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第１０回産業福祉常任委員会会議録 

平成２７年１２月８日（火） 

    開 会   午前１１時１５分 

    閉 会   午後 ３時３７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清里町税条例等の一部を改正する条例について 

  ②平成２７年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

  ⑦平成２７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 

  ⑧平成２７年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

 ●保健福祉課 

  ①清里町新型インフルエンザ等対策行動計画について 

  ②平成２７年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

●建設課 

  ①平成２７年度除雪計画について 

  ②債務負担行為限度額の変更について 

 ●産業課 

  ①台風２３号に係る農地災害復旧事業費について 

  ②緑ダム小水力発電について 

  ③平成２７年度一般会計補正予算（産業課所管分）について 

  ④パパスランドの指定管理者の選定について 

  ⑤斜里岳山小屋の指定管理者の選定について 

  ⑥平成２７年度焼酎事業特別会計補正予算（第３号）について 

  ⑦焼酎製造販売計画の見直しについて 

２．意見書の検討について 

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  前 中 康 男    副委員長  池 下   昇 

     委 員  村 島 健 二    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 
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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         河合 雄司    ■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      山崎 孝英    ■税務収納Ｇ主査    吉田 慎治 

■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 

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

 ■産業課長         二瓶 正規    ■商工観光・林政Ｇ主幹 永野  宏  

 ■商工観光・林政Ｇ総括主査 樫村 亨子    ■焼酎Ｇ総括主査    北川  実 

  

 

 

○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 

 

○前中委員長 

 第１０回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

 それでは町からの協議ということで、町民課で４点ほど提案しております。町民課長。 

 

○町民課長 

 それでは最初に私の方から町民課の協議報告事項４件につきまして、概要の御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

まず１点目清里町税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部を改正する

法律及び地方税法施行規則の一部を改正する政令、省令の施行に伴い、条例等の一部を改正する

ものでございます。２点目といたしまして一般会計補正予算町民課所管分につきましては、総務

費では交通安全指導員に係る被服等の購入費、各種医療対策費においては前年度国庫負担金の返

納金と国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計への繰出金を補正するものでござ
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います。３点目といたしまして国民健康保険事業特別会計の補正予算につきましては、実績及び

見込みによりまして保険給付費の増額に対応するため補正を行うものでございます。４点目とい

たしまして、後期高齢者医療特別会計の補正につきましては、平成２７年度の保険基盤安定負担

金の確定に伴いまして増額になるため、そこに対応するために補正を行うものでございます。各

案件の詳細につきましては、担当者より説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

それでは税条例の方から説明いたしますので、よろしくお願いします。 

 

○税務・収納Ｇ主幹 

 平成２７年度清里町税条例改正案についてご説明いたします。お手持ちの資料の２ページをご

覧いただきたいと思います。第 1点の清里町税条例の改正について説明いたします。８条につき

ましては、徴収猶予にかかわる分割の方法が記載されています。９条につきましては徴収猶予を

申請する場合の手続きについて記載されております。第１０条は職権による換価の猶予の手続に

ついて記載されています。第１１条は申請による換価の猶予の手続きについて記載されておりま

す。第１２条は担保の徴する必要がない場合の条件として、猶予期間が１００万円以下、猶予金

額が１００万以下、猶予期間が３カ月以内と記載されております。施行期日につきましては、平

成２８年４月１日からとなります。 

続きまして４ページをご覧いただきたいと思います。平成２７年３月３１日に交付されました

清里町税条例の一部を改正する条例の改正について説明いたします。平成２７年９月に交付され

た地方税法施行規則等の改正に伴って定められた様式に、提出者の個人番号又は法人番号を記載

するものです。施行期日は平成２８年１月１日となります。 

以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今清里町税条例等の一部を改正する条例について提案ございました。各委員より質疑を受

けたいと思います。何かありませんか。なければ２番目ですか。平成２７年度一般会計補正予算

に絡めての説明。 

 

○町民生活Ｇ主査 

それでは私から平成２７年度一般会計補正予算の町民課所管分についてご説明させていただき

ます。１４ページをご覧ください。２款総務費、２項総務管理費、６目交通安全対策費にかかる

交通安全指導員被服等購入事業です。現在交通安全指導員は１０名在籍しておりますが、１０月

３１日に任期満了によりまして１名の交通安全指導員が退任され、１１月１日より１名、新たに

交通安全指導員が任命されました新任指導員の制服等について、前任者の制服等検討いたしまし

たがサイズが合わず新規に購入が必要になりましたので、消耗品費の増額補正を計上するもので

あります。購入する被服は制服、防寒雨具シャツその他の装備品を購入しまして、１１万４千円

の補正を計上します。財源内訳は全額一般財源です。以上、交通安全対策費の説明を終わります。 

それでは次に４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費事業としまして、子育て支援

事業という部分につきましてご説明申し上げます。こちらにつきましては、平成２６年度養育医

療費扶助事業にかかる国庫負担金返納金１１万８千円であります。母子保健法に規定します生後

１年以内の未熟児の入院医療にかかる医療費の補助は、平成２５年度より権限移譲によりまして、



 

- 4 - 

市町村での事務となっております。新生児の出生事情によりまして、毎年１、２目の給付があり

ますが、平成２６年度におきましては給付対象児がいなかったことから国庫負担金の概算交付額

１１万 7千３６０円について返納を行うものです。補正額は１１万８千円。財源内訳は全額一般

財源となっております。 

次に国民健康保険事業特別会計繰出金と後期高齢者医療特別会計繰出金につきましては、各特

別会計の補正予算と関連がありますので一括で説明を行いたいのですが、よろしいでしょうか。 

 

○前中委員長 

 はい。お願いします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

それでは、了承を得ましたので、次の１５ページの方ご覧いただければと思います。平成２７

年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の概要でございます。こちらにつきま

しては、前回の委員会にもお伝えをしてもらっていますけれども、医療給付が過去対比と比べま

して増えているという旨をお伝え差し上げております。その事情を鑑みまして、歳入歳出の補正

を今回行うものでございます。 

歳入の方から申し上げます。これまでに税の不可分が確定してございます。1 款の国民健康保

険税、現計予算に対しまして５００万円の増額補正を行いたいというところでございます。補正

の内訳といたしましては、現年度分の国民健康保険税５００万円ということでございます。それ

から３款の国庫支出金でありますが、医療費の増額の連動としまして、国からも負担金が入って

くるという形になってございます。その仮積算をした部分で、補正額を行いたいと思っておりま

す。補正額１千２５万１千円でございます。こちらは国から入ってきます療養給付費負担金とし

まして、１千２５万１千円の増額計上を行うものでございます。４款に療養給付費交付金という

ことで、こちらは退職者の医療ということで、こちらも社会保障と基金の方から入ってきます退

職者医療に係る交付分ということでございます。過年度交付金という位置づけになりますが、昨

年度の終盤に退職者医療の分の医療費が大きくなったとそれに対応する交付金分としまして、年

度が終わった後でありますので、過年度交付金として収入を受けるものでございます。こちらに

つきましては５０３万 7千円ということでございます。それから 9款の繰入金に参ります。こち

らの方ですけれども保険料の負担軽減分と国の制度によりまして、保険基盤安定負担金というの

が設けられておりますが、こちらにつきましては一般会計からの繰入れをもって、国民健康保険

会計の方に補てんをするという形の制度でございます。所用額が確定したということにございま

して４４１万６千円の繰入れを行うというものでございます。その他一般会計繰入金につきまし

ては後段説明いたしますけれども、歳出、いわゆる医療給付の分で現在それから今後見込まれる

ものの必要経費という形で、そのほかの一般会計繰入金という形で２千７３９万６千円を補正す

るものございます。合計しまして補正額が３千１８１万２千円という形になってございます。歳

入の合計ですけども、補正額としまして４千７６０万円を補正するのでございます。 

下段歳出に参ります。こちらにつきましてはすべてが保険給付費ということで計上させていた

だきたいと思います。一般被保険者療養給付費、４千２００万円ということでございます。これ

までの平均給付月額等を鑑みまして４千２００万円の増額を計上するのでございます。また、一

般被保険者療養費８０万円につきましてもコルセットなどの補そう部ということで、恐らく病後
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に必要なものということで、こちらの方も同じ形で推移増加してございますので、８０万円の増

額を行うものでございます。 

次に一般被保険者高額療養費、こちらにつきまして４８０万円の増額でございますが、こちら

におきましても各種療養の関係の給付が多いというところから、高額療養費の給付におきまして

も増えているということでございまして、現在の推移、それから今後考えまして追加を行います。

補正額としまして、保険給付費の中で４千７６０万円というものございます。総額につきまして

は８億５千２７２万４千円につきまして４千７６０万円追加し、９億３２万４千円とするもので

ございます。 

続きまして最後１６ページをご覧いただければと思います。こちらにつきましては、後期高齢

者医療特別会計の２号補正ということでございます。こちらとしましては、先ほどありましたけ

れども保険料の負担軽減分等を国の制度で賄うという形の保険基盤安定制度がございます。こち

らの方で確定しました数字分を補正するものでございます。歳入としまして繰入金、保険基盤安

定の繰入金で１１０万５千円、こちらにつきましては町の一般会計から繰り入れを行いまして、

その分を後期高齢者医療広域連合の方に支出するという形のものでございます。 

歳出の方に参ります。後期高齢者医療広域連合納付金ということでございます。こちらの中の

保険基盤安定負担金で１１０万５千円を増額するものでございます。歳入歳出ともに現計予算６

千５３６万９千円に１１０万５千円を足しまして６千６４７万４千円と総額をするものでござい

ます。 

１４ページにお戻りいただきまして、各補正の財源内訳につきまして一般会計の方の説明をさ

しあげたいと思います。それぞれ、先ほど国の制度等がございますので基盤安定負担金につきま

しては財源措置がなされておりまして、それぞれ国庫支出金道支出金の方に計上させてもらって

いるところでございます。残る一般財源につきましては、町のそれぞれの負担分、それから単独

事業ワンセット分という形の掲載とさせていただいております。 

以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま職員の方から②③④、関連性はございましたので一括で説明いただきました。この件

につきまして各委員より質問等受けたまわりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

何かございませんか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 まず総務費の交通安全指導員の制服に関してなんですけども、支障がなかったら誰が辞めて誰

が入ったのかちょっとお知らせいただきますか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 交通指導員さんの異動でございますが、１０月末におきまして前任の大家正三さんがお辞めに

なりまして、羽衣南の小坂昭雄さんが新任ということでなられています。 
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○前中委員長 

 はい。 

 

○池下副委員長 

 衛生費の方の国民健康保険事業特別会計の方で、今回補正が４千７６０万ということで、全体

が９億になっているんですけども、ちょっと前年度の資料ここに今ないんですけど、前年度もし

１２月の時期いつも補正組んでいるんですけど、比較的な数字があれば。全体的なものでいいん

ですけど。 

 

○町民課長 

 １２月現在の数字っていうのはおさえていないんですけれども。１０月の際にそのようなグラ

フをお示ししたとは思うんですが、それでいきますと若干落ちついてきてはいるんですが、最初

の出始めが高いもんですから、平均のトータルが高くなっておりまして、現在阿部の方で説明し

たように平均数値が上がっているという形の中で、実績を出させていただいているところでござ

います。申し訳ありませんが、数字は出せないんですが。 

 

○池下副委員長 

 ちょっと私の聞き方がまずかったのかな。今年補正組んで９億になったんですけど、去年の今

ごろはどの程度の予算でしたかっていうこと聞きたかったんですけど、去年の１２月も補正を組

んでいるんですけど、去年の数字がわかればちょっと聞きたいなと思ったんですけど。 

 

○前中委員長 

 後ほどにしますか。ちょっと調べていただいて何か質疑関連性のあるものでもよろしいですけ

どもどうでしょう。 

 

○池下副委員長 

 はい。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 昨年１２月でいきますと、補正後の予算額が７億５千７７６万１千円となっております。それ

で昨年は保険給付費としまして高額療養費分と出産費の分といたしまして、２９０万円の補正を

しているところでございます。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 
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○池下副委員長 

 去年の数字で７億５千万ですか。今年こうやって見ますと約１億５千万ほど増えているんです

けども、これは町民課というよりも保健福祉の方でいろいろと予防対策とかいろんなことはある

んですけど、やはり高齢者が増えてくると、当然こういうふうな数字がなってくるのかなという

ふうに思うんですけども、ちょっと多いかなというふうに私も思ったもんですから。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 池下委員さんから御質問あった部分あるんですけれども、当初予算の方で共同事業の負担金と

いう部分で１億円程度予算が増額されておりますので、その分を差し引きますと５千万程度かと

数字的にはそういう形になっております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に何かございませんか。なければ、全体を通して町民課に関連することで

も質疑ありましたら受けたいと思います。よろしいですか。なければ町民課は終了したいと思い

ます。ご苦労さまでした。若干時間はありますけども１時からでよろしいですか。１時から開催

したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

休憩 午前１１時４８分 

再開 午後 １時００分 

 

○前中委員長 

 それでは休憩を解いて、保健福祉課から提案が２点ほど出ております。御説明願います。保健

福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からは新型のインフルエンザ等の対策を規定しました。清里町新型インフルエンザ

行動計画。これについての御説明と今年度一般会計補正予算２件についてご協議申し上げたいと

思います。担当から説明申し上げます。 

 

○前中委員長 

 担当。 

 

○保健Ｇ総括主査 

 それでは清里町新型インフルエンザ等対策行動計画ついてご説明いたします。初めに、策定の

経過についてご説明いたしますので、別添の資料の方をご覧いただきたいと思います。右上に資

料って書いてある方になります。 

それでは平成２５年４月新型インフルエンザ等対策特別措置法が新型インフルエンザ及び全国
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的かつ急速なまん延のおそれがある新感染症等に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康

を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小限になるようにすることを目的として施行

されています。以下、特措法と呼びます。 

まず、この特措法の概要についてご説明いたします。対象疾病は、新型インフルエンザ・再興

型インフルエンザ・新感染症となっております。新型インフルエンザ等発生時の主な市町村の措

置としては、体制として、緊急事態宣言以降、市町村対策本部の設置蔓延防止として、情報収集

と住民への周知住民に対する予防接種、国民生活の確保として、国、都道府県の措置への協力、

緊急時の埋葬火葬等が規定されています。また第２条で、新型インフルエンザ等対策の実施に関

する計画等が規定されており、国は平成２５年６月政府行動計画を策定、道は平成２５年１０月

政府行動計画に基づき北海道行動計画を策定しており町は北海道行動計画に基づき、市町村行動

計画を策定する運びとなっております。 

資料の２ページをご覧いただきたいと思います。今般この特措法第８条に基づき清里町新型イ

ンフルエンザ等対策行動計画を策定するものでございます。 

資料の３ページをご覧ください。市町村行動計画の策定にあたり、北海道から構成の一例が示

されております。この構成例及び非策定市町村の行動計画を参考に清里町の行動計画を作成して

おります。 

それでは別冊の市町村インフルエンザ等対策行動計画の方、お願いいたします。こちらになり

ます。行動計画の１ページをお開きください。この計画の趣旨、新型インフルエンザや社会的影

響が大きい新感染症等が発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要があることを定

めております。 

２ページの中段をご覧いただきたいと思います。対策の目的と戦略を示しており、下の図は対

策を実施することにより、感染拡大をおさえて、流行のピークを遅らせ、医療体制の整備の時間

を確保したり、流行のピーク時の患者数等を少なくして医療体制の負荷を軽減するなど対応の効

果の概念図となっております。 

次に、５ページの方をお開きください。５ページ下にあります表は、新型インフルエンザ等の

発生時における感染規模の規定を示しています。現時点における科学的知見や過去に世界に大流

行したインフルエンザのデータを参考に国が示している想定を用いると、清里町では、このよう

な数字が想定されます。 

次に、６ページから７ページをご覧ください。対策推進のための町の役割として政府の基本的

対処方針に基づき町内に係る対策を的確かつ迅速に実施すること、地域住民に対するワクチンの

接種や住民の生活支援高齢者などの要援護者への支援に関し、的確に対策を実施することなどを

定めております。 

次に８ページをご覧ください。行動計画の主要項目を１実施体制、２情報収集及び情報提供、

共有、３蔓延防止、４予防接種、５医療、６町民生活及び地域経済の安定の確保の６つの分野に

分けて定めております。実施体制でございますが、国において特措法に基づく新型インフルエン

ザ等緊急事態宣言が行われたときは、町長は直ちに対策本部を設置し、役場内関係部署関係機関

が一体となった対策を推進し、町民の健康被害を防止及び社会的機能維持を図ることを定めてお

ります。なお、清里町新型インフルエンザ等対策本部条例とし参考としいたしまして、資料の２

ページの方に載せております。 

それでは１０ページをお開きください。主要項目の中の１つ、予防接種について定めておりま
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す。予防接種には特殊接種と住民接種があり、医療の提供の業務を行うものなどに行われる特殊

接種についてと住民接種についての種類。対象者の区分接種順位の考え方などを示しております。 

次に１５ページをお開きください。ここから３２ページまで発生段階における対策を未発生期、

海外発生期、国内発生早期、国内感染期、小康期の５つの段階に分類して概要と６つの主要項目

について定めております。計画全体といたしましては政府行動計画、北海道行動計画に基づき、

町の行動計画を作成しておりますので、地域において若干の違いはありますが、全道市町村ほぼ

北海道に準じた計画となっております。以上大変雑駁ですが、概要についての説明終わります。 

 

○前中委員長 

 今清里町新型インフルエンザ等対策行動計画について説明がありました。委員より質問を受け

たいと思いますのでよろしくお願いいたします何かございませんか。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 新型インフルエンザの対策行動については理解でき、現在今年あたりのインフルエンザの接種

割合というのはどのくらいになっているんでしょうか。町内で。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 １０月半ばから始めたところですのでまだ集計等のところは進んでおりません。例年を下回る

ことはないというふうに見込んでいるところです。 

 

○河口委員 

 例年どのぐらいの割合で。 

 

○保健福祉課長 

 乳幼児から１８歳までのところでいきますと、町がこれは任意の予防接種に対する支援ですけ

れどもこれでいきますと、年齢が上がることにだんだん接種率は落ちていくんですけども、７０

％ぐらい。それで今年については、例年勧奨してやっていただきました。で終らせていたんです

けども、一回追跡を入れて途中で勧奨を入れようというふうに考えています。昨年の流行期とい

いますか、受験前に中学校で臨時学校、学級閉鎖等があったということもありましたんで、少し

その辺のところを配慮しながら１回シーズン前の勧奨でとどまっていたんですが、途中でチェッ

クを入れて、もう一回勧奨してなるべく接種率を上げていこうということで考えています。それ

から高齢者６５歳について、これは今、Ｂ類疾病という定期の予防接種として法令で定められて

いるものです。定期の予防接種ですがＢ類なもんですから、自己負担をいただきながら実施して

いますが例年５０％を超える接種率ということになっています。これについても勧奨等をしなが

らなるべく受けていただくということで事業を実施しているところです。 

 

○前中委員長 
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 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 ６５歳以上は５０％ということ、乳幼児で７０、この数字はあれですが、このインフルエンザ

の予防接種、普段からのこの辺の理解が町民の中で必要なのかなと思っていますので、行かなき

ゃと思いながらなかなか行けない人もいるようですから、そのへん出来る限りの町民へのＰＲを

お願いしたい。 

 

○保健福祉課長 

 心がけていきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。なし。なければ②番目平成２７年度一般会計補正予算保健福祉課所

管分についての説明よろしくお願いいたします。はい、担当課。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

それでは一般会計補正予算について御説明いたします。保健福祉課の資料の１ページをご覧い

ただきたいと思います。 

３款民生費、１項社会福祉費、４目老人福祉費のケアハウス建設工事基本計画業務委託事業に

つきまして、ご説明いたします。本事業につきましては、現在建設に向けて準備を進めておりま

すケアハウスの建設にかかる基本設計業務を委託するものでありまして、国、北海道の積算基準

に基づき算出され、建設工事の基本設計業務一式にかかる９８０万円を一般財源にて補正するも

のです。 

 

○前中委員長 

 今説明がありましたけどもケアハウスの建設工事基本計画設計業務委託事業ということですけ

ど何か質問される委員がありましたら、よろしくお願いいたします。 

はい。河口委員。 

 

○河口委員 

 建設工事に関わる基本設計ということで、私自身はこの数字がこの段階で出てきたということ

にちょっと驚きを感じています。先月ですか、所管調査で北広島・深川と現場を見て来ました。

その中で当初ケアハウスについては、要介護以前の見守りを主体とした５０床の広域型っていう

理解をしていました。いろんな現場を見た時に、まだまだそれについて、ここのケアハウスの位

置づけっていうことはもう少し詰まった部分が必要なのかなと。 

それとどういう方が入所されるかという費用の部分。国民年金の中でどう払っていけるのかだ

とか、いろんなことを考えたときに基本設計自身がどういう構造の中で、必要になるかだとか、

それ以前のケアハウスの清里町におけるケアハウスのコンセンサスが本当にとれているのかなと

いう疑問をちょっと抱いており、中身についてどういう形なのかというのを知りたいなっていう。 
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○前中委員長 

 担当課長。 

 

○保健福祉課長 

 基本設計の予算計上でございまして、ケアハウスそのものの具体的ないわゆる建設の図面をつ

くるということではなくて、基本ケアハウスというところのプランを練っていくというための費

用というふうに考えていただきたいと思います。 

それからケアハウスそのものについては、コンサル等入れながら高齢者の住宅等の建設の計画

ということで、コンサルを入れながら何が必要かというところで、ある一定程度の町民ニーズの

把握であったりとか、それからそれを実現するためにはどういう形が清里町に良いのかっていう

ようなことで委員会を通じながら皆さんの方にお話をさせていただいたところです。あの形でも

ってやるとすればどの形でも良いんですが、あの基本設計をするとすれば、これだけの費用がか

かるという予算のお願いであります。 

 

○前中委員長 

 いいですか。 

 

○河口委員 

 これについて、まだまだいろんなことでお聞きしたいことが、たくさんあるんですけども、基

本設計のそもそもの考え方の中で、本当に介護が必要な方がどういう利用の仕方をするのか。当

初考えられた要支援以前の見守りということの中で広域用という説明を受けていました。実際は

本当にこのケアハウスが介護の必要な人のためになるのかという時に、今一つその辺がはっきり

どうなるんだろうかっていう疑問は、僕自身もあるんですけども、本来どういう形でこのケアハ

ウスをやっていくのか、広域になったときにこのオホーツク圏広域の中で待機の方、各市町村そ

の他どういう形になっているかという細かい情報を捉えているのかどうかということもちょっと

お聞きしたいなと。広域型と言っている以上は、近隣市町村の実態がどういうふうになっている

のか。ちなみに結構介護士やその他の関係で空いているよということが色々聞かれている場所も

ありますので、その辺今後ここのケアハウスの位置づけをどういう形で持って行くのかっていう

ことを、これからそれがたぶん設計ですよっていうことの理解をしましたけども、更なる町の思

いをはっきりしていかないとだめなんだろうなと思っています。 

 

○前中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 介護保険施設そのものを建築するということではありません。あくまでもケアハウスです。本

来のケアハウス僅かな見守りであれば十分生活を続けていられる方、ここが基本であります。こ

れがケアハウスです。さらに介護が必要になった要支援、基本的には要支援レベルと考えており

ますけど、その方たちにも対応できるということで、いわゆる介護保険制度の中から見ると自立

をしている。老人福祉法のケアハウスから見ると自炊ができない程度の能力というような言い方



 

- 12 - 

に変わりますけど、介護保険上は、それは自立なんですね。ですから、自立の必要な方から介護

保険上の自立の方から、要支援で入られていた後に介護が必要なことは対応できるよという、幅

広く対応ができる施設ということでの御提案をずっとさせていただいているところです。 

それから管内のケアハウスでありますけど、前回にも御説明させていただきましたが、ケアハ

ウスという名前であってもいろんな形があります。清里町としては一般の介護保険制度の適用を

受ける方も入れる混合型ということでやっていますが、介護認定要介護１以上でないと入れない

ケアハウスというのもあります。それから混在型もあります。いろいろありますが、管内にはケ

アハウスというものが１２ございまして、どの施設も待機があります。これについては９月時点

での調査は済んでございますが、待機のない施設はないという状況にあります。それから先ほど

おっしゃいましたように介護職員がいなくて空きがあるといったことでありますけども、ケアハ

ウスについて待機がなく定員に満たないという施設は管内には無いということで確認をしており

ます。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 ケアハウスについては十分その辺を理解しているつもりはあるんですけども、絶対的に介護を

必要とする待機者がかなりの人数います。ケアハウスができました。本当に介護をお願いしたい

けど、入れない。だけどわずかな見守りでいれるよって人は入っていけるという現実のことが起

きると思いますけども。実際に深川・北広島についても、特に深川については、その要支援の方

が現実にどうなるのかという質問させていただいた中で、結局はやっぱり１０年経つとそうじゃ

ない。介護３の方が何名だと。結構その辺はケアハウスと言いながら、介護施設との形態ってい

うのが現実のようですし、介護型のケアハウスという形が北広島の方から説明を受けました。そ

れが現実なんだろうと。見守りでいけましたけども、当然１年２年、年数経てば当然介護が必要

になってくると。そのへんのこの施設がどこまでを受け入れを出来ていって、そのあとはその後

介護、特老だとかの受け入れのことだとか、いろんなことは考えられているんだろうと思います

けども、その辺の最初にここの施設はというコンセンサスだけは、しっかりしていただきたいな

と思っています。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 介護保険施設を整備するつもりではありません。それはもう最初からそういうことでお話をさ

せていただきました。わずかの見守りがあれば、自分生活していける方たちの施設を整備してい

きたい。一方でこのケアハウスの補助金を受けながら整備をしようとすれば介護保険制度の中で

の特定入居者生活介護という指定を受ける施設でなければ、補助金を受けられない、これも御説

明させていただいたところです。介護補助金なし、単独というのは中々難しいというところの中

で、その辺の両立するところで。またあとおっしゃるように自立した方が入られても、年数が経
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てば介護が必要になってくる、当然これは予想されるわけです。ただ介護が必要なってからすぐ

に退去をしなさいということではなくて、次の施設につながる時間をある一定の時間を介護しな

がらつないでいけるような施設、そういう考え方です。当然ながら介護度が上がった方は、次の

老健なり特養なりに移っていただく。手続の中つなぐまでの支援をしながら移っていただくとい

うことで、その方のおかれている身体的な能力に合わせながら、やっぱり住み移り住んでいただ

くという、こういうふうに考えてございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに何かございませんか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 基本的にケアハウスの考え方をお聞きして、またアンケートをとっても、要望があったんで建

設するという段階に入ってきたわけですが、実際に要望はあるけども、入所するのにいくらで入

れるんだろう。そういう環境の中における清里の本当に国民年金といいますか、低所得での高齢

者が本当に入れるのかどうなのか、そういう料金設定になっていくのかどうなのか。施設として

は広域化でやっていくわけで、当然のように補助金対象ということであれば、当然やむを得ない

ことだろうというふうに思うんですが、実際に清里の高齢者が低所得者が入ろうとしたときに、

そこに当然のように入っていただきたい人、入りたいけども経済的な問題で何とかならないのか

という、そういう問題に対しての支援策、現時点で捉えているのかどうなのか。そのへんについ

てはどうですか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 コンサル入れたところのニーズ調査の中で、大きな目的の１つが対象となる人たちの収入がな

かなか見えてこないということで、アンケート調査もさせていただきました。課税所得でなけれ

ば町としてはおさえられないというところで、アンケートをとるというところはそれ以外の非課

税の所得収入をどれほどもたれているのかというところが１つ目的があったんですが、その中で

将来、ある程度の身体能力が落ちた時に住みかえを希望するという方の中で調査の中ではいわゆ

る一般的にやられているケアハウスの費用を負担できる方が一番多いだろうというところでの判

断でケアハウスを進めるということで、計画をしているところです。一方でそうは言いながら、

当然低価格になるべくおさえると当然なことなんでありますので、それについてはケアハウスの

利用料の構造というのを前回お話しさせていただきましたけど、その中に家賃相当額という言い

方でご説明をさせていただいたことがあります。ここが一番の肝心なところ。それ以外のところ

は、北海道が定める上限の中、上限より以下となると経営が成り立ちませんので、なかなかここ

のところ難しいところでありますけども、家賃相当額をどれほどおさえられるか。これはまるま

るいただくとするならば、どういう設計をするかというところにかかります。基本設計によって

一定の上限額が見えてくるものと思います。一方でそれをどこまで抑えられるか、これについて

は今幾らというふうには申し上げられないところですけど、方向を早々に出しまして委員会に報
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告御相談申し上げたいというふうに思っています。考え方としてはなるべく低 にもちろんおさ

えていくということで考えてございます。 

 

○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 基本的に設計段階では、当然そういう形が今の回答だろうというふうに思うわけですが、ただ

トータルとして入居を町内に限るわけでないですから、広域なんでそういう意味では当然そうい

う環境でスタートするんでしょうが。そういう中にあって、町内の入れたい人といいますか、入

っていただきたいような環境の人方が入れるような、その助成とかそういうものを同時に考えて

くべき環境に私はあるというふうに思うんで、今課長の言葉の中から採算の問題っていうのも１

つ提示があったわけですが、これの度外視はできないわけです。ただこれは、次のステップの施

設をどうするかということもあります。あるでしょうが現状として、私は行政が建てるんである

とするならば、その減価償却に見合う部分については無視すべき方法なのかなと。そう言いなが

らも広域なんで一定のレベルの単価設定っていうのは必要だと。ただしそういう中にあって、な

おかつ町内の高齢者のそういう人方が入居を希望したときにきちっとその分に対するその町民に

対する負担の軽減を図る方法というもの同時にしていく。このことが本来の目的のケアハウスの

原点だというふうに思うんで、そこのところを忘れないように採算としての提示は良い、しかし

町民高齢者が入ろうとした時には、きちっと入所できる環境のスタンスを忘れてはならないよう

に思うんで、極端の論法からいけば、逆に建てた分の減価償却費は無視していいんだろうと。そ

れが清里町における高齢者対策の一つのまちづくりの基本だと。このことをやっぱり忘れないで、

前へ一歩進むべきでないかなと。 

それとそういう環境の中で限りない贅沢なスペースと居住環境の設備というのは要らないと思

いますが、最低限一人の人が生活をしていく中で、ゆとりのある・開放感のある設備を踏まえて、

この基本的考え方の一連を実施基本設計の中でどこまで組めるかわかりませんけど、基本設計に

お願いする。その基本的な考え方というものを早急に町民の皆さんや議会にも掲示をすることか

ら始まっていくんじゃないかと。この辺についてお願いをしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 今委員のおっしゃる考え方は、当然ごもっともな考え方であると思います。広域型への配慮、

それから町民の利用のしやすさへの配慮、いろんなところを検討しまして、また御報告いたした

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に。なければよろしいですか。なければちょっと手違いですけども、衛生

費の方でもう１点補正がありました。説明をお願いします。 
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○保健Ｇ総括主査 

続いて保健グループ所管の補正についてご説明いたします。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、保健福祉総合センター非常用放送設備等の更新工事請負費４６４万

２千円の補正でございます。センターの非常用放送設備に今年の３月と１０月に異なった２カ所

に異常が起き、現在は普及しておりますが、異常原因が特定できず修繕は設置して１５年以上が

経過しているため、原因が特定しても、メーカーの部品供給期間を経過しているため、必ずしも

部品供給がなされるとは限らないということなどを考慮いたしまして、また保健福祉総合センタ

ーは２４時間人がいる場所であるため、非常事態発生時に設備が作動しない危険性を回避するた

め非常用放送設備更新を行うものでございます。また、あわせて行う火災通報装置、自動火災報

知受信機接続工事につきましては、消防法施行規則の改正により保健福祉総合センターの施設は

自動火災報知設備と消防機関へ通報する火災通報装置を連動させ、火災信号により自動で１１９

番通報する直接通報が義務づけられました。 

施行期日は平成２７年１月１日で経過措置により既存のものにあっては平成３０年３月までに

実施することとなっておりますが、今回更新工事を行うにあたりまして工事経費等を考慮いたし

まして、今般の更新に合わせて実施するものでございます。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま保健福祉総合センター非常用放送設備等の更新についての補正予算の説明がご

ざいました。各委員より質問を賜りたいと思います。何かございませんか。なければ全体を通し

て保健福祉課に対する質問等があれば受けたまわりたいと思いますけど、はい池下委員。 

 

○池下副委員長 

 最近ニュースに国の方針として特養とそれから介護老人保健施設の人数を増やすような施策っ

ていうんですか、発表になったふうに確か記憶したんです。清里町としては、今後どのように考

えているのか、ちょっと今日の議案にはないんですけど。わかる範囲で良いんで、お聞かせ願え

たら。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか課長。 

 

○保健福祉課長 

 国の政策として決定ということではまだないんではないかなと。いずれにしろ３年ごとの介護

保険計画の中にどう盛り込んでいくかということで、そういった政策そのものが国単独ではなく

て厚生労働省がもっている諮問機関にかけて方向って決まっていくもんですから、国、政府与党

の案としてはあるのかもしれませんが、その辺はまだちょっと具体的なところでの情報はありま

せんし、何とも今のところは申しあげようがない。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他何かございますか。はい、伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 ここにはないんですけれども、ケアハウスにも関わりそうな話として聞かせ願いたいのですけ

れど、先ほどからおっしゃられているケアハウスに入られるであろう方々とかいろいろ予測して

いますよね、町内でアンケートとったりとか。ずっと１つちょっと疑問になっていまして、ケア

ハウスの要支援の方はわかるんですが、先ほど河口委員もおっしゃられていましたけど、要介護

の方なんですけども要介護の方でその特養及び老健で、待機高齢者がおられると。ただいろいろ

だぶっている部分もあるし、本来なら入らなくてもいいんじゃないかという方々も全部含めての

総数が出ているわけですけども、実際の本当に介護施設には入らないと、本来は厳しいんじゃな

いのかな、だけど何とか家族で見たりとかいろんなパターンがあると思いますけど、実際の本当

に必要されている方の人数って把握できていないんですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 実際に必要とされる人数というところで、難しいところだと思います。要介護５であれば、入

所しなければならないということでもないです。ご家族や本人の意向があるわけですから。その

へんの難しさもありますよね。それから要介護１の方であってもその方が置かれている家庭の状

況において入所を進めていかなくちゃいけない人もいるわけで、そのへんのところがなかなか難

しいところです。それについてはケアマネジャーなりが、その辺のニーズを把握しながら当然な

がら入りたいと言って、右から左に入れるものではありませんが、そこを在宅であったり、ある

いはショートステイであったりといったもの、それから退院調整ですね。一般的にはいきなり在

宅ということじゃなくて、介護、身体能力が落ちる時っていうのは多くは疾病がらみで入院を経

過してということになります。ですから、退院調整で在宅での介護ができない方をいきなり退院

するということは、今はありません。必ず医療と介護の連携ということで大変密に調整がかかっ

ています。介護の必要な方の退院ということは、家族なり本人から介護制度を利用したいという

申し出がある方については、退院調整もケアマネジャーなどが入りながらやるというところの中

で、そういう調整を図っておりますので、なかなか何人かというところは難しいところでありま

すけど、あとショートステイを利用している人が必ずしも介護施設にニーズがあるかというとそ

うでもありません。在宅で介護している方のレスパイトとして休養ですか、介護する方の休養と

いう意味でのショートステイなりっていうのも認められているわけですから。やはり家族が在宅

で介護していきたい、だけど毎日ではやっぱり大変ですね。疲れるからちょっと休みたい、ある

いは用があって家を空けるのでというようなことでの利用もありますので、なかなか難しいとこ

ろでありますけども、ショートステイの利用というようなところからいっても、そう多くはない

というふうに考えています。今例えばショートステイの数なりを今お示しできればいいんでしょ

うけど、そういう準備してきておりませんので、またの機会に。例えば現在の介護認定者の数で

あるとか今３００ぐらいなんですけども、介護度ごとのそれぞれの数で介護認定を受けた方が必

ずしも介護サービスを受けているわけでもないんですね。その辺のところも一回情報を提供して

いきたいと思いますので、それについては今何人施設入所が必要だというのは、すいません今ち
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ょっとここではお答えできません。 

 

○前中委員長 

 良いですか。はい。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今のご説明で、ある程度は納得しているつもりではいるんです。というのは、例えば課長おっ

しゃるとおり要介護の例えば１から５まであって、その介護度によって特養が必要なのか、老健

が必要なのかっていうわけではないってこと私も重々承知はしている部分なんですけども、でも

実際今後いろんなことを町としても考えていかなきゃならない場面が出てくると思うんです。そ

のときの判断基準として、やはりある程度の数って把握しておきたいなという部分もありまして。

今おっしゃられている説明ですと、何回も申しますけども段階で分けるわけにもならない、もち

ろん各それぞれの家庭状況なりいろんな問題もあります。もちろん把握全部はできないかもしれ

ませんけれども、ある程度把握できるのはケアマネジャーというものがあるわけでケアマネジャ

ーさんがいろいろ介護者のところで介護認定は例えば３例えばこうですよ。だけどもこの方の今

の家庭状況であれば多分介護施設じゃなくてもいけるのではないかとかいろんな判断たぶんケア

マネジャーってされていますよね。正直各各に対してそこの部分で把握できている部分って、本

来僕あるんじゃないかなと思っているんです。ただそこを個人情報なんとかって形で出せないも

のなのか。ある程度把握していないと今後の施設、ケアハウスではないですけれども、いろんな

施設のこととかも考えていかなきゃいけない時に、そういうある程度の実質もやっぱり町として

把握できてないと本来おかしいんじゃないかなと思っていまして。それをここで出せるものなの

か、出せないものなのかっていうちょっと変な聞き方になりますけど。その辺聞いてみたいんで

すけど。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 数についてその把握の仕方、さっき言いました、難しいんですよ。でケアマネジャーがこの人

は施設入所が必要だ、必要でないという判断はしません。しないです。この人が必要だ、必要で

ないという判断はしません。あくまでも施設入所は、指定契約に基づいて、利用者なり家族が申

し込むもんですから、申し込むのはどうぞ申しこんでくださいね、あと入所するにあたっての判

断は施設になります。施設が優先順位の高い人から入所決定をしているわけです。ケアマネジャ

ーは当然助言をします。この人の今置かれている家庭の状況はこうだよ。あるいは身体能力、あ

るいは介護の仕方、だからこそこの人は施設入所が良いでしょうねというような助言はしますけ

ど、ケアマネジャーが決定するわけでも何でもないというところは御理解をいただきたいと思い

ます。その上で今、待機、抱えているサービスを提供している人の中で入所相当だろうなという

人の数をお話しすることは、全然問題はないので、これ先ほど申し上げましたように介護度別の

認定を受けている人、その中でサービスを受けている人その中で待機者のうち介護入所を望んで

いるかどうかわからないとしても、ケアマネジャーが見て入所が良いだろうなと、もうちょっと
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頑張れるかなというところの、ある程度当然ながら常に動きますから、大づかみな数字ぐらいは、

それはもちろんご報告できると思いますので、次回あたりちょっと確認してまいります。ここで

は当然ながら日頃持ち歩いてはありませんので。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。今、課長から説明がありました当町におけるケアマネジャーが認定した支援

あるいは介護度における割合っていうんですか、そのデータを提示していただけるという話でし

たんで、おいおいの中で提示していただければなと思っております。その中から何が見るか。今

説明がありましたんで、そこら辺今後の中でケアハウスという部分で特養、老健の、そしてケア

ハウスその３つの施設の中での何といいますか、うまく渡りができるようなや補完的な機能だと

いう部分を理解した中で、今後の福祉計画、当町も今年度策定しておりますから、そういった部

分で、部分で勘案しながら考えていければなと思います。今言われたように、そのデータちょっ

と大変貴重だというか活用の部分で知る機会がなかったものですから提示いただければなと思っ

ております。保健福祉課以上で終わりたいんで、よろしいでしょうか。どうもご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは建設課からはより２点ほど提案がございます。説明のほどをよろしくお願いいたしま

す。 

 

○建設課長 

 本日の建設課からの議題ですが、まず１点といたしまして今年も除雪の時期を迎えまして平成

２７年度の除雪計画について、もう１点といたしまして道路及び河川の指定管理業務におけます

債務負担行為限度額の変更についての２点についてです。さっそく担当より説明させていただき

ます。 

 

○建設管理Ｇ主幹 

平成２７年度の除雪計画についてご説明させていただきます。２ページの除雪体制につきまし

ては昨年と変わらなく記載のとおりでございます。５番の連絡体制についてでございますが、指

定管理者の清建工業への除雪等の問い合わせで、不在の時には職員の携帯に自動に転送になりま

す。３ページ除雪計画の除雪路線につきましては、本年度ちょうど１７０路線、農道１路線合計

１７１路線。除雪延長は町道１６３．９キロメートル、農道２．１キロメートルの合計１６６キ

ロメートルです。歩道は３３路線２６．５キロメートルの除雪を予定しております。なお昨年か

らの変更につきましては延長の精査と除雪しなくても良い区間が増えたことにより、昨年より４

６６メートルの減となっております。出動基準につきましては、記載のとおりですが降雪が１０

センチを超えている場合や、ほぼ連続的な降雪があり、今後超えると予想される場合に出動いた

します。４ページ車両体制は、昨年と変更はありません。町所有車７台協力会社１０台の合計１

７台で対応いたします。５ページの除雪路線図は参考資料として添付してございます。延長の減

の主な箇所につきましては７号の西６線から西５線間でございます。以上です。 
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○前中委員長 

 はい。除雪計画についての説明がございました。委員より質問を受けたいと思いますけども何

かございませんか。よろしいですか。なければ債務負担行為限度額の変更について説明願います。 

 

○前中委員長 

議案の６ページをご覧ください。債務負担行為限度額の変更についてご説明させていただきま

す。道路橋梁及び河川の維持管理業務につきましては、御承知のとおり平成１８年度より株式会

社清建工業が指定管理者として受託し、道路橋梁及び河川の維持管理を行っているところでござ

います。今回御提案する債務負担行為額の変更につきましては、第３期平成２４年度から平成２

８年度の５カ年間当初予算計上しておりました債務負担額４億６千３６４万９千円を６千５９６

万８千円増額し、補正後の債務負担額を５億２千９６１万７千円に変更するものでございます。

内訳につきましては２７年度１１月末時点において記載のとおりで年度契約額マイナス４千円。

平成２６年度より消費税が３％増額になったことにより５４３万９千円の増、建設機械の経年劣

化消耗による特別修繕として８９４万１千円、暴風雪豪雪による除排雪業務経費の増として５千

１５９万２千円、総計６千５９６万８千円を今回増額補正するものでございます。以上です。 

 

○前中委員長 

 ただいま債務負担行為限度額の変更についての提案はございました。このことについて委員よ

り質疑を受けたいと思います。何かございませんか。なければ全体を通して何かあれば承りたい

と思います。よろしいですか。はい。どうもありがとうございました。 

 

○前中委員長 

 それでは産業課から７点ほど協議報告事項があります。説明のほど、よろしくお願いいたしま

す。産業課長。 

 

○産業課長 

 それでは産業課所管事項７件について、協議報告させていただきたいというふうに思います。

今回の案件につきましては台風２３号にかかります農地災害の農地災害復旧事業の関係、それと

緑ダム小水力事業の関係、一般会計補正予算の関係、それとパパスランド及び斜里岳山小屋の指

定管理者の選定について。そして焼酎特別会計補正予算と焼酎醸造販売計画の見直しについてと

いうことで、それぞれ担当の方より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。 

 

○前中委員長 

 はい、担当課。 

 

○農業グループ主幹 

それではお手持ちの資料１ページをご覧願います。農地災害普及事業補助概要でございます。

１の目的といたしまして１０月８日発生の台風２３号による農地災害について農地復旧事業に対

し補助金を交付するものであります。 
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２の事業内容でございますが、農地を災害前の状況に復旧する工事を対象としまして、事業費

の２分の１以内を保障するものでございます。 

３の事業期間でありますが、取り扱い要綱中、事業期間を平成２８年３月３１までから平成２

８年５月３１日までとするところでございます。これにつきましては、早期の降雪によりまして

対象工事の実施は困難となった案件が生じたことから、変更するものでございます。また麦収穫

後の施工についても補助対象とすることで検討してまいりましたが、災害による緊急復旧という

事業趣旨及び取り扱いの公平性につきまして農業者から一定のご理解をいただき、５月３１日ま

での事業期間とするものでございます。 

４の予算状況でございますが、当初１０月補正で事業費１千２００万円、補助金６００万円を

見込んでおりましたが、取りまとめた結果、予算を上回る状況となりますので新たに補助金とし

て４８１万１千円を補正予算により計上するものでございます。確定事業費でございますが、全

体事業費としまして２千１８１万円。補助金額で１千８８万１千円。件数につきましては６６件

となっております。１１月末現在の状況でありますが、４４件について工事実施済みでございま

すので、未実施分２２件につきましても、今後の気象状況にもよりますが、施工可能分について

実施する予定となっております。なお年度内施工ができなかった案件につきましては、３月３１

日をもちまして、繰越手続きを取るところでございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今台風２３号に係る農地災害復旧事業費についての説明がございました。補正の中にもあ

りますけども、災害復旧費ということで補正の形で上程されております。そういった意味で、各

委員より質疑のほどを承りたいと思います。よろしくお願いします。何か質問ございませんか。

はい。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 麦収穫後の部分っていうんだけど、この５月３１日で青田の状態になって、麦の現場に行けな

いという状況のところも何ヶ所かあるのかわかんないんですけど、そういう対応については。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 当初の麦蒔きつけの部分につきまして、何とか麦収穫後にできないかというお話もございまし

て検討を重ね、農協さんとも色々協議をしながらやった計画でございます。その結果、麦播種後

の農地で被害にあった方でも緊急ということで、すぐ対応された方も中にはいらっしゃいます。

実際のところ、麦の後で収穫後というお話があったのは、２件程度のお話がありましたが、その

関係につきましては復旧工事のできる分については、工事をするという形で畑の淵から入ってや

れる範囲を整備するという形で御理解をいただきながら、今回、５月３１日までの工期という形

で処理をさせていただきました。ご理解いただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 他にございませんか。なければ②の緑ダム小水力発電について、提案説明よろしくお願いいた

します。担当。 

 

○農業グループ主幹 

お手元の資料２ページでございます。事業概要につきましては、６月２５日開催の議員協議会

及び７月２９日開催の産業福祉常任委員会におきまして、概略設計の内容につきまして御説明し

ているところでございますが、現状況につきまして御報告いたします。 

１の全体スケジュールでございますが、３ページをご覧いただきたいと思います。計画工程表

でありますが、縦は協議項目、横は年度表示となっているところです。今年度２７年度につきま

しては、平成２６年度実施しました概略設計の不足項目につきまして、業務委託を実施するもの

となります。合わせて事業採択申請を予定しているところであります。平成２９年度につきまし

ては基本設計及び実施設計を行いまして、平成３０年から３１年度にかけまして発電施設、電線

架替工事を予定しているところでございます。供用開始につきましては、平成３２年度となって

おりますが、北電の系統連携につきまして未定部分がありますので工期が延長となる可能性がご

ざいますので現時点でのスケジュールであるということをご承知願います。 

２の施工申請でございますが事業名につきましては道営地域用水環境整備事業費につきまして

は概算となりますが１０億８千２００万円。これにつきましては北電提示案での最大のものとな

ります。工事計画につきましては土木工事、基礎工事、発電施設工事と記載のとおりでございま

す。発電施設諸元につきましては、使用水量、落差、出力発電量につきまして資料に記載がござ

いますが現時点におきましては未確定でございますので、変更可能な数値の記載となっておりま

す。今後詳細が決まり次第随時ご報告をさせていただきたいと思います。事業費の負担割合でご

ざいますが、国費５０％道費２５％地元２５％となりまして地元負担２５％につきましては、畑

かん維持管理協議会の協定割合に基づきまして負担ということになります。清里町負担につきま

しては地元負担２５％の２３．９％ということになります。 

３のその他でございますが、事業完了後における維持管理形態売電収入の会計処理手法につき

ましては、現在協議中でございまして事業完了後の適正管理、維持管理につきまして、引き続き

１市４町について１市４町において協議を重ねてまいります。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま緑ダム小水力発電についての説明がございました。各委員より質問を受けたいと思い

ます。何かございませんか。 

３番目、平成２７年度一般会計補正予算産業課所管分についての説明をお願いします。 

 

○農業グループ主幹 

議案４ページでございます。５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、事業名気象情

報システム管理事業でございます。当事業につきましては現在アメダスによりまして、６カ所の

観測地点を設けており気象観測データの提供を行っているところでありますが、機械の老朽化に

よりましてデータ収集に支障を来しているところでございます。 

今回、平成２８年４月よりＮＴＴドコモの環境センサーを利用した気象情報をインターネット
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上にて提供することから、事前にパソコン端末データ閲覧システムの構築を行うものでございま

してシステム構築料として４９万７千円を補正するものでございます。財源につきましては全額

一般財源となります。 

同じく２目農業振興費、事業名環境保全型農業直接支援対策事業でございます。当事業につき

ましては、実施要綱に基づく化学肥料農薬等による環境への負荷の軽減を図る農業者に対して支

援する制度でございますが、今回支援対象面積が増加したことによる補正となります。支援単価

反当たり８千円となりますので、１万８千円を補正させていただきます。財源につきましては、

国道負担金合わせて４分の３となりますので道支出金として１万３千円残りの５千円が一般財源

というところでございます。 

続きまして、５目道営整備事業費、事業名清里地区道営農地整備事業畑地帯支援型でございま

す。当事業にかかる補正内訳でございますが、排水路整備につきまして事業費の増加に係る負担

金の増ということころでございます。７５万円を補正計上するものとなります。財源につきまし

ては全額一般財源ということになります。 

続きまして、１２款災害復旧費、１項災害復旧費、１目１０．８災害復旧災害復旧費事業名農

地災害復旧補助事業であります。こちらにつきましては、先ほど内容ご説明した内容と重複しま

すので、説明の方は省略をさせていただきます。４８８万１千円を一般財源として補正するもの

でございます。以上で農業グループ関連の説明を終わります 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

引き続き、商工観光林政グループ所管の平成２７年度１２月補正予算概要についてご説明いた

します。６款商工費、１項商工費、２目観光振興費につきましては一般財源４５１万円を計上し

ております。緑清荘施設修繕事業につきましては経年劣化等によりまして、修繕が必要となった

ため修繕等を行い、施設の維持耐久化を図るものです。 

１点目緑清荘廊下天井配管改修工事につきましては、緑清荘１階宴会場横の廊下の上部に厨房

等へつながる配管が通っておりますが８月下旬に経年劣化によりまして配管から水漏れを起こし

ました。現在応急処置で対応しておりますので管の取替、またそのことに伴います天井ボード等

の張り替えについて工事費として１１１万円の予算となっております。 

２点目、緑清荘厨房換気設備更新工事につきましてはこちらも経年劣化によりまして厨房中央

部分にあります、換気設備に不具合が生じまして開閉等の調節ができない状況となっております

ので換排気ファン開閉器の交換をして補修をしていきたいというもので工事費１１１万円の予算

となっております。 

３点目、緑清荘非常照明器具改修工事につきましては７月から９月にかけて行いました。特殊

建築物定期報告書の検査において非常照明器具が点灯しないとして改善事項として挙げられまし

た。指摘箇所は３９カ所の照明について、交換をしていくものです。照明については、照明ごと

にバッテリーが搭載されておりまして１台ずつの交換工事となります。工事費２２９万円の予算

となっております。 

３工事合計いたしまして４５１万円を計上させていただいております。いずれも運営に大きく

影響の出ないようお客様の入り込み状況を見ながら工事を実施していきたいと考えております。

以上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

 ただ今平成２７年度一般会計補正予算の産業課所管分の説明がございました。何か質問のある

方よろしくお願いいたします。よろしいですか。 

それでは④パパスランドの指定管理者の選定について、説明願います。はい課長。 

 

○産業課長 

 それでは４点目のパパスランドの指定管理の指定管理者の選定についてをご説明させていただ

きます。５ページをお開き願いたいと思います。本件につきましては１０月９日開催の常任委員

会におきましてご説明をしたところでございますが、１０月の１５日から１１月の１７日までの

間公募を行ったところでございます。結果、現在の指定管理者有限会社パパスさっつるの１社か

ら応募がございました。これを受けまして指定管理者の選定につきましては、清里町公の施設の

指定管理者の指定の手続きに関する条例に基づきまして副町長を委員長とする指定管理者選定委

員会におきまして書類の審査並びに申請者からの直接の聞き取り等実施したところでございま

す。 

内容といたしましては施設の運営において道の駅の機能と温泉施設のコミュニティ機能などを

十分に活用し、来町者の増加、事業機会の拡大等を図り、地元の食材加工品の活用、オリジナル

商品の開発など町内外にアピールする努力や清里産野菜や青果の直売レストランメニューの食材

についても可能な限り清里産の農産物を使用するなど、地域農業の活性化の面からも評価ができ

るものとなってございます。 

また、５年間の指定管理期間ということで安定的な地域雇用の促進にも期待をしているところ

でございます。その他、地域団体との連携各種イベント等に対しまして、積極的に参加する。そ

れと自らもイベントを企画しながら地域を盛り上げ、町民の期待にこたえるよう努力してまいり

たいというような内容となっております。審査の結果でございますが採点といたしまして総合評

価で１３０点満点中９８点の評価でありまして率といたしましては７５％指定管理者としての総

合的に求められる水準６０％を満たしましたので、指定管理者の候補者として委員会に報告をす

るものでございます。それでは指定管理者の選定についての施設の名称はパパスランド指定管理

者の名称及び代表者につきましては、清里町字神威１０７１番地、有限会社パパスさっつる 代

表取締役藤田二郎、指定管理の期間は平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで。基準

価格は８８６万５千円に対しまして、提示価格８８５万６千円。次に債務負担行為についてであ

りますが、パパスランドの指定管理業務は、平成２８年度から平成３２年度までの複数年という

ことになりますので提示価格の５年分を限度額といたしまして４千４２８万円を債務負担という

ものでございます。 

なお本件につきましては地方自治法並びに条例の規定に基づきまして、議会の議決により決定

するものでございますので、次期開催の１２月定例会におきまして提案し、議決を求めるところ

でございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 すいませんけども、斜里岳山小屋の方も続いて、関連ではないですけどもよろしくお願いしま

す。 
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○産業課長 

 それでは６ページの斜里岳山小屋の指定管理の選定について説明させていただきます。 

斜里岳山小屋の指定管理につきましては、こちらも同じく１０月９日の開催の常任委員会にお

きまして説明をさせていただきました。こちらの関係につきましては、清里町公の施設に関する

指定管理者の指定手続きに関する条例第５条第１項によりまして、公募によらない指定管理者の

候補者の選定ということで説明をさせていただきまして、特定非営利活動法人清里観光協会を選

定いたしまして、スケジュール指定管理の内容、指定期間についてご説明をさせていただいたと

ころでございます。 

この関係につきましては１１月の９日付で特定非営利活動法人清里観光協会より指定管理の申

請がありました。これを受けまして１２月の２日に選定委員会により書類審査ヒアリング等を実

施したところでございます。審査の評価点の関係でございますがこちらも１３０点満点中９７．

３点の評価点なり、水準といたしましては７４．９％となっております。指定管理者としての総

合的に求められる水準６０％を満たしておりますので、指定管理者の候補者と委員会に報告する

ものでございます。 

それでは指定管理者の選定についてでございますが、施設の名称は斜里岳山小屋指定管理者の

名称及び代表者は、清里水元町１２番地、特定非営利活動法人清里観光協会 会長川筋守、指定

期間につきましては、平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日、基準価格２０９万７千円

に対しまして提示価格２０８万円でございます。 

次に、債務負担行為についてですが、斜里岳山小屋の指定管理の業務こちらも２８年から３０

年の複数年ということになりますので、提示価格の３年分限度といたしまして６２４万円を債務

負担するものでございます。こちらの案件につきましても地方自治法及び条例の規定に基づきま

して議会の議決により決定するのでありますので、次期開催予定の定例会におきまして提案し議

決を求めることとなります。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま４、５の案件、パパスランドの指定管理並びに斜里岳山小屋の指定管理の選定につい

て説明がございました。各委員より、質問賜りたいと思います。何かございませんか。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 パパスランドの業務委託料指定管理料なんですけど、今回８８６万っていうことで、ここは当

初始まった時はたしか１千１２０万。それが１千５０万になって、今回８８５万っていうことで、

大体２７０、８０万落ちてきた。これは前の委員会の時に貰った資料で、２８０万ぐらいの算定

見込みっていうところで、金額があがってきているっていうことを踏まえ、今後も、今回５年契

約でやるんだけど、商売ですから上がったり下がったりは当然あるんですけども、常に見直しな

がらいくのか、それともある程度一定程度金額を算定してやっていくのか。指定管理ですが、金

額的にはそんなに変動が無いほうが良いのかなっていうふうには思いながらも、やりだした当初

とは金額的にも大きく減額になってきているので、商売的に儲かってきているのかなというふう
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には思うんですけど、金額云々じゃなくてサービス面でいろいろなパパスにしても緑清荘にして

もいろんなところから町民からのクレームとかもありますので、金額ばっかりじゃなくて所管と

していろんな行政指導でやっていただけたらっていうふうに思いますので、今後もその辺注意し

ながらやっていただければというふうに思います。気をつけて見守っていくような形でやってい

ただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 ただ今の委託料の関係でございますが、今回２７０万程度、前回から比べると落ちたという形

になってございます。この関係につきましては温泉の入浴の収量の増加、それとその分もあるん

ですが、利用者が増えることによりまして、人件費等の部分も増加しているという部分もござい

まして、実際には収入はもっともっと増えている形になっておりますが、差し引きで２７０万程

度の減という形で、今回整理をさせていただいています。それで委託料の関係につきましては、

今回５年の長期という形で契約を結ぶという形になってございますが、年度ごとの各協定を結ぶ

ことになってございます。その中で各年度ごとに予算額等を見ながら整理をさせていただくとい

うことになっております。大きな委託料の差が出てきた場合につきましては、これはまた限度額

を超えるというようなお話にもなりますんで、その時にまた委員会とも協議をしながら整理をさ

せていただきたいというふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 毎年金額のことでいろんな協議があろうかと思うんですけども、やはり大事なのは、他町から

来て清里全体通して言えるんだけど、パパスだけがどうのこうのじゃなくて、所管としてありと

あらゆるところ、今回山小屋もそうですけど、いろんなところを所管として抱えている年に複数

回お互いコミュニケーションとりながら、いろんな話し合いをするっていう場が必要かなという

ふうに思いますので、そこらへんは抜かりなくやっていただきたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 ただ今のご意見、毎月の業務報告、それぞれ毎月受けておりますが、その中で必ず持参して出

していただくという部分もございます。その中である程度のお話をさせてもらいながら進めてい

きたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。ほかになければ⑥平成２７年度焼酎事業特別会計補正予算についてと、焼酎

販売計画も引き続いて説明できるかなと思いますんでよろしいですか。はい担当課。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 補正予算についてご説明いたします。７ページの方ご覧ください。第３号補正予算につきまし

ては、歳入歳出ともに６５万５千円の増額補正をいたしまして、補正後はそれぞれ１億２千２９

７万２千円とするものであります。 

歳出の内訳といたしまして１款総務費、総務管理費、一般管理費こちらの販売事務費の方であ

りまして札幌圏及び道内主要都市及び近隣地域への販売促進に係る旅費といたしまして普通旅費

こちらの方を２７万１千円増額するものとであります。 

また２款、製造費、製造管理費の醸造費、こちらの方で瓶詰め現在行っているラインあります。

タンクから製造ラインの方へ焼酎を流すポンプかありまして、こちらの方が老朽化しまして漏れ

等の不具合が発生しております。こちらの方のポンプの更新を行うということで備品購入費とし

まして３８万４千円補正とさせていただきたいと思います。 

対します歳入につきましては、焼酎等の売払い状況が良好でありますので、財産収入のうち、

焼酎売払い収入こちらの方で６５万５千円増額するものであります。 

 

○前中委員長 

 ちょっと質疑、すいません。今補正の説明ありましたけど、各委員より質疑賜りたいと思いま

す。何かありませんか。よろしいですか。引き続いて、よろしくお願いします。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 それでは製造販売計画についてご説明いたします。８ページの方ご覧ください。横向きになっ

ておりますが、平成２６年度に作成しました清里町焼酎事業経営計画に、製造販売計画というも

のがありまして、それが製造販売計画の上段丸の既存計画という形になっております。今回販売

数量及び在庫量現時点での予測としまして、新たな計画にしていくものであります。 

まず、平成２５年度及び平成２６年度こちらの方は既に決算終っていますので、決算額といた

しております。平成２７年度は決算の見込みでありまして、製造数量は２５キロリットル、販売

数量は６２キロリットル見込んでおります。平成２８年度は、製造４０キロリットルでありまし

て、販売６５キロリットル。平成２９年度以降につきましては製造販売ともに６５キロリットル

を見込んでおります。在庫数量につきましては、平成２８年度以降は２７９キロリットル程度。

こちらの方で推移する見込みとなっております。なお表中、欠減等数量とあります、こちらの方

なんですが焼酎の劣化等によります廃棄、あと製品への工程での減、蒸発などさまざまな要因で

起きます減少分の数値であります。 

次に製品別販売用の販売額について、下段黒四角の下段の分になります。上段は先ほどと同じ

く元々ありました清里町焼酎事業経営計画の計画であります。計画策定時ですが、平成２５年度

こちらの時に現在の北海道清里シリーズはございませんでしたので、現段階で計画していく際に

対比がなかなか難しいということで、製品名の項目をわかりやすく新規計画の方でつくりこみさ

せていただきました。既存計画では、定番樽等となっておりましたが、新規の計画におきまして
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は北海道清里シリーズの４種類と、プライベートブランド製品等で分類することとしました。販

売量につきましては先ほど上段の方ありました販売計画リットル単位でありましたので、対比し

やすいように本数から、リットル単位へ変更させていただきました。 

内容としましては、平成２５年度、平成２６年度決算額となっております。平成２７年度は決

算見込みでありまして、１２月補正予算の売払収入額と同額となっております。で販売数量につ

きましては全体で６２キロリットル、平成２７年度は見込んでおります。平成２８年度以降は販

売量が６５キロリットルになりまして販売額が、消費税が８％から１０％変更になることを踏ま

えまして２８年度が９千万６千円から、２９年度以降９千１６４万８千円というふうに推移する

形になるかと思います。 

続きまして９ページの方お開きください。清里町焼酎醸造所施設整備計画について、ご説明い

たします。１９８５年施設稼働開始より３０年経過しておりまして、老朽化しています建屋及び

機材の更新を行うものであります。また適正な製造量の確保目的としまして製造ラインの見直し

を行うとともに効率化及び省エネ化を図ることも検討していきたいと思っております。基本的に

は現状の機材を更新していくということでありますので能力的には現状維持を目標としておりま

す。施設や機材こちらの方２０５項目ありまして、こちらの方、それぞれ優先度があります。高

が早く開始を行いたい行う必要があるもの。低がまだ多少我慢できるもの。中はその中間という

形になっております。金額にして合計で１億９千万円となっておりまして、今後状況確認しつつ

順序立てて製造を行っていく必要があるかと思います。またこの他にも、小さいもの、現在まだ

問題なく稼働しているものがありまして、意図しないで機材など大小さまざまな整備が必要にな

るものが発生する場合がありますので、臨機応変に対応していく必要があるかと思います。以上

で説明の方終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今焼酎製造販売計画の見直しについて説明がございました。各委員より質問承りたいと思

います。はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 まず表の中で数字の確認なんですけども、上の表、８ページの表の新規計画の下の方なんです

けども平成２７年度と平成２８年度を比べてみますと販売量が増えているんですけども、販売額

が逆に少なくなっているんですが、これどうしてなのかっていうのをまずお聞きしたいんですけ

ども。２７年と２８年を比較して、販売量が一番上だと８千３８０が 9 千に販売量が伸びている

にもかかわらず、販売額が逆に下回っている。 

 

○前中委員長 

 ９１２万４千円と９０３万円の差っていうことですね。 

 

○堀川委員 

 販売量が増えているけども。 
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○前中委員長 

 担当課わかりますか。担当、北川君。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 平成２７年度につきましては、直売所等にありますプラス分のものも含めて積算してあります

が、２８年度以降につきましてはそのまま素の数字、卸さんにいくような数字で積算させてもら

っていますので、こういう減額の形には数字上はなるかと思います。 

 

○堀川委員 

 直売をすれば、この金額以上にはおそらく増えていくだろうという見込みですけども、それは

あえて載せなかったんですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 今直売の関係なんですが、旧レストハウスの部分での焼酎の販売の関係、これらの関係も出て

こようかと思います。それでそちらの部分での販売となりますと、これ焼酎工場での売払からは

外れてくるような形にもなろうと思いますので、その分直売工場で直接売る分については、数字

が減るだろうという部分もございます。それで数字的には量は増えているんですが、金額的には

若干出させていただいた金額で設定をさせていただくというところでございます。 

 

○堀川委員 

 はい。わかりました。あともう１つなんですけども製造計画なんですけども、今までの計画だ

と２５キロリットル、４０キロリットル、６０、７２というふうに増えていっているわけなんで

すけど、見直した分でいくと６５で頭打ちということで、最初の計画よりも１割ほど下降に修正

したような計画になっていくんですけども、現在の売り上げ等見るとどうして下降修正が必要だ

ったのかなということが疑問なんですけども。そのへんをちょっとお聞きしたいんですけども。 

 

○前中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 製造の数量の関係でございますが、確かに当初の計画販売量６４、６８、７２と形でなってい

ます。今回金額であげていただきましたのは８年から６５キロという形で言っていた数字という

形で整理をさせていただいてあります。この関係につきましては本年度の今６２キロの見込みと

いう形で２７年度ございます。実際今年運営やった結果、樽の部分での販売数量が全体６５キロ

ぐらいの中での動きがもういっぱいであろうと。要は樽製造自体も間に合わないというような形

もございます。それで今後の部分でいきますと。大体樽の分につきましては普通で寝かせて２年、

樽に入れて２年という形、約４年ぐらいの期間が販売するまでの期間がかかります。それらの部
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分考えまして、今の６５ぐらいの売りが限界かなと。そして製品の販売量を販売額の方の数字を

見ていただいて、大体樽の部分では３万３万１千リットル、３１キロリットル、このぐらいの量

を出すことによって、今後の維持、継続的な販売の数量の確保という部分で妥当な数字かなとい

うふうに考えましてこのような計画とさせていただいています。 

 

○前中委員長 

 はい。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 焼酎の位置づけっていうと、この話になってしまうのかもしれませんけども、６５キロリット

ル作って、それだけ売ればいいんだっていうことが最終的な目標ならば、ある程度しょうがない

のかなということで理解はしますけども、恐らくそうではないだと思うんですね。まだまだ欲し

いんだ、売れるんだ、必要なんだというその需要があるうちは、そこが製造をもっていく目標と

するラインになっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですけども。この最初の販売数量

計画７２ぐらいは売れるだろうという計画があって、７２引き合いがあるということでいくなら

ば、それに見合った量をつくっていかなければならないんではないか、それに見合った施設も考

えていかなければならないんではないかなというふうに思うんですけど、どうでしょうか。 

 

○前中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

  当初の販売計画の３０年までには７２キロリットルというような数量となっています。実際に

開始現在の販売の推移を見ますと、今年２５キロリットル製造の６２キロリットルの販売予定と

なっておりますが、明年度以降製造数量も増やしていくというような形で考えているところでご

ざいますが、中々７２キロを販売して販路をつくるという部分で実際的に見た時にかなり厳しい

ものがあるのかなというふうに判断をさせていただきました。先ほども言いましたけど、やはり

その樽の部分での製造の年数だとかそういうのを勘案いたしまして、この６５キロリットルとい

う数字を導きさせておりますが、販売金額等につきましては、売れるときには売っていきたいと

いうとこともあるんですがただ余り突出して樽ばかり出てしまうと、次の年から樽が全然出せな

いとかそういうことが懸念されますので、そういうことのないような形である程度調整をしなが

ら６５キロリットルという一応の目安という形で設定をさせていただいておりますのでご理解い

ただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

よろしいですか。 

 

○堀川委員 

焼酎はすぐできてすぐ売れるというものではないんですないので、きちっとその予測に基づい

た製造計画っていうのが必要だと思う。将来を見越した製造計画っていうものをきちっとつくっ
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ていかないと、いざ「欲しい。」「ありません。」ということでは困るので、そのへんもしっか

り精査した中で検討していただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 只今の御意見いただきまして私どもの方も必要な部分については、確保していくという部分で

ございますが、ただやはり６５キロリットルという数字を出させていただいている部分につきま

しては販売の数量の中の限界の数字なのかなというふうには我々判断をして、この数字を出させ

ていただいています。あと材料等、そちらの数字のような形で、今のところは処理をしていきた

いということで思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに河口委員。 

 

○河口委員 

 今委員からの中で製造計画っていう７２キロリットルから６５キロリットルということがある

には、今年度６２キロリットルで来年以降６５キロリットルこれが果たしてどうなんだって言っ

た時に、自立できるのが６５キロリットルという数字なのか。今までの補助ありきの６５キロリ

ットルなのかという部分についてちょっと疑問があるかなと。前回の時に町内、町外今の販売率

を提示されていましたけれども、少なくても今６割以上が町外という販売量にそれを町外に対し

てこれからもどんどん助成ありきの製造で良いのかということについて、決して６５キロリット

ルにこだわらない、どこかのラインで決してそう頑張らなくても良いっていう私は若干のそうい

う考えを持っています。どんどん売れるからその分どんどん助成していかなきゃいけないよとい

うことであれば意味がないんだろうと思います。その中で前回毎回出ている価格改定ということ

について、きちんと今後増やす、あるいはこの６５キロに対して価格は維持のままでやれるのか

という数字が出されているのかどうかをちょっと確認して欲しい。 

 

○前中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

ただいまこの６５キロリットルだけで営業ができるかというようなお話と思います。６５キロ

リットルをつくって６５キロリットルを売るという形でいきますとかなり厳しい状況、価格でい

きますとかなり厳しい状況になるのは間違いないというふうに我々もふんでおります。 

価格改定の部分は、委員会の中でもご質問受けて何とか検討してまいりたいということでお話

をさせていただいているんですが、今のところ具体的な数字がなかなか出せていないというのが

実態でございます。実際のところ、町外の卸の関係で大体６割程度の販売があるという部分で、

町外といいますか、道内の卸関係の部分での売り上げが多いという部分で、その中で価格を上げ
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ても何とか販売の数量を維持できるんでないかというようなお話もございますが、ただその価格

の設定の金額においては、かなり持ちこみ等を懸念される部分もございます。実際にその価格設

定するにあたりまして、ある程度製造の単価等、それらも踏まえた中での価格設定をしていきた

いというふうに思っておりますので、もう少し時間をいただきたいんですが。実際にどこまで上

げなければだめか。上げるのは何ぼあげても良いんですが、ただそれが例えば、１千２００円の

ものが２千円になって販売の数量が維持できるかというとなかなか難しいものもあるのかなとい

うのもございます。実際どのラインまで持って行けば採算が合うかという部分、今精査をさせて

いただいているところでございますので、もう少し時間をいただきたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 その価格改定という形については、従来からも何度も必ず話題になってきている。価格につい

ては、町民の理解ということが一つは前提にあるかなと思うんですね。過去いろんなことで助成

してきた中で、今後もずっと助成でいいよという声があれば、これは価格改定する意味もなくな

ってくると思いますけども、これにしては１つのハードルがかなりあると思います。事前にそれ

は必要な価格改定は当然やらなきゃいけない。だからそれのきちんとした考え方を早くと、今ま

で何度も提案されていながら価格改定については検討ってだけで回答得ていないんですね。なぜ

だめなんだろうか。当然必要なのにというみんなの認識の中で、価格改定について一歩も進んで

ないことについて、若干私は疑問を感じるわけですけども。その辺ももう少し具体的にできない

理由をきちんとしとかんといけない。町外にどんどん売っていく、そこで助成をしていかなきゃ

いけないという構造については、４０年かかって出来てないんだから、すぐ出来るわけがないっ

ていうのは当然なんです。これはもう解りきっていることなんですけど、それで将来ずっと良い

のかっていうことについては、この焼酎の位置づけをきちんとしないと、意味がないことなんだ

ろうと。決して赤字でもいいからこの焼酎はあったほうが良い。単純なそんなことにはならない

と思いますので、その辺をもう少し具体的に原価が上がってもそのままで売っていけるというの

は何があるんだろうかということが知りたい。 

もう一つは基本的に今までの助成の中で、来年度分の仕込みの材料費を買うための補助はあり

得ない話。下にある設備については、これは助成していかないとできない。これはもう解る。当

然利益出せないものを売っているわけですから、製造の部分についての助成については理解する

んですけども、次期売るための材料費を補助する。これはちょっとなかなか理解できない部分と

思っていますので、ぜひ焼酎が悪者にならないよう所管の方で十分検討していただきたいなと。 

 

○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 課長の答弁もらう前に同じことになるんですが、今回提示された製造計画とそれにおける販売

の実績、そして基本的に焼酎醸造所のこれから整備しないとならんことなんです。   
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前年度出してある５カ年計画からいくと歳出の部分で例えばその販売をしていくためには毎年

どういう形の経費がかかっていきますかって同時に提案していかなきゃならんですよ。その収支

を度外視した中で売れることと販売することだけの論戦をしていてはだめなんですよ。結果的に

これから必要な整備計画は、今約２億ですよという形が出た。こんな中で、順位が書いてあるけ

れども、このうち全部一般会計から持ち出しでやるんですか。焼酎の事業計画の中で６５キロ作

って６５キロ販売していく中で、その中で収支が本当に合うような数字になっていくのかどうな

のか。その利益の出る部分で、この中における１割なり２割はくい込むことが補うことができま

すっていう形になってくのか。そういうデータが出て初めてどうするかという論戦が出ていかな

いとだめだと思うんですよ。この工場と中身の環境の中で収支の理解のできる部分をどこにおく

のか。例えば１億９千万を設備する中で、全額を一般会計から持ち出しをしていかんとだめなの

か。なおかつこの６５キロをつくって６５キロ販売するのに、その部分では本当に収支があって

いるのか。あっていないとしたら、どこの時点でどういうふうにしていかんとならないのか。町

長ははっきりとこれで利益を上げると言ってないわけですから。だけど、どこまでも赤字でも良

いとも言ってないはずですよ。そこをきちんと提示しないで、売れるからってそのために莫大な

販売経費をかけて良いってことにならないんです。本当に売れて皆さんが喜ばれる焼酎だとすれ

ば、いろんな観点から清里に来て買ってもらって良いじゃないですか。そういうような発想の転

換やいろんなことしてかないと焼酎を守っていくっていいながら誰のための焼酎なんですか。全

部含めてこれからの清里の町をしていく中で大切な焼酎事業ではあるけど、それに歯止めなしで

いくっていうことにならない。だからその説明提案をしていくときに、販売計画と同時に、歳出

の必要経費はその部分で結果的に収支がどういうふうになっていくのか。どこの部分でラインを

帳じりを合わせることが、この焼酎事業にとって大切なのかと。ここをきちんと皆でゴールライ

ンを決めないとだめだと思うんです。その提示をする材料を早急に出さないとだめですよ。必要

な係る分出してといて、これは一般会計からお願いしますと言って、その後今度収支が合わなか

ったらまた入れますとかってならないんで。全体的に、全体像をきちっと早く提示してください。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 ただ今の河口委員、加藤委員のご指摘の部分の具体的な中身の提示ということでございます。

これについてはなるべく早い段階でというふうにしか今ちょっと言いようがございませんが、た

だ価格の関係でございますが、河口委員の方からお話ありましたが、町外に対しての目線だけで

いくのであれば価格をどんどん上げていっても良いのかなというふうに思うんですが、なかなか

町民に対する還元の部分、それらも考えますと二重価格の設定とかそういう部分ができないとい

う部分もございますので、それらも勘案した中での改正という部分で、こちらの方も今頭を悩め

ている部分ございます。瓶を変えて売るだとかそういう形で価格を変えるということは可能にな

ってくるんですが、現在のデザインの瓶で統一したもので価格を二重という部分ではなかなか難

しいものがあるということでございますんで、価格設定の部分につきましてはちょっと慎重にい

かないと。町民に対して高い焼酎を買うという部分でどうなのかなという部分もございます。そ

れらも含めた中で、考えていかなければならないというふうに思っておりますので、ご理解いた
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だきたいと思います。 

それと全体的な収支のバランス考えた計画ということで加藤委員のほうからお話ございまし

た。この関係につきまして、実際の現行の価格でいってこうなります。例えば価格を変えた中で

こういうふうになります。そういう細かな部分の数字を今回出していないのは事実でございます。

これの部分整理をしながら提供したいと思います。御理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 それ早期に出すことは出すんでしょうけれども、ここに書かれている施設の整備計画、整備計

画といいますか。必要なもの順次どういう形で進めていくのか、高い、中、低って書いてありま

すけども、年次ごと計画はどのように進めていくのかも具体的に１歩踏み出しているのか。この

辺の書いてあるざっくりな数字っていうのは、ある程度見積もりをしているんだと思うんですが、

年次計画についての計画提示っていうのは今できるんですか。 

 

○前中委員長 

 はい産業課長。 

 

○産業課長 

 ただ今あげてさせていただいているこの数字につきましては、ある程度概算の数字でございま

す。細かい部分での見積もりまで取り入れてない部分が多々ございますので、細かい数字につい

てはちょっとまだ提示は出来ません。それと年次ごとの整備の部分でございますが、これにつき

ましては先ほど言いましたが、高い、中程度のもの、低いものという形でやりますが、ほとんど

が高いものという形でなってございます。この中でも特に急がなければならないもの、これらの

分については整理をしながら２８年、２９年からでもすぐにとりかかるような形での計画提示を

していかなければならないというふうに思っています。設備の整備の部分につきましては、焼酎

会計の中から本来ですと全部賄い切れれば一番よろしいんでしょうが、なかなかそういう形はな

らないという実態でございます。この関係につきましては一般会計からの繰入なり一般会計での

修繕という形で進めてい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。 

 

○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ものすごく無責任な言葉なんですよ。それはなぜかというのは、焼酎を６５キロつくって６５

キロ売る。実際の収支計画なしにこれだけの設備をするのは、一般会計から入れてくださいって

いう表現。底なしなんですよ。これしかも、この内容については見積もりも何も正確にとってい

ない段階でしょう。もしかしたら５０キロで抑えたらどんな数字なのか、６０キロって言ってい
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るけど、７０キロの設備をしても変わらないのか。そういう細かいデータの集積の中からどこを

選んでいくかっていうことをしないと、まずいんでないですか。最初から合わないから、これは

一般会計から持ち出しますよって持ち出しすると言いながら、その細部についてもわかってない

２８年度中にしないとならない事業もあるかもしれません。今何月ですか。予算編成している。

補正でいきなりその辺のあり方がどうなんですかってことなんですよ。焼酎事業って何のために

やるのか。何回も言われていることをきちんと組み立てていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 設備の整備の関係につきましては、リッター数が増えるとか減るとかそういう部分での整備と

いうことで、この整備につきましては既存の施設の改修という形で行っておりますんで容量のア

ップだとかそういう部分でのところはございません。それで経年のその中での機械更新という形

で、このような機械設備があるということで提示をさせていただいているものでございます。加

藤委員おっしゃられるとおり、整備を来年からという部分で、無責任な話だというような御指摘

もございますが、今随時見積もり等とりながら精査をしているところでございますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 議論の中で、前回の委員会で製造計画そしてその更新計画を早めに提出していただきたいとい

う上で、当委員会から上程した経過がございます。その中でここにご覧の通り既存の計画の中で、

今加藤委員がおっしゃったとおり製造販売計画はありますけども、そこにはマネジメント、経営

でありますから、支出の部分一般会計ではありませんから焼酎会計の特会ということで支出の部

分の提示が一切ない。本来であれば事業計画というのは５ヵ年あるいは１０カ年の中で固定資産

の更新計画も織り込みながら、収支計算の損益分岐点をしっかりと見て出す。その中でマイナス

になった部分と対処するかという考えの事業であればそういう形を出すのが通常であります。こ

の会計は一般会計からの繰り入れという形で処理して、そういう経過の中で一般会計から今年度

もかなりの財政出動もしておりますけれども、やはりそこら辺も今は指摘されるように、ある程

度のガイドラインはどうなんだという指摘が各委員からあったと思います。 

そして今堀川委員がおっしゃったとおり、もっと販売したらっていう意見もありますけども、

支出の部分も見えないと。なかなか現状中では細かな数字が出ないのかな。これ単純に見ますけ

ども、２７年度から２８年度そして２９年度倍ですけども、これ仕込みの回数は、はっきり言い

ましてかなり増えるのかなと。それに伴う財政的支出の部分とその製造における期間の延長、い

ろんな収支の問題たぶんあると思います。やはりそこら辺、本当に短期的な中で難しいんですけ

ども、やはり今後の中で提示していく、そして全体の中の一般会計の持ち出しのあり方、これも

近々の中で提案していただきたいという意見がありましたんで、そこらへんどう考えているのか。

産業課長もしこの場で具体的なものを考えているタイムスケジュールがあるんであれば、説明願

いたいと思うんですけども。 
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○産業課長 

 ただいまのその具体的なものということでございますが、年度内にはある程度この数字、整理

をさしていただきたいというふうに思います。実際の部分その製造の数量等計画として６５キロ

リットルという数字で、提示をさせていただいている部分ございます。この部分で具体的に収入

支出整理した中での実際的な運営の金額については早めに提示をしていきたいというふうに思い

ます。ただなかなか具体的な数字が出し得ていないというのが実態でございますんで、このへん

内部で十分協議をしながらなるべく早い段階で提示をさせていただくということでご理解いただ

きたいと思います。 

 

○前中委員長 

 どうですか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 正直、ここ何カ月か焼酎関係ですか。みているわけですけども、正直、毎回お互いに堂々巡り

みたくなってしまっているなって思っています。新人で申し訳ないんですけども、一つ心配じゃ

ないんですけども、「出してください。」「ちょっと検討させてください」って、話ありました、

委員長からもある程度のタイムスケジュールを出してほしいとありました。でも、正直、人が足

りてないんじゃないですか。大丈夫ですか。私が言うのもなんですけど、すごく心配になりまし

て。普通であれば、ここまで何回も同じようなことが毎回委員会で話が出て、それに対する対応

でたぶん所管の方でもすごいやってくれていると思うんですけど、なかなか私たちが求めるもの

が出てこない。正直不思議なんです。やることが実は多すぎて人が足りてないんじゃないですか。

ちょっと思っちゃうんです。多分、今僕がこう聞いても足りていませんとか言えないと思います

けど。そういうのもあって正直すごく今不思議なんですね。私、上手くちょっと言えないんです

けど、これに対する答弁はいらなんですけど。これだけちょっと私の意見として。たぶん議事録

にちゃんと載ると思うんで。これだけ言わさせてもらいます。以上です。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 人が足りてる、足りていないの話の関係につきましては、ちょっと私の方からもご答弁という

かそのへんはちょっと割愛させていただきたいなと。ただ職員も頑張っていただいてやっていた

だいております。何とか販売もしながら、そういう計画を作成しながらということでやっており

ますので、その辺は御理解をいただきたいなというふうに思います。毎回同じようなご意見もあ

りました。我々も上との協議を進めながら、数字の関係、提示する際にいろいろ協議をしながら

出させていただいたとこれらの部分で調整をしながら少しでも形のある早めに出せればなという

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。 

 

 

○前中委員長 
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 他に何かありますか。田中議長。 

 

○田中議長 

 焼酎会計いろいろたくさんあって切りがないんですけど、最終的には加藤委員が言われたよう

なものにつきると思う。やはりどこでどこのラインが焼酎醸造の限度っていうか、その採算ライ

ンそこをどこにするか。そこが一番大切なこと売れるだけ金かかっても良いからどんどん売って

くんだとそういう考えはないと思うんですけども。今ところ、やはり担当職員は上から売ってこ

い売ってこいってことで必死になっていろんなところに行ってセールスをして、販売をして、努

力もしている状況ですね。今年、２５キロ作って６２キロ販売して食い込んでいるわけですね。

今回の収支の差っ引きの計算の中では、その食い込んだ部分は載ってないですよね。６２キロ販

売して２５キロ作って、在庫を食っている部分については載せてないですね。端的に売ったやつ、

かかったそういう計算していくと、これで今回好調に売れ行きが伸びていて８千６００万現在売

れている。しかし、その一般会計からの繰入が３千４００万。８千６００万売るために３千４０

０万一般会計から入って、在庫も食っているわけ。それも原価がどれくらいになっているのか。

それ相当な額出したら、今の状況でいったら、売れば売るほど売ってこいって、売れば売るほど

本当にうちの町のためになっているのか。宣伝効果部分で経済効果はどうなのかはちょっと別と

して。本当にこの今の状況でいったら、担当の職員はえらい大変だと思う。やっぱり早くうちの

焼酎位置付けがこのラインがやはりいいのか、利益にはならないと思うんです。一般会計からの

繰り入れもこれは必要だと思うんですね。今言われたようにこれから何年間かけて２億改修費に

かかってくる。４０年間実績もあるわけですし、行政としてのやはり焼酎工場の規模。それから

人員そういった部分色んな部分の中で、４０年間の経過も踏まえた中で、そこら辺やっぱり早く

これを打ち出さないと。いつまでたっても毎年やってなきゃならない。そこの位置づけをいち早

く決める。まず第１にやらなきゃならない作業かなと思います。 

 

○前中委員長 

 はい。課長。 

 

○産業課長 

 今お話ございましたが、採算のとれるライン。これがどうなんだという部分、これらの提示、

これ早急な提示が必要だろうというふうに認識をしているところでございます。この部分含めた

中で、焼酎４０年の歴史で、ある程度きよさとの顔という部分もございます。その中で今後もこ

れを続けるかという部分での続けるにあたっての町からの繰入れ等整理をしながらという部分も

ございます。採算のとれる醸造計画という部分で何とか提示ができればと思っておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 何かほかに。堀川委員。 

 

 

○堀川委員 
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 毎回なんですけどもこういう議論になると、非常に自分的にもテンションが下がってしまうん

ですね。清里にとって焼酎とは何なんだろうかというところに、辿り着いてしまうんですが、売

れ行きが悪くて悪者になって、売れ始めてまた悪者になっている。そうではなくって、せっかく

清里町の顔といって良い特産品なんですから、もうちょっとみんなで応援して、悪者にならない

様に。赤字だったらたくさん売りながら、赤字を減らしていくというふうな方向にいかないと。

赤字だから減らしていきますよというんじゃ、いかにもテンションが下がりっぱなしになってし

まうので、売りながら一般からの補填を減らしていくような努力をする。そのためにはコストを

削っていくとか、価格の値上げもあるでしょうし、たくさん売って喜ばれて、赤字が減っていく

というふうに、皆でそういうふうなところに、意思統一はできないのでしょうか。できればそう

いうふうにしたいなと思うんですけど。 

 

○前中委員長 

 答弁。課長。 

 

○産業課長 

 テンションが下がると言うようなお話いただきまして、なんと焼酎関係盛り上げていきたいと

いう気持ちが我々にもあります。で、この焼酎をいかに盛り上げるかという形でいろいろなとこ

ろで若者の間でのお話だとかそういうような集いだとかそういう部分を検討しながら盛り上げる

ような方策等考えていきたいと思います。この焼酎を盛り上げるためにどうするかという部分で、

数字提示はこれからさせていただくということになること、そのことで、議員の皆さんにはいろ

いろと協議をさせていただくということで、その節には御協力をよろしくお願いをしたいという

ふうに思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○前中委員長 

 議長。 

 

○田中議長 

 今、会計が大変だから量を減らしていくとか、そういった問題でもなくて、やはり行政として

４０年間経過してやってきたその中に一番焼酎の位置付けというか、どの辺の量が良いのかなと。

それに向かって町民も皆、焼酎を盛り上げていこうという体制できちっとした考えがあって、や

はり焼酎の値段はこのぐらいにしなきゃだめだとか、そういう方向でなってくるんだろうと思う

んですね。今のやり方でも赤字だから、本当に今の焼酎を倍にしたって足らないと思う。このま

まやっていたら。そこらへんきちんとした中で、今後これだけ焼酎の値段を上げなきゃと、こう

いう形で進んでいかなきゃだめなのかな。そんなふうに思う。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

 

○田中議長 
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 たくさん売れれば、良いかなという部分もございますが、製造の限界もございます。それと焼

酎は私どもの方で６５キロというある程度の数字を出させていただいたところでございます。だ

いたい６５キロリットルの部分、この辺である程度の収支のとれたものができればなというよう

な形で思っておりますが、現実在庫を食いながら、少ない製造で大きな販売量という形で中で、

何とかそれでも繰入をいただきながら販売をしているのが実態でございます。 

これが製造販売の数量が同じになった時に、経費的な問題色んな部分あると思います。総体的

な収支の関係、見直しをしながらこの辺も協議をしながら進めていきたいというふうに思います

のでご理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 勝又さんのほうから意見発言、了解としてよろしいですか。勝又さん。 

 

○勝又委員 

 今、堀川さんからも、話がでたんだけれど、確かにこの話が出ると実に暗くなる、何年もこん

なことやっているわけなんです。ただ僕が思うのは、ここにいる町民の代表者側の議員は数字は

じかに見ますから、事実そのことに対して、注文はあるんではないかと思います。焼酎を抱えて

いる町の人間なんで、町の人間はこの焼酎に関する価値観とかそういうものを持っていると思い

ますね。そうなった時に僕は焼酎これ４０年も続けば文化だと。文化を伝承することは当然金も

かかることであるし、そしてみんなして守ってあげなくてはならない部分なんですね。何をもっ

て採算が合うとか合わないとかっていう部分の話になってしまうと、かなり採算が合うようには、

なかなか難しい。先程河口さんも４０年経っても合わないんだから、合わせるのは難しいだろう

という話もありました。確かにその焼酎が与えるその相乗効果とかいろんな形のものがあると思

います。そういうものを含めてきちっと理解し、そして町民共有できて初めて清里の文化だって、

自信を持っているのをできてくると思う。ただ採算が合うことが良いということはありますけれ

ど、これなかなか難しいと思う。余計につくれば、余計に金がかかるというのもありますけども、

議会の中でのその意見は十分取り入れても、そのことで縮小していくべきことでもないと思うし、

受ける時期には売れる、売れなくなれば売れなくなったって、一つの時代背景の中に影響される

ものもあると思いますし、そういう形の中で、町民が捉えた時に、４０年やって来てよかったか

なというものが大事だと思います。そういうことを考えながら採算も十分あう形をとれるのかど

うかわかりませんが、僕は一般会計から幾分かの運用をしながらやっていても、町民として理解

してくれるのではないかと感じる次第です。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 勝又委員のほうからも、お話をいただきまして、採算のとれる焼酎事業というふうになれば理

想の形というふうに私も思っております。なかなかならない部分あろうかと思います。一般会計

から繰入、これらの部分も必要になってございます。私からもお話をさせていただいております

が、やはりある程度の繰入れのルールなり、そういう部分が必要になるというふうに思います。
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それらの金額の設定の部分もあります。そういう中で何とか早い段階で、この製造・販売の部分

での計画の部分について、ある程度その収支の中身の見えるものを提示していきたいというふう

に思いますので、御理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。なければ課長の方からも、早急にいろんな部分で、収入そして支出の年

次計画なりを出したいという方向性の説明がございました。細かい積み上げで大変かもしれませ

んけども、やはり事業ということで捉えております。そして町民にも説明できる部分で、ここは

皆さん町民の代表ということで出ていますから、ある部分、勝又議員から出ているように文化的

部分もありますし、あるいはこの町をアピールするという部分では、清里町と言えば焼酎、そう

いう費用対効果に見えない効果もやはりありますから、そこら辺の勘案しながら、ある程度しっ

かりした数字を積み上げていただきたい。そして計画のまた更新計画も同じように出していただ

きたい。ここはやはり早急にきっちり懇切丁寧に説明ができる部分で出していただきたいと思い

ますので、この場はこういう形で委員会を閉じたいと思いますが、よろしいでしょうかね。この

焼酎について。あとほかに産業が全体を通して何か。河口委員。 

 

○河口委員 

 戻って申し訳ないんですが、緑ダムの小水力発電の計画の中で、２０１６年自由化になって２

０２０年に完全自由化。送電発電が２０年には別になって、先日北電の配電の経費を少し下げま

しょうという部分がありました。個々の設備を実際つくるイニシャルコストはこの比率で良いが、

その後の保守だとかは一切北電に丸投げの方向で進んでいるのか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 今の河口委員の関係で送電線の関係でしょうか、ダムの発電施設の関係でしょうか。 

 

○河口委員 

 ダムをやって１市４町の経費負担ありますよね。完全に２０２０年に自由化になったときに、

１キロワット当たり幾らと売電の中で、配電の経費はどういう形であるかわかりませんけども、

売るのは北電に売ります。北電でないかもしれませんけど、北電が自由化ですから全国どこから

買うのかということになるのかもしれませんけれど、この設備の保守管理は、どういう形であっ

て、北電にすべて丸投げずるのか。どう考えられているのか。 

 

○産業課長 

 設備の関係につきましては、北電云々ではなくて、維持管理についてはあくまでも１市４町の

中で管理という形で、今回のこの売電収入をあてた中で全体な維持管理、事業の所管の関係も含

めた中での整理という形になろうかと。当面は事業費の返還分等で、若干収益の方が薄くなる部

分はございますが、償還が終わった段階からの部分については、収益としてかなりな収益を見込
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めるということで売電収入は、現在フィットでの売電という形なります。フィットの部分につい

ては２０年間という一つの期間がございますので、その間価格的には小水力については変わらな

いというようなお話をいただいておりますので、現在単価で推移できるのかなというふうに思い

ます。その中での収支のバランス含めまして十分うちのダムで利益があるという部分がございま

したので、小水力をやるということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。関連ありますか。はい、どうぞ。 

 

○加藤委員 

 課長の答弁の中で当然利益がでてくると思うんですが、利益を１市４町でダムの運営費に充て

ていくと。その運営費をあてて、なおかつ利益が出たものについてどうするのかというお尋ねを

前にした時に、補助事業を営んでいる事業なので、そういう部分については、現段階でわかりま

せんとあったんですが、もうその辺の方向性は解っているのですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 当初の話の中で１市４町の協議会での積み立てとかができないというお話で、今ダムの維持管

理費の範囲内での売電の収入が見込める発電ということで、そういうお話をしてきました。いろ

いろ北海道なり開発ともいろいろと協議をしながら進めているところでございますが、やはりそ

の会計処理の部分で１市４町協議会でない、何か違う形での特別会計なり何なり部分でのところ

が含めれば、上回った収入に関しても、その将来の設備改修等の経費としての積立金として認め

ていただけるかというようなお話もいただいております。ただ会計処理の部分で、特別会計なり

それが１市４町一斉にできるかというのも、問題の部分がございます。大空が 0.02％ぐらいの負

担しかないところで、それに対して例えば１千万の利益があって、0.02％の売電収入が入ったと

きに、それだけで特別会計つくってお金を受けて出すかという部分。なかなか難しい部分もある

のかなと。今のところ会計処理については、１市４町の中で、北海道、開発とも協議をしながら、

進めている段階でございますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。なければ産業課すべての案件説明終わりました。大変ご苦労様でした。続き

まして、大きな２、意見書の検討について事務局お願いします。 

 

○議会事務局 

 それでは２番の意見書の検討について、１件意見書が提出されておりますのでご説明いたしま

す。資料につきましては黄色の仕切り紙の仕組みの意見書の検討についての 1ページからでござ

います。産業福祉常任委員会所管が 1件です。 

資料 2ページをお開きください。ＴＰＰ合意内容の徹底した情報公開と検証を求める意見書の
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提出依頼でございます。提出依頼者は、清里町農民連盟委員長山崎一幸氏でございます。意見書

内容につきましては、７ページをお開きください。 

ＴＰＰ交渉は１０月５日に米国アトランタの閣僚会合において大筋合意に至ったと発表されま

した。政府の合意内容によると農林水産物は、全体の８割が即時もしくは段階的関税撤廃の対象

となり、聖域とされた米や麦、牛肉、豚肉、乳製品、砂糖、でんぷんの重要５品目についても３

割が完全撤廃となっている。しかも関税が残った重要品目も無税または低関税の特別輸入額が設

定されるなど、我が国において、かつて経験したことはない高い水準の農畜産物市場の開放がな

される結果となっている。農林水産業が基幹産業である我が清里町においては、ＴＰＰ合意の結

果に対し、農業者をはじめ、多くの人々は不信、憤り、不安を抱え、失望感が漂っている。さら

に国会決議との整合性が問われる高い水準の、市場開放によって、農業に担い手が将来にわたり、

意欲と希望を持って営農を継続できるかどうか途方に暮れており、家族農業を中核とした当町の

農村社会及び地域経済の疲弊を招きかねない。ＴＰＰは、関税など物品市場アクセスだけでなく、

食の安全安心や投資、金融サービス、政府調達、知的財産などの分野にまたがる広範な経済連携

協定であるにもかかわらず、政府は守秘義務を盾に情報の開示や国民の議論が、一切なされぬま

ま、既成事実かのように国内対策の論議を進めている。しかしながら我々に公表されつつある合

意内容をみると、国会決議違反と言わざるを得ない農産物関税の扱い、さらには衛生植物検疫措

置や医療制度、ＩＳＤＳ条項など国民の暮らしにかかわって、懸念事項に関しても、疑念は完全

に解消されていない。よって政府においては、国会における承認手続に入る前に交渉過程を含め

た撤回した情報公開を行い、ＴＰＰ合意内容の全容と影響などについて国民各層に対する説明を

果たすこと。また国会においては衆参両院の農水産委員会における国会決議との整合性について

真摯に徹底した検証をおこなうこと。その結果、国会決議に違反すると判断された場合には速や

かに、ＴＰＰ合意を撤回することを強く要望する。 

以上ですがこのことについて１２月定例会に委員長名での提出または現在、内容のご協議をよ

ろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 今意見書についての説明がございました。何か御質問。よろしいですか。 

なければ、大きな３次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 未定です。 

 

○前中委員長 

 その他。所管調査の関係は。 

 

○議会事務局長 

 所管調査の関係は総務文教委員会でお話したとおり事務局案をそれぞれお渡ししておりますの

で、中の訂正がありましたら、お願いしたいと思います。 

 

○前中委員長 
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 事務局の方から過筆、訂正があれば直接事務局の方に出向いてをいただきたいってことなんで

よろしくお願いいたします。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 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 ３時３７分） 

 


