまだ当初の段階では、

大きな差で出てくる形になってございます。こちらの方最後の精算の時に、実績として報告をす

るものですから、そのときに年度の最後では本当に必要な額となってくるんですが、当初の時に

つきましては、前年度の部分の差の部分が多い年少ない年と、交互で表れるということで御理解

の方いただければと思います。 

 

○村島委員長 

 はい。何かありますか。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 今回臨時福祉給付金と子育て支援給付金の交付状況。確か期限決めての交付申請で個人申請に

なっており、大体周知徹底はされているんですけども、交付状況はどうか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 数字ちょっと持って来ておりませんので。７月１日から９月３０日までの間に申請をお願いし

ますということで広報をしてございます。毎月の広報お知らせ版、それ以外にも対象と思われる

方が多く集まるところには出向いて、お願いをしているところです。それから、受け付けについ

てはセンター、役場でも受け付けますし、札弦、緑、それぞれの支所で受け付けるということで

やらせて頂いていますが、子育ての方については対象が、児童手当対象のうち特例給付以外の方

ということですので、わかりやすいので順調にしておりますが、臨時福祉交付金については半分

ぐらいというふうに記憶をしているところです。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい。それじゃあこれで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。それでは、引き続き産業課①から⑤までありますが、１点ずつ説明をし

てください。はい。課長。 

 

○産業課長 

 それでは産業課所管の関係の案件ということで、まずじゃがいも踊りから産業まつり、議員の

皆様にもご参加いただきまして誠にありがとうございます。産業まつりの方もおよそ大体８千名

ほどの参加という形で無事終了させていただきました。焼酎の関係につきましても議員の皆様に
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もご協力いただきまして、ＰＲ関係いただきましたこと厚くお礼を申し上げます。 

それでは産業所管の関係５点についてですね、各担当の方から説明をさせていただきますので、

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 はい。どうぞ。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 議案の１８ページをご覧願います。平成２６年度一般会計補正予算産業課所管分農業グループ

関連についてご説明いたします。 

２款総務費・４項庭園のまちづくり事業費・３目豊かな庭園づくり事業費、事業名景観スポッ

ト整備事業となります。この件につきましては、平成２６年１月開催の産業福祉常任委員会で庭

園のまちづくり事業の用地取得についてご報告をさせていただいております。用地取得につきま

しては、平成２６年７月１８日付売買契約により、清里町字上斜里１３４０番１。面積につきま

しては２７０３．５７平方メートルになります。田中英樹氏より取得しております。当該地につ

きましては庭園のまちづくり構想に基づきまして、景観スポットとして農村公園整備を計画して

いるところですが、今年度北海道の施行する簡易駐車帯の設計が８月に確定しましたので、駐車

帯に隣接して休憩スペースを設置したいと考えております。２７年度本格的な公園整備を実施す

るにあたりまして、今年度は地盤安定のため先行して土盛り工事を実施させていただくものとな

ります。事業内容ですが、盛り土１８３立方メートルを合わせまして張芝を予定しており、事業

費につきましては１２３万６千円、財源内訳は全額一般財源で計上いたします。盛り土位置につ

きましては、１９ページの図面を参照願います。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 

 次お願いします。はい。どうぞ。 

 

○農業Ｇ主査 

 それでは２段目の農業委員会関係について説明いたします。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台帳システム改修委託事業です。 

これにつきましては、平成２６年４月１日施行の改正農地法により農地台帳が法定化されたこ

とに伴い、現行の農地台帳システムを国で示された規定の様式に対応するための改修を行うもの

であります。法定農地台帳は、平成２７年４月からの運用となるため今年度中に開始を行う必要

があり、改修費用として１０２万６千円を補正計上するものであります。財源につきましては今

回の法定化に伴う農地台帳システムの整備を対象としました補助事業であります。農地情報公開

システム整備事業により全額補助となるため歳入額を１０２万６千円計上しているものです。 

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、次。 
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○商工観光・林政Ｇ主幹 

 引き続き、商工観光林政グループ関係の補正予算についてご説明いたします。同じく１３ペー

ジ、３段目の商工費からご説明いたします。 

６款商工費・１項商工費・２目観光振興費緑清荘ボイラー修繕事業につきまして、ボイラー燃

料を重油から灯油に変更する費用を一般財源で４９万１千円を計上しております。現在使用の暖

房ボイラーは重油を燃料とし、稼働しておりますが現在、重油と灯油の値段が逆転している状況

にあります。平成２５年度の緑清荘の重油使用料は７万９千リットルとなっており、燃料効率の

差による灯油使用料は重油より１．０５倍となるため７万９千リットルに１．０５を乗し、８万

２千９５０リットルとして現在の単価で算出いたしますと、重油７万９千リットル×１０４円７

０銭＝８２７万１千３００円。灯油８万２千９５０リットル×９７円＝８０４万６千１５０円と

なり、差額が２２万５千１５０円となり、今回の補正額が４９万１千円ですので、約２年で元が

とれる計算になりまして指定管理者のランニングコスト軽減を図る事が出来ます。 

次に緑温泉温風暖房機購入事業につきましては、研修室、休養室事務室のＦＦストーブが、経

年劣化により暖房スイッチが入らないことがあり、利用者に御不便をかけた時もあったとの報告

がありましたので、冬季に入る前に取り替えを行う費用として一般財源で、４１万２千円を計上

いたします。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、説明ございました。何か、委員の方、ございませんか。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 農業委員会費なんですけども、農地台帳のシステム改修委託ということで、今回国の制度が変

わると聞いております。その中で一般組合農家の中で、農地台帳の提出ということが何回かある

んですよね。特に認定農業者申請の時には、農地台帳提出となっておりますし、酪農に限って言

えば環境負荷軽減対策事業、これ一棟当たりの農地面積を割り返した用件で、一棟当たり４反以

上という制約の括りがあるんですけど、その時にも農地台帳を提出する形にはなっているんです。 

 その中で問題なのは、農地台帳の提出ということで、その台帳を引き出す利用料が発生するん

ですけども、認定農業５年ごとに受けるんですが、それは利用料の発生が無いんですね。ただ、

その酪農に関する部分では５００円だったかな。利用料が発生しているんです。３町の中で利用

料を徴収しているのは、当町だけじゃないのかなと思うんですが。小清水とか斜里は、農業振興

センターの中で基本的な農地台帳を共有しています。そのへん新しい制度移行にいくということ

は、すべて電子化に移行するんじゃないのか。これは恐らく、今後農地台帳とこれは町民課にも

よるけども固定資産税台帳とリンクをするんですよね。その形であれば、この機会にその辺の整

合性要するに互換性を持って、ＪＡで必要とする農地台帳をこういう時代ですから何とかこう上

手く情報を共有してほしい。ただし個人の財産の固定資産税とかそこら辺の部分でリンクしてる

のであれば、どういう仕組みかわかりませんけども、何とか新しい制度上の中で対応できるのか

どうかからまず議論していただいて、検討して欲しいんですが。 

 

○産業課長 
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 今のご質問の利用料の関係、確かに清里町は、徴収をさせていただいております。で、この関

係につきましては、今回各町がこの法律に基づいて農地台帳の整備をするということで、各町そ

れぞれに農家台帳のない町村もあったというふうに聞いております。 

今回法制化ということで農地台帳の整備が、全国的にやるという形になりました。それで、今

までこちらの方の情報として、小清水・斜里はその利用料については徴収してなかったというこ

とは、こちらの方も確認をしていました。ただ今回のこの法整備に基づきまして、小清水・斜里

の方も、今後徴収の方向で今検討していますというようなお話が出ております。今まで清里につ

いては、徴収させて頂いていたという部分もございます。ただ特異的な場合には何か減免できる

ような対応が出来ればなというふうには思うんですが、それらについては、今後ちょっと調整を

させていただきたいなというふうに考えております。 

 

○前中委員 

 それ調整していただきたいというか、同じ農業を営んでいて、片や同じ組合員で徴収義務があ

る。一方で同じ交付申請の中ではとらないという括りはどうかなという部分が常にあったもので

すから、そこら辺をまず確認したい。 

もう１点この際なんですけども、それだけ電子化することになると、農業委員会のソーシャル

になるんですけども、適性な農地管理という部分で放棄地の認定の度合いていうのも、かなりあ

る程度電子化の中で見えてきた時に、課税対象として適正に農地管理されていれば、農地課税だ

と思うんですけども、そうでない場合のその農地の管理の仕方というのは、だんだん見えてくる

のかなと思うんですけども。そこは町民課との整合性の中で、同じように検討するのかどうかも

再考していかないとこれから厳しいっていうか。そういう放棄地の関係が出てきた場合の対処と

してやはり十分活用しなければならない。その辺の考えをお聞かせください。 

 

〇産業課長 

ただ今の関係につきまして、税の方のリンクの関係ございます。税の方からも情報いただくよ

うな形になっておりますが、現況の部分、台帳の部分、やはり食い違いが出ているというのは、

事実でございます。その関係につきましては、やはり私ども農業委員会の方のシステム制度では

なくて、課税の関係につきましては町民課の方の対応という形になりますので、その辺について

は町民課の方とも十分詰めながら対応していきたいなというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。それじゃあまず①は終わり。次の②の緑ダムのおける小水力発電事業につい

て、説明願います。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 はい。緑ダムにおける小水力発電事業についてご説明いたします。資料２０ページからの説明

となります。 

国営畑地かんがい事業で整備されてました緑ダムの有効利用として、現在、小水力発電導入の

検討を行っているところですが、現段階での状況について説明させていただきます。２１ページ
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をご覧願います。 

発電施設の設置場所ですが、発電のための安定した流量と大きい落差が得られることから、放

流ゲート横に設置することが有効であると判断しております。事業推進にあたりまして、各種の

検討が必要となりますが、これにつきましては１市４町で構成する斜網地域維持管理協議会にお

いてコンサルに調査依頼しているところです。 

２２ページにつきましては、使用水量建設費の検討についての資料、２３ページにつきまして

は、維持管理費北電との系統連携についてのものとなります。事業完了後の施設の維持管理にあ

たりましては、電気、ダム、水路主任技術者２名の人員補充が必要となります。協議会構成市町

からの派遣または職員採用についての協議が必要となります。 

２４ページをご覧願います。事業費の概算についてですが、単独事業道営事業補助率５０％、

７５％の各事業が記載しておりますが、協議会としては補助率の有利な事業メニューの採択なり

を進めてまいります。経済性の検討につきましては、売電収入として、固定価格買い取り制度フ

ィットと言いますが、こちらで試算した場合、維持管理費を控除して２千４３９万９千円の減収

入となる見込みで、イニシャルコストの回収年数として単独事業で１６．２年、５０％補助で８．

１年、７５％補助で４．１年との試算結果が出ております。１市４町間での地元負担につきまし

ては、受益面積割合の負担となり、記載のとおりとなります。 

２５ページをご覧願います。今後のスケジュールですが、本年度につきましては、事業実施の

可能性調査として、概略設計支援事業及び協議手続き支援事業を９月補正により、維持管理協議

会の代表町である小清水町において行うものとします。概略設計により、より詳細な調査結果、

内容が把握できますので、これをもとに最終的な判断をしていくことになります。 

なお、事業費につきましては５６０万円を計上予定、財源につきましては１００％の国費とな

ります。以上で説明を終わります。はい。 

 

○村島委員長 

 ただ今、②の緑ダムにおける小水力発電事業についての説明がございました。委員の方何かご

ざいませんか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 まず聞きたいんですけど、これはうちの町独自でなく、４町でやるということなんですか。 

 

○産業課長 

 本件につきましては、緑ダムということで、緑ダムの方維持管理関係につきましては、１市４

町での管理という形になっております。それで、この関係につきましては、１市４町の中で協議

を進めまして、最終的に先ほども言いましたけども、今後の日程のところ、２５ページにもあり

ますが、２７年度の５月に協議会予定しております。もうこの段階で、協議会の中で最終結論出

していくと、いう形になっております。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 
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○池下委員 

 そこに電気関係とかって色々と工事関係の金額も出ているんですけども、これ、当然送電線も

整備しないとならないということですね。全体設計費というところで１億８千３００万で利益が

出るのが２千４３９万とかって出ているんですけど、実は人件費に１千６５０万かかるんですよ

ね。実質８００万しか利益がないんですよ。今のままの電気の売電価格で８００万しか残らない

っていうことですね。これだと１６．２年かかるって言っていますけど、私の計算だと２４年か

かるんですよ。そういった中で、この事業の目的は一体何なのかっていうのを考えたら、単なる

売電目的でやるのであれば、うちの町は必要なのかというふうに思うんです。他の議員さんの考

えは、どういうふうな考えを持っているかわかりませんけども、町長いわく小水力についても、

今後検討したいという旨の発言をしておりましたけど、そもそもがメガソーラーをやめた経緯に

ついても送電線の問題があるという説明を私は受けていますので、そういった観点から見ると、

うちの町長は果たして本当にそういった考えでいるのかという、私はちょっと疑問に思うんです

けども、いかがですか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 池下委員からのご指摘の関係です。経済性の検討のところで、送電線の経費の色々ということ

でお話がありました。年間の発電維持管理費ということで１千６５９万が計上されておりまして、

差っ引まして、２千４３６万９千円という部分で売電収入が上がりますということで、これに基

づきまして、単純計算で事業費の部分を割返しまして、１６年なり８年という数字を出させて頂

いております。今後、その回収がなりますと、１千６５０万。これについては、ずっと掛かって

いきますので、２千４３０万。この数字については、変わりはないというふうに認識しておりま

す。今回詳細の設計を更に出しまして、この辺もう少しまだ細かい部分、これで本当に行けるか

どうかっていう部分、最終的な結論を出してい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 

 今質問しましたけども、私ちょっと勘違いしていました。確かに中に経費の部分の中に１千６

５９万をひっくるめてということで、２千４００万利益が出るということで年数的には計算間違

いしておりました。であるならば、町長はこの利益があがったものに対して、どういった方向づ

けで使っていきたいのか、まずその辺をお聞きしたい。 

 

○村島委員長 

はい、課長。 
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○産業課長 

 この関係につきましては、協議会ということですから、その協議会で積み立てということも当

初検討したようですが、協議会ではそういう売電収入の部分については、積み立てはできないと

いうことになっております。これが土地だとか、そういう部分でつくっていればできたんですけ

ども、協議会というものでいくとそれはできないということになっております。それで、今現在

考えておりますのは、各町のこの維持管理に対する負担というのが、結構出ております。その経

費をこの部分から各町それぞれ受益面積に応じた部分で軽減を図っていきましょうと考えてま

す。その返した部分につきましては、各町で積み立てをするなり、それはどういうふうにするの

かっていうのは、それぞれの各町でお話をしてやりましょうと。将来的にこの施設をつくること

で何年か後には改修だとかいう部分が出てくる可能性がございます。その時に補助事業があるか

どうかっていうのもわかりません。現在も今１００％補助事業が無い場合で１６年かかると。で

５０％の道営事業なりを使えば８年で、７５％事業を使えば４年ということで、話をさせていた

だいてますが、この辺の補助事業につきましてもかなり厳しい部分があろうかと思います。やは

り売電という部分のこともございますので、それに税金を投入して補助が出るかという部分がな

かなか難しい部分もあるかもしれません。この辺については、今後国なり道なりその辺と協議を

しながらですね、補助事業、補助メニュー、これを探していきたいなというふうに考えてござい

ます。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 私が聞きたかったのは、うちの町の町長としては、この売電利益をどういうふうに使いたいの

かということを聞きたかったんですよ。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○産業課長 

 うちの方の町の考えといたしましては、今負担金で払ってる分、これは減額されるということ

ですので、その分につきましては将来的なことを考えますと、積み立てなり、そういう部分の方

向性を今考えております。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 負担金を軽減させてっていうことでいうふうに理解していいのかな。実は今年２６年度から太

陽光のことで、色々と利益出た部分に関しては教育関係、福祉関係で使っていきたいという明確
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な答えが町長出ていたんですが、実はお金の計算をすると、これ実に長期にわたってお金がかか

るような仕組みになっちゃっているんですよ。再生エネルギーというのは、大事なエネルギーで

すけども、地産地消しないで単なる売電だけのために行政が本当にこういった対応でいいのかと

ことが、まず私は疑問に思っているんですが、１市４町でやるということであれば、うちの町も

知らんぷりはできないのかもしれないんですけども。やっぱり町長の考えをもっと明確に打ち出

してもらいたいなというのが個人的に思います。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○産業課長 

 町村単独でできる事業でもございませんので、これは１市４町それぞれ協議をしながら、方向

性を出していきたいと。この関係につきましては、１市４町のそれぞれの考えの中で進むような

形になろうかと思いますので、方向性が出ましたら、報告をさせていただきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今、維持管理費に充当していくっていう話が出たんですけどね、これ１市４町であらかたもう

やっていくような考え方の中で、今後のスケジュール見たら、事業開始なんていうのが出ていま

すからよっぽどのことがない限り、北電との色々ありますけど補助事業充当とかそういう部分を

含めてね、一つの希望的観測としては補助の対象になってくるような感じの部分なんでしょうか

ね。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○産業課長 

 課長。その関係につきましては、言われたようなところでございます。勝又委員の方からもあ

りましたけども、スケジュール中では２９年から事業開始というようなスケジュールになってお

りますけども、あくまでも２７年の５月の協議会。ここが１つのターニングポイントと言います

か、ここで最終的な事業の決断の時になろうかというふうに思っております。ここでやっぱりこ

れですと、やっぱり採算がとれないということであれば、その時点でこの事業については、中止

をするということも視野には入れてます。この段階でこのままいきますというようになった時に

は、このようなスケジュールで現在考えているということでご理解頂きたいというふうに思いま

す。 

 

○村島委員長 
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 他に。はい、前中委員。 

○前中委員 

 ちなみにその畑かん維持管理費なんですけども、その当町による負担額がもし分かれば。 

 

○産業課長 

 ちょっと手持ちの資料でですね、今のうちの負担額というのは私今持って来てないものですか

ら、毎年の維持管理費の負担金。ここの表に載せているのが、関係市町村での事業をやった場合

の負担額ということでございますんで、各町の年間の維持費の分については、今もお支払いをし

ているんですけども。その部分、ちょっと今手持ちの資料がございませんので、これにつきまし

てはまた後日か後程、報告をさせていただきたい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 

 後程調べてください。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 電気ダム水路主任技術者２名の人件費に関する年間維持費って囲みあるんですけどね、従来あ

のダムの維持管理ってことで１人、小清水から出向の形で出向いていると思うんですけども、ち

ょっと僕もわからないんですけども、もしその職員がダム主任技師であるならば、新たにその電

気主任技術者を採用するということにはならないですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 この、電気ダムの関係の主任技術者２名という人件費でございますが、これにつきましては、

ダムの方の管理とまた別な技術者という扱いになっています。電気の関係につきましては、これ

委託でもいいという形にはなっております。ただ、その委託はやはりダムの主任技術者ではダメ

で、これまるっきり電気の関係の業者委託をする分についてはいいですよという形になっており

ますので、どうしても委託費なり人件費こういう部分はかかってくるのかなと。今後ダムの関係

の維持管理の部分、電気の方と合わせて小水力と合わせて小清水でやるようになるのかどこがや

るようになるか、これはこれからまた協議をしていく部分になろうかと思いますので、そういう

部分で人の技術者の確保については必要になっていく部分だというふうに判断をしております。 

 

○村島委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 そうなると、冬の場合除雪っていうことがどうしても点検等々発生した場合、当町の負担にな

ってくるのかなと思うんだけれども、そこら辺の確認をしたいんだけれども。 
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○村島委員長 

 はい。課長。 

 

〇産業課長 

冬につきましては事故があった場合については、これ除雪という形になろうかと。また通年の

点検管理の部分でいけば、冬は今でもそうなんですが、モービルなり何なりで移動して点検をさ

せていただいているっていう部分で、事故があった時には、これは除雪なり何なりの部分は出て

くるというふうに考えておりますが、その部分なった場合については、やはり清里から出るって

いう形が多くなるのかなと思いますが、その場合については協議をしながらやっていきたいなと

いうふうに考えております。 

 

○村島委員長 

 いいですか。はい。それでは、緑ダムについてはこれで終わります。それでは③の土地改良事

業のこれについてお願いいたします。はい。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 土地改良事業の施行について。美咲地区基幹水利施設管理事業の変更についてご説明いたしま

す。２６ページをご覧願います。 

事業の目的ですが、国営土地改良事業美咲地区で創成されました美咲排水機場及び排水路の管

理につきましては、現在斜里町が国から管理を委託されているところになります。維持管理事業

の活用により管理運営費の負担軽減と施設に対する適切な整備点検を行っておりますが、維持管

理事業の継続にあたり計画変更による施設の長寿命化を図るものです。 

今回の変更理由ですが、平成２７年度より新規着手予定の国営施設機能保全事業、ウエンベツ

側地区を実施するにあたり、当該地区の受益面積が美咲地区よりも１０％以上の増加となること

から、土地改良法の手続きにより計画変更するものとなります。受益面積につきましては、現行

１千５８０ヘクタールから４千１８８ヘクタールに変更となります。 

事業主体対象施設等につきましては、記載のとおりとなり、今回の計画変更後における維持管

理費につきましては、平成１５年１月２０日付の斜里清里間で締結した維持管理費用の負担に関

する協定に基づき、引き続き斜里町が管理負担することになります。 

この変更につきましては、土地改良法第９３条の３、第１項の規定によりまして、議会の議決

が必要となりますので、９月議会にて提案予定でありますので、よろしくお願いいたします。以

上で説明を終わります。はい。 

 

○村島委員長 

 ただ今③の土地改良事業の施行についての説明がありました。何か、委員の方ございませんか。

なし。いいですか。はい。それでは、次に、進みます。④の緑清荘にかかる平成２７年度以降の

指定管理者事業について説明願います。委員長。はい。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 
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 平成２７年度緑清荘にかかる指定管理事業について、ご説明いたします。２８ページをお開き

願います。 

現在の緑清荘の指定管理者につきましては、平成２４年４月より今年度末までの３年間、株式

会社しげたにより管理運営がなされ、本年度末をもって期間満了となりますので募集を行うもの

であり、本日の産業福祉常任委員会においてスケジュールを説明するものであります。 

２、今後の事務日程（１）でありますが、現在、清里町が指定管理を委託している各種業務の

募集要項を改正する協議が行われており、９月中には指定管理者選考委員会と理事者協議により

改定する予定となっております。これを受け（２）指定管理者募集要項を１０月開催予定の本常

任委員会にで説明し、終了後（３）指定管理者の公募を行い（４）指定管理者選考委員会におい

て指定管理者を選定し（５）結果を本常任委員会に報告（６）１２月開催の定例町議会において

指定管理者の指定について議会の議決を求めることになります。 

町議会の議決をいただいた後、（７）指定協定を行う予定となっております。 

以上で説明を終わります。はい。 

 

○村島委員長 

 ただ今、④について説明がありました。委員の方何かございませんか。よろしいですか。はい。

加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今後の日程の指定管理者募集要項の改正協議。今までと今後について大きく変更するような提

案議題があるのかないのか。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○産業課長 

 今考えている部分につきましては、まず年数の関係、これら３年以上がいいのか、この辺につ

いては指定管理の部分の業務の内容によると思いますが、年数の関係については、検討していき

たいというふうに考えております。 

それと今の施設ごとに管理委託料を払っているとか、まるっきりなしだとか、そういう部分も

いろいろございます。これはその施設の用途に応じて、そういうような形をとっているんですが、

それ以外の部分で修理の関係が２０万以上になると町の負担だとそれ以下は指定管理の方が負担

するとかっていう部分もございます。それらの関係について、今後だんだん古くなるにつれてそ

ういう部分がどんどん増えてくると思います。それらの部分についてもちょっと見直しをかけて

いこうという部分がございます。なかなかその指定管理の方に負担をかけるっていうのも業務や

っていただく分にはどうなのかなっていう部分もございます。今日も説明させていただいている

緑清荘の暖房の関係、ああいうコスト面が少しでも軽減できればというふうに考えながらやって

おりますが、その燃料の関係だとか、電気の関係、今どんどん単価も上がってきております、そ

ういう部分で維持管理の部分いろいろ出てくるのかなというふうあります。その辺の関係につき

ましても今後ちょっと調整をさせていただきたいなというふうに考えております。 
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あと使用料収入なり収益の関係、これについても１０％増減で減した場合は、赤字の補填をし

ますよというところと、そういうのがなくて１０％以上超えたら半額は精算していただきますよ

というような、そういう種別によっていろいろ違いも出ております。そういう部分も合わせまし

て、今回ちょっと見直しをかけていきたいというふうに考えております。大きな部分で私の頭の

中で整理させていただいたのは、その３点ということでご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他に。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今の株式会社しげたですか。３年が過ぎようとしているんですけども、しげたが受ける前です

ね、前任者の時に緑清荘条例というのを、色々と見ながら協議した経緯がありますが、今の段階

でしっかりとその辺、緑清荘条例はちゃんと整備されているのかどうなのか。 

 

〇村島委員長 

はい、課長。 

 

○産業課長 

 現在指定管理の部分については、協定の中の部分で動いています。緑清荘条例というのは、そ

の緑清荘の中の施設の関係の条例というふうに私認識をしておりましたが、その中で契約行為と

かそういう部分については謳ってなかったような記憶はしております。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 私もきっちりとはっきりと覚えている訳ではないんですが、前任者の時に色々なことがあった

ために、そういった決まり事みたいな文章を見た経緯があるものですから、そこら辺を今後ない

ような仕組みづくりをしていってもらいたいなというふうに考えていますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 その関係につきましては、要項なり、協定の項目の中で今いろいろこう提示をさせていただい

ている部分がございます。そういう部分でご理解をいただきたいなというふうに思います。 

 

○村島委員長 

 いいですか。他にありませんか。はい。田中委員。 
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○田中委員 

 この件について、募集をされたわけで、大変この利益の上がる施設だとしたら、これは応募さ

れる方が多くて、選考委員会で選考される状況になれば一番いいんでしょうけども。もしこれが

今の現在されている弊社がもう手を引くということで、募集も来なかったとそういった場合に、

レストハウスもそうだったですけども、条例があるから、二次募集の内容が変えられないと。レ

ストハウスの場合、二次募集をやったんですけどその時に来なかった。これ一次募集で来なかっ

た場合、条件を少し緩和して二次募集にかけるかなとかという話ならわかるんですけど。そこに

は、レストハウス条例という条例があって変えられないんだということで、結果的には募集がな

かったですけど、緑清荘も、もしこのままいくとそういう形にならないですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただいまの副議長からのご質問でありますが、たしか私の記憶によればレストハウス条例の方

では家賃といいますか、年間の使用料いくらだよというのが、確か記載がされていたと思います。  

 今うちの方である緑清荘の条例につきましては、そういう家賃とかではなくて、確か第１０条

だと思うんですけども、指定管理者に業務を行わせる事が出来るよという項目、それからこの施

設の開始時間だとかが載っているだけでありまして、うちからの委託料とかの関係については、

記載の方は、そんなになかったと私も記憶しておりますので、レストハウスと緑清荘とは、ちょ

っと考え方が違ってくるのかなというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 いいですか。はい、田中委員。 

 

〇田中委員 

その賃貸料というか、それは発生しないとしても無償貸付の指定管理業務で、最悪の場合に、

それでも尚且つなかったと。そしてやむなく二次募集をしていかなきゃならないと。そういった

時に条例があるからこのままで二次募集して、いなかったら仕方ないんだよと。そういうことで

は、非常にまずい結果になると思うんですよね。そこら辺今回十分に検討していただいて、そう

いった場合にはどうなのかということも十分に検討して、そのあと、大変な事態にならないよう

な方向で進んでいきたいなと思います。 

 

○村島委員長 

 課長 

 

○産業課長 

 ただいまの御意見ございますが、緑清荘の関係につきましては先ほども言いましたように、条

例云々で決めている部分はございませんので、ある程度その要綱なり要領の中でいろいろやり方

は出てくるのかなというふうに。ただそれに関しましてもこちらの単独ではできない部分もござ

います。実質、指定管理の部分につきましては、総務課が主幹となってやってございますので、

そちらの方とも協議をしながらですね、そういう事態にならないように頑張っていきたいなとい
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うふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○村島委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

 今回提案されたように、契約年数だとか、それから負担の割合、それから利益、またはマイナ

スになった場合も考えるということで、今の経営状況内容から把握して、充分な検討をして、あ

まり大変な事態にならないようなことで一つお願いしたいと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですね。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 １点だけ聞きたいんですけど、２６年度上四半期の収支は上がっているんですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

２６年度、ちょっと詳しい資料持って来てないんですけども。確か４、５、６、７月で２００

万程度の赤にはなっていると思います。８月にですね、もう既に盛り返しているっていうのは株

式会社しげたの方から報告をいただいておりますが、８月の指定管理者の結果報告がまだこれか

らなものですから、そこの数字はちょっとおさえてないような状況になっていますので、７月末

現在の数値ということでご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい。勝又委員 

 

○勝又委員 

 この指定管理事業でね、緑清荘が丁度任期になるということで、こういうこと言ってはあれな

んですけども、今までやってもらったからという部分では、そこにまた落ち着いてもらうのが一

番簡単なことかなというような感じにはなるんですけど。そこが引き受けなければまた再度とい

うような部分になることですけども。実際にその指定の段階でプレゼンの内容で、向こう側から

どういう事をやっていきたいというような感じのものがされてるのかなっていう検証というか

は、されているのか。あの別に今の業者がダメだとかそういう部分ではないですよ。ただそうい

う部分で指定管理の契約をしている訳ですから、そのことがきちっとやっぱり実行されていない

とすると、町としてはおそらく町民に対するサービスの低下という事に繋がっていくわけです。

そういう事も十分考えた形の中で、その指定管理の選定というのは行っていかなくちゃいけない

部分なのかなと思いますけどね。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 指定管理者につきましては、勝又議員が言われたように最初に事業計画等出されて、それに基

づきまして、選定委員会の方であなたに指名しますよという形になっています。 
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毎年ですね、６月だったと思うんですけども、指定管理者評価シートというものを、指定管理

者からこちらの方に貰いまして、それに基づきまして、計画とどういうふうになっているよとい

うのがありまして、それを町の総務課の方で選定委員会をその場で開いていただきまして、それ

について見ているような状況になっております。ただ、あまりにもかけ離れたりしておりますと、

うちらの方からちょっとお話をしたりする部分もありますし、次の指定管理者の部分での評価と

いうものが若干落ちてくる部分も出てくるんですが、今のところは新たな事業等を着々と行って

いるような状況でありまして、盛り返してきていると。緑清荘で言えば、盛り返してきていると

いう形になっておりますので、御理解いただきたいと思います。 

 

〇加藤委員 

そのことは理解するんですけど、これ町民に対するサービス業、町民に対するサービスという

部分で、町民の意見というのはきちっと反映されているのか。どういう形で吸収されているのか。

意見箱も設置しているみたいですけども、どれだけ中に入っているのかよくわからないですけど

も、それらは指定管理をされている部分でもその意見というのは見れるような形になっているの

か。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

アンケートボックスにつきましては、ご自身指定管理の方で行っておりますので、町の方では

特には見ておりません。ただ私どもの方には、町民の方からもお電話で多種のご意見いただいて

おりますので、それが来たらすぐに、相手方の事務所の方に行きまして、こういうご意見ありま

したよということでお話させていただいております。その結果、昨年も一日風呂を休んでしまっ

たとかあるんですが、加藤議員からもご指摘いただきましたが、風呂の上の部分の掃除ですとか、

ちょっと町民の方には休んでしまってご迷惑かける部分があるんですが、きちんとですね、掃除

をし直すだとかっていう部分を実施しているような状況にありますので、ご理解いただきたいと

思います。 

 

〇加藤委員 

はい、わかりました。 

 

○村島委員長 

 いいですか。④の緑清荘にかかわる指定管理者事業について、これで終わりますけど、よろし

いですね。それでは続いて⑤の平成２５年度清里焼酎事業特別会計歳出予算の お願いいたしま

す。はい。 

 

○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歳出予算の構成について説明をさせていただ

きます。２９ページをご覧ください。１款総務費・２項総務管理費・１目一般管理費現計予算５

千３４３万３千円において、焼酎販売促進のために必要な経費を歳出予算の構成を行うものであ

ります。内容としましては、一般事務費における社会保険料２６万９千円。賃金１２４万８千円

の計１５１万７千円を減額し、焼酎販売事務費における旅費７３万１千円。需要費１７万２千円。
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役務費５２万１千円。負担金補助及び交付金９万３千円の計１５１万７千円を増額するものであ

ります。以上、説明を終わります。 

 

〇村島委員長 

ただ今⑤について説明がございました。委員の方、何かありませんか。はい。無いようですの

で、これで良いですよ。何かありますか。はい。 

 

○産業課長 

 先ほどの前中委員からありました、畑かんの今年の清里町の負担額ということで年２回の支払

いになりまして、総額が９７６万３千円。これが清里町の負担分という形になっております。こ

れはあくまでも維持管理９７６万３千円で、これでもし事業をやるとか何とかとなりますと、そ

の部分は増額されますので、あくまでも維持管理の部分というふうに、ご理解をいただきたいと。 

 

〇村島委員長 

はい。よろしいですね。はい。それではこれで産業課を終わります。ご苦労様でした。 

 

〇村島委員長 

引き続き、建設課２点についてご審議を賜りたいと思います。 

 

〇建設課長 

本日の建設課からの議案ですが、特別会計２会計の平成２５年度決算に伴います、平成２６年

度への繰越金の補正となっております。詳細につきまして、担当よりご説明申し上げます。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 それでは平成２６年度清里町簡易水道事業特別会計補正第１号に関する予算概要についてご説

明いたします。議案３０ページをご覧ください。 

今回の補正は、平成２５年度決算に伴う繰越金額の確定による調整措置に伴う増額補正であり

歳入、歳出それぞれ３１１万９千円を追加しまして、予算の総額を６千２９４万２千円とするも

のです。 

初めに歳入よりご説明いたします。繰越金につきましては繰越金額の確定により、３１１万９

千円を増額し、補正後の繰越金額を５１１万９千円とするものであります。 

次に、歳出につきまして、ご説明いたします。基金積立金につきまして３１１万９千円を増額

し、補正後の基金積立金額を３７６万２千円とするものであります。 

引き続き３１ページをご覧ください。平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計補正第１

号に関する予算概要について御説明申し上げます。今回の補正は、平成２５年度決算に伴う繰越

金額の確定、並びに施設の延命化を図るため、修繕料を補修するものでございます。歳入歳出そ

れぞれ６５万円を追加し予算の総額を９千８６４万２千円とするものでございます。 

それでは歳入についてご説明いたします。繰入金につきましては繰越金の確定により、一般会

計から繰入金を調整するもので９９万３千円を減額し、補正後の繰入金額を５千６２３万３千円

に。繰越金につきましては、繰越金額の確定に伴い１６４万３千円を増額し、補正後の繰越金額
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を３１４万３千円とするものでございます。 

次に歳出につきましてご説明いたします。総務費の６５万円の増額につきましては、施設管理

費におきまして施設の延命化を図るための機器類の修繕料として６５万円を増額するもので補正

後の総務費の予算額を３千５９７万４千円とするものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今２点説明がございました。何かございませんか。いいですか。無いようですので、

建設課これで終わります。ご苦労様でした。 

所管分終わりましたけれども、若干残っていますが、やらしていただいても結構ですか。それ

では②の意見書の検討についてお願いいたします。 

 

○議会事務局 

 それでは、２番目の意見書の検討について、３件の意見書が提出されておりますのでご説明い

たします。資料は３２ページからです。 

１件目の林業木材産業の成長、産業化に向けた施策の充実、強化を求める意見書案です。提出

者は北海道森林林産業活性化促進議員連盟連絡会会長竹内氏であり、郵送ではありますが、関連

団体としての取り組みをお願いいたします。また北海道議会議長会からも採択に向けての取り組

み依頼が届いているところです。資料については３２ページから３６ページですが、３５ページ

の記以下を読み上げて説明いたします。１、森林の整備から木材の利用促進といった地域の多様

な取り組みを支援するため、森林整備加速化・林業再生基金の継続または、同様の仕組みを創設

するなど、関連施策の充実強化を図ること。２、地球温暖化防止特に森林吸収量の算入上限値、

３．５％の確保のため、森林整備の推進や木材利用の促進を図るため、地球温暖化対策のための

税の人に森林吸収源を追加するなど安定的な財源を確保すること。 

次に、２件目のウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書案についてです。

提出者は、全国Ｂ型肝炎訴訟北海道原告団 副代表 小川ルリ子氏で、持参提出です。資料は、

３７ページから４０ページですが、資料の３９ページでの記以下を読み上げて説明いたします。

１、ウイルス性肝硬変・肝がんに関わる医療費助成制度を創設すること。２、身体障害者福祉法

上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にする

こと。 

次に３件目、手話言語法の制定を求める意見書案でございます。提出依頼者は、公益法人北海

道ろうあ連盟 理事長 蠣崎日出男氏であり、持参提出でございます。内容につきまして４１ペ

ージから４３ページですが、資料４３ページの記以下を読み上げ説明いたします。手話が音声言

語と対等な言語であること広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ手話で学べ、自

由な会話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした手

話言語法（仮定）を制定すること。 

以上、９月の定例会に委員長名での意見書提出とまたは、内容の協議をお願いいたします。以

上です。 

○村島委員長 

 ただ今、意見書について、説明がございましたけども、慣例によりまして、いつもの通りでよ

ろしいですね。そういうことにいたします。 
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○村島委員長 

 ３．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、未定でございます。 

 

○村島委員長 

 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 

 

○村島委員長 

 それでは、第１０回産業福祉常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ０時２１分） 

 


