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第２回産業福祉常任委員会会議録 

平成２７年２月１７日（火） 

    開 会   午後 １時００分 

    閉 会   午後 ４時４４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清里町手数料徴収条例の一部改正について 

  ②斜里郡３町終末処理施設改築事業について 

  ③平成２７年度税制改正の概要について 

  ④平成２６年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について 

  ⑤平成２６年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

  ⑥平成２７年度一般会計当初予算主要施策事業（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予算について 

  ⑧平成２７年度後期高齢者医療特別会計予算について 

 ●保健福祉課 

  ①平成２６年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

  ②平成２７年度一般会計当初予算主要施策事業（保健福祉課所管分）について 

  ③平成２７年度介護保険事業特別会計予算について 

 ●産業課 

  ①清里町店舗出店等支援事業交付金事業について 

  ②緑温泉指定管理業務委託料（平成２６年度一般会計補正第８号）について 

  ③緑清荘管理運営事業補償金（平成２６年度一般会計補正第８号）について 

  ④清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業実施要綱の一部改正について 

  ⑤平成２７年度一般会計当初予算主要施策事業（産業課所管分）について 

  ⑥平成２６年度清里焼酎販売実績（第３四半期）について 

  ⑦平成２７年度焼酎事業特別会計予算について 

 ●建設課 

  ①平成２６年度簡易水道特別会計補正予算について 

  ②平成２６年度農業集落排水事業特別会計補正予算について 

  ③平成２７年度一般会計当初予算主要施策事業（建設課所管分）について 

  ④平成２７年度簡易水道事業特別会計予算について 

  ⑤平成２７年度農業集落排水事業特別会計予算について 

 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 
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○出席委員（６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 

                    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員 （１名） 

    委 員    前 中 康 男 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

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

 ■町民生活Ｇ総括主査    梅村百合子    ■町民生活Ｇ主査    北川  実 

 ■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総括主査  進藤 和久     

■福祉介護Ｇ主査      水尾 和広 

 ■産業課長         二瓶 正規    ■商工観光・林政Ｇ主幹 野呂田成人 

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

 ■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   

 

 

○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 
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  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第２回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 今回の委員会は、町からの協議件数が多少多いように感じますので簡潔に答弁をしていただい

て説明をしていただきたいと思います。それでは始めます。はい、課長。 

 

○町民課長 

 町民課より８件の協議報告事項につきまして、私より概要を御説明申し上げます。 

１点目の清里町手数料徴収条例の一部改正につきましては、戸籍事務電算化に伴い戸籍法等に

基づき、条例の一部を改正するものでございます。 

２点目の斜里郡３町終末処理施設改築事業につきましては、先の委員会において、全体計画変

更の概要等についてご説明をいたしましたが、昨年の１２月２６日に開催されました斜里郡３町

終末処理事業組合議会におきまして、改築事業全体計画の変更について協議され、ご理解をいた

だいたところでございます。今回協議されました内容等について御報告を申し上げます。 

３点目の平成２７年度税制改正の概要につきましては、税制改正大綱が平成２７年１月１４日

に閣議決定されたところでございます。国におきましては、本日、地方税法等の一部を改正する

法律について閣議決定し、国会に提出する予定でございます。閣議決定し、今後法案の成立に伴

いまして、清里町税条例及び清里町国民健康保険税条例の一部を改正することとなりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。なお法律成立の時期により、専決処分とさせていただくこともあ

りますので、重ねてご理解を賜りたいと存じます。 

次に、平成２６年度国民健康保険事業及び後期高齢者医療特別会計の補正につきましては、事

業の実績等に伴い各会計の補正を行うものでございます。 

また、平成２７年度町民課所管分一般会計国民保険事業及び後期高齢者医療特別会計の予算に

つきましては、各会計の主要施策事業を展開していくための必要経費を計上しておりますので、

ご審議のほどをよろしくお願いをいたします。 

それでは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総括主査 

 それでは、１点目の清里町手数料徴収条例の一部を改正する条例について説明いたします。１

ページをご覧ください。今回の条例改正は、これまで紙戸籍の写しを戸籍謄本または抄本として

交付していたものを戸籍事務の電算化に伴い、磁気ディスクをもって調整された旨を内容に追加

するものです。 

具体的な変更内容については、２ページの新旧対照表をご覧ください。新旧対照表に記載のと

おり、右側、改正前の第１号戸籍の謄本または抄本の交付を、左側、戸籍の謄本もしくは抄本ま

たは磁気ディスクをもって調整された戸籍に記載されている事項の全部もしくは一部を証明した
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書面の交付に、また、第３号の除かれた戸籍の謄本または抄本の交付を、左側の改正案、除かれ

た戸籍の謄本もしくは抄本、または磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記載されて

いる事項の全部または、もしくは一部を証明した書面の交付に改めるもので、交付の日から施行

することとしております。 

なお金額につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に基づき、額が定められ

ておりますので、変更がありませんので申し添えます。以上で条例改正についての説明を終わり

ます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、清里町手数料徴収条例の一部改正についての説明がありました。委員の方何かござい

ませんか。いいですか。それでは②について説明願います。はい。北川君。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは②の斜里郡３町終末処理施設改築事業について御説明いたします。３ページ目お開き

ください。 

先ほど町民課長の方からも説明いたしましたとおり、先の委員会で概要の説明を行っておりま

す。その中であの全体計画の変更ということで、主に今回の変更につきましては、アスベスト飛

散防止対策等への増額となっております。内容としまして、まず計画期間につきましては１年伸

ばしまして、平成２８年までとなります。費用につきましては、アスベスト飛散防止対策委託料

につきまして、１千１００万円。撤去費用のアスベスト飛散防止に伴う増額分として４千４５０

万円。外構工事といたしまして、倉庫移設の追加分として４００万円。予備貯留槽の整備分とし

て２千４００万円。合計８千３５０万円でありますが、現在計上されています工事費用等の執行

残４千２４２万円がありますので、差し引き４千１０８万円の増額となります。清里町分につき

ましては、当初事業費６千３３６万６千円から７４４万６千円の増となりまして、合計７千８０

万９千円となります。 

次のページ、お開きください。４ページ目になります。こちら別表の方なんですが、事業計画

につきましては、上段のカッコ書き部分が変更後の額となります。解体委託、予備貯留槽整備、

倉庫等移設につきましては、平成２７年度に計上いたしまして、既設設備の解体撤去及び平成２

７年度で予定していました外構整備につきましては、平成２８年度の計上予定となっております。

以上で報告の説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今②の斜里郡３町終末処理施設改築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。無いようですので前に進みます。③をお願いいたします。 

 

○税務・収納Ｇ主幹 

 お持ちの資料の５ページをご覧ください。こちらの資料につきましては、総務省から出ており

ます平成２７年度地方税改正案となります。掲載中、町税関係分についてご説明させていただき

ます。 

１の法人税改革につきましては増税分になりますが、法人住民税均等割の現行の税率区分の基
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準の見直しがありますので、町民法人税均等割りについて増減が生じる見込みです。 

２の車体課税の二重丸の２段目の軽自動車税の見直しについて、平成２７年度以降に新規で取

得した一定の環境性能を有する軽四輪車等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例の導

入と二輪車にかかる税率の引き上げを平成２７年４月１日から平成２８年４月１日に、１年延長

するものです。 

６ページをご覧ください。３の消費税消費税率１０％の引き上げ時期の変更等について、二重

丸の二段目、個人住民税における住宅ローン減税額等の対象期限の延長で適用期限を平成２９年

１２月３１日までを平成３１年６月３０日までの１年半延長するものです。また個人住民税の減

収分については、全額国費で補てんされます。 

４のふるさと納税について、二重丸の１段目特例控除額の拡充で、上限を個人住民税所得割の

額の１割から２割に変更されるものです。 

７ページの６の地方たばこ税について二重丸の１段目旧３級品の製造たばこにかかわる見直し

で、旧３級品の紙巻きたばこ、エコー、わかばになりますが、特例減税額を段階的に廃止するも

のです。 

８の主な税負担軽減措置等について、二重丸の１段目の③空き家対策の推進に関する特別措置

法に基づく勧告の対象となった特定空き家等にかかる措置を住宅用住宅用地特例の対象から除外

するものでございます。町税関係分につきましては以上でございます。 

９ページをご覧ください。国保税の改正ですが、課税限度額の見直し及び低所得者にかかわる

軽減判定所得の見直しでございます。 

１点目は、保険税課税限度額の改正についてで、改正の内容につきましては、現行限度額の合

計８１万円を８５万円まで引き上げるものです。内容につきましては、基礎課税額については５

１万から５２万円へ１万円の引き上げ、後期高齢者支援金賦課分については１６万円から１７万

円１万円の引き上げ、介護納付金賦課分については１４万円から１６万円へ２万円の引き上げと

なります。 

２点目は、保険税負担軽減の拡充であり、２割・５割軽減の対象となる現行所得基準額を引き

上げるものです。５割軽減につきましては、現行制度は２４万５千円に、被保険者数に乗じた額

に基準額３３万円を加えた金額以下となっておりますが、改正案につきましては被保険者数に乗

じる金額を２６万円に引き上げるものです。２割軽減につきましては、現行制度は、４５万円に

被保険者数を乗じた額に基準額３３万円を加えた金額以下ですが、改正案については、被保険者

数に乗じる金額を４７万円に引き上げるものです。以上です。 

 

○町民課長 

 今担当の方から今回の条税法税制の改正について主なものについて御説明をさせていただきま

した。今後、国の方の法律等々の改正により、もう少し細かな部分の改正点も出て来るかという

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。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今③の平成２７年度税制改正の概要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。はい、池下委員。 
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○池下委員 

 ちょっと６ページのふるさと納税という欄で申告手続の簡素化ということでワンストップ特例

って書いてあるんですけど、具体的にちょっとどういうことなのか説明いただけるかと思って。

解りますか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 申告手続の簡素化ということで新たな形で創設されてくるということになっておりますが、今

現在この部分でしか出てきてないもんですから、どういう手法を持って今後ワンストップ化が図

られてくるのか見えない部分もございますので、それは御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。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ７ページの固定資産の説明があった部分、空き家対策における勧告対処ってこれ何、取り壊し

か何か勧告なの。 

 

○町民課長 

 今の固定資産税の軽減の関係でございますが、空き家対策という形で、国の方いろいろ法律化

するということになっています。今現在の土地の特例措置としましては、２００平米以下の小規

模な土地住宅用地については課税標準額の６分の１にしますよという特例値がございますし、２

００平米を超える一般住宅の課税については、標準額の３分の１というような特例がございます。

今後たぶん国の方で思い描いているものは、そういうものがあることによって、危険家屋がその

まま放置されているというような現状もございます。危険家屋を撤去するためにも、こういう特

例値を無くすことによって、危険構造物等々家屋が除去されていくんではないかというような考

え方で、今回空き家対策の特例措置を措置法に基づく勧告の対象となる住宅用地を、特例から対

象から除外するというような内容でございます。 

 

○村島委員長 

いいですか。それでは続いて④番はい。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは平成２６年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）の概要について説明いた

します。１０ページをご覧ください。一覧表の主なものについて説明とさせていただきます。 

歳入、１款の国民健康保険税につきましては、現年および滞納繰越分の収納状況により４４０

万円の減、３款の国庫支出金につきましては、現年度分の療養給付費負担金等の１千８３６万９

千円の減。これは、歳出２款の保険給付費の減額に連動した額となっております。７款の共同事
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業交付金につきましては、高額療養供用事業交付金保険財政共同安定化事業交付金の計１千８５

０万２千円の減。これは歳出７款の共同事業拠出金の連動によるものです。その他の項目とあわ

せまして４千万円の減となり、現計予算額７億５千７７６万１千円に対し、補正後の歳入予算額

につきましては、７億１千７７６万１千円となります。 

続きまして歳出です。２款の保険給付費につきましては、医療費の推移等により、一般及び高

額療養費の減による３千５２万３千円の減。７款の共同事業拠出金につきましては、共同事業対

象分の減による７２６万２千円の減。その他の項目とあわせまして４千万円の減となり、現計予

算額７億５千７７６万１千円に対し、補正後の予算額につきましては、７億１千７７６万１千円

となります。 

以上で補正予算の概要について、説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ④の平成２６年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）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。それでは続いて５番、お願いします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 続きまして、後期高齢者医療特別会計の第２号の概要について説明いたしますので、１１ペー

ジをご覧ください。これにつきましても主なもののみの説明とさせていただきます。 

歳入の第１款、後期高齢者医療保険料につきましては、保険料納付実績に基づく額となってお

りまして、２３０万４千円の減。４款の繰入金９万７千円の減額と合わせまして、２４０万１千

円となり、現計予算額６千５７８万３千円に対し、補正後は６千３３８万２千円となります。 

歳出の２款、広域連合給付金につきましては、保険料の徴収実績、また繰入金の減による２４

０万１千円の減額となり、補正後の予算額は歳入と同じ６千３３８万２千円となります。以上で

す。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今、平成２６年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について説明があり

ました。委員の方ありませんか。いいですか。続いてお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは６番目、平成２７年度一般会計当初予算主要施策事業といたしまして、そのうち自治

振興費及び清掃費の主要政策についてご説明いたします。１２ページの方お開きください。 

まず１点目、総務費、総務管理費、自治振興費、まちづくり地域活動推進事業交付金でありま

すが、継続事業といたしまして、前年同額の予算計上とさせていただいております。 

この交付金につきましては、自治会や団体等が行います活動など交付金の支援を行うものであ

ります。運営交付金としまして、自治会連合会関係に５３３万３千円。各種団体に対する支援と

しまして、事業交付金としまして９１６万７千円。合計１千４５０万円の計上であります。 

２点目につきまして、道自治振興費の道路防犯灯ＬＥＤ化事業であります。平成２６年度につ

きましては水元、新町地区を行いまして、来年度平成２７年度は、羽衣地区と新町と水元地区の

特殊灯の整備２５０基で３千３７９万４千円の計上となっております。 
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３点目下の方なんですが、衛生費、清掃費、清掃事業費、清掃センター長寿命化改修工事であ

ります。こちらは５カ年での改修計画の３年目となっております。焼却施設改修工事に６千８６

１万７千円。破砕施設改修工事に３千１５万９千円の計上となっております。国庫支出金としま

して、循環型社会形成推進交付金に４１２万９千円。過疎対策事業債のソフト事業としまして、

６千２００万円の財源がありまして、一般財源につきましては３千２６４万７千円となっており

ます。平成２７年度に改修する予定の部分につきましては次のページの図面１３ページの図面を

ご覧ください。上段につきまして、焼却施設でありまして、このうち照明設備と通風設備につき

ましてが、循環型社会形成推進交付金の対象事業となっておりまして、その他燃焼設備、灰出し

設備などにおけます損傷劣化している部分の改修を行います。下段につきましては、破砕施設の

破砕設備の改修事業となっております。主に回転蒒機の改修となっております。 

４点目、１２ページお戻りいただきまして一番下段なんですが、ごみ処理業務委託事業であり

ます。委託料といたしまして、人件費分３千９４７万７千円。物件費分としまして３千３２３万

３千円。管理費経費６７７万９千円の計上となっておりまして、合計で４千９５７万９千円の計

上となっております。業務内容につきましては、可燃不燃粗大などと、昨年度から小型家電の収

集業務が加わりまして、あと焼却、破砕、分別、埋め立てなどの処理業務となっております。 

以上で説明の方を終わります。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

続きまして、各種医療対策費の説明をさせていただきます。中段の継続、各種医療対策事業を

ご覧ください。ここにつきましては、重度心身障害者またひとり親家庭、乳幼児の疾病にかかる

医療費について、北海道の補助金等の財源を受けると共に本町独自の拡充を行いながら、保護者

の軽減も図っているものです。北海道との差につきましては、中学校の入院通院まで、また扶養

義務者の所得制限を撤廃している等があります。内訳につきましては重度心身障害者の医療費が

７３７万２千円。ひとり親家庭等の医療費が１０６万４千円。乳幼児等医療費が１千６３１万５

千円。また療育費につきましては４０万１千円。合計２千５１５万２千円です。そのうち一般財

源として１千６１６万７千円を町で負担しております。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。⑥の平成２７年度一般会計当初予算医療費施策事業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、池下委員。 

 

○池下委員 

 １２ページのまちづくり地域活動推進事業交付金のところで自治会運営交付金って、３８９万

円出ているんですけど、これはうちの町もたしか２９自治会があるというふうに思っていますけ

ども、これは一律ではないということですか。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 こちらにつきましては基本額、均等割りの額の他に、それぞれの活動に関しまして、例えば敬

老事業・除雪事業等々あります。そういったものにつきまして、個別でできたものの総額となっ

ておりますので、一律ではないという形となっております。 
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○町民課長 

 今池下議員の方から御質問があったのは、自治会運営交付金の３８９万円のことだと思います

が、これにつきましては均等割としまして、各自治会に交付されています。プラス自治会の人数

に金額をかけたもので、交付をしているということですので、自治会のお住まいになっている人

によっては全然数が違いますので、当然、自治会ごとの交付金は変わってくるという内容でござ

います。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○町民課長 

 これを例えば基本になる金額、例えば１自治会５万円とか７万円とかそういうふうなものって

プラスアルファ人口割とかっていうふうになっていると思うんですけど、基本になるというのは

一律いくらなんですか。 

 

○町民課長 

 今手持ちの資料はないものですから、後ほど提出させていただきたいと思います。 

 

○池下委員 

 先ほど北川君が答えてくれた共創のまちづくり交付金これに関してなんですけれども、自治会

運営交付金とそんなに金額が変わらないですよね。で例えば２９自治会が全部やっているという

ふうには思えないけれども、大体毎年誤差はあるのかもしれないですけど、どのぐらいの自治会

で運営しているのかなと。解ればで良いんですけど。 

 

○町民課長 

 協働、協創のまちづくり事業交付金３８４万４千円が内容だと思いますが、中身的には花いっ

ぱい事業それと敬老会事業、そして高齢者除雪ボランティア事業というこの３つの事業でこの事

業が成り立っております。 

それで花いっぱい事業につきましては、２９自治会のうち、２０の自治会で事業を実施してい

るってことで約１８０万円を交付金としております。これは２５年度のあくまで決算状況という

ことでご理解いただきたいと思います。 

敬老会事業につきましては、２９自治会のうち２０自治会で実施をしております。開催率は約

７割近い自治会で敬老会実施をされているということで、町全体の敬老対象者は約８００名いら

っしゃいます。そのうち参加が３７３名ほどの参加をされているという状況で、参加率５割近い

方が各自治会でやっています敬老会の方に参加をされているという状況でございます。尚且つ、

実施しました自治会では、対象者は約７００名いらっしゃって、そのうち先ほど言った３７０人

ほど参加されていますので、自治会でいきますと約５４％近い方が自治会で運営している敬老会

の方に参加されているという状況でございます。 

それとあと高齢者除雪支援事業につきましては、１６の自治会で実施をしております。中身的

にはこの３つの事業が協働共生のまちづくり事業の内容でございます。 
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○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今説明聞いた中で、敬老会と花いっぱいに関しては９分の２０だと。で、除雪ボランティアと

しては２９分の１６ということで回答いただいたんですけども。例えば花いっぱいなんかに関し

ては、清里全体で町長も勧めているってこともあるんですけども、参加していない地域もあると

いうことで、こういったところの啓発活動はどういうふうに行っているのか。その辺もし聞かせ

ていただければと思うんですけど。 

 

○町民課長 

 この先ほどご説明しました２０自治会というのは、逆に江南のように２つの自治会で１つやっ

ているところもございますんで、一概に２０でなく、２１になる可能性もございます。それで実

施していない自治会が２８程度あるということでございますんで、基本的には町の総合計画でや

っています花いっぱい運動ですとかは、本来であれば連動しながら、町民皆さんで事業を展開し

ていくっていうのが一番いい姿かと思いますが、自治会によってはなかなか難しい自治会もござ

います。その辺町私どもの原課とあと産業課でやっております花緑委員会の方と連携しながら、

今後も町民が一緒になった花いっぱい運動が出来ていければなという形で、啓蒙活動等も努めて

まいりたいというふうに思っております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。はい、それでは続きまして⑦お願いします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 平成２７年度健康保険事業特別会計予算の概要について、説明いたします。１４ページをご覧

ください。 

歳入の１款国民健康保険税につきましては、平成２６年度の推計及び課税限度額や軽減判定所

得の見直し等により５００万円の減。３款の国庫支出金、７款の共同事業交付金につきましても、

平成２６年度の推計にて算出しておりますが、平成２７年度からは、医療費全額が共同事業の対

象となるため、それぞれ８５９万２千円。１億３千４３０万円の増となっております。５款の前

期高齢者交付金につきましては、概算通知に基づきまして４千５００万円の減。繰入金等の増減

合わせまして、前年度よりも合計１億１５２万２千円増の８億５千１１４万７千円となります。 

続きまして歳出です。歳出の２款保険給付金につきましては、前年度の推計により１千１５０

万円の減。７款の共同事業交付金につきましては、歳入にて説明のとおり、医療費全額が共同事

業の対象となることによりまして１億１千４９７万円の増となっております。 

その他、３款の後期高齢者支援金等の２５０万円の減等の合計により、前年度と比較して、１

億１５２万２千円の増となり、合計８億５千１１４万７千円を計上するものです。以上で予算に

ついての説明を終わります。 
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○村島委員長 

 はい。ただ今⑦の平成２７年度国民健康保険事業特別会計予算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。池下委員。 

 

○池下委員 

 歳入の国民健康保険税の部分なんですけども。去年よりも５００万減額っていうのは２６年度

の概要を見て４４０万の補正組んでいますけど、減額っていうことで、今回５００万の予算を少

なくしているということで捉えていいですか。 

 

○町民課長 

 国民保険税が５００万の減額という内容でございますが、先ほど補正等々でも約５００万の減

額をするという内容になってございます。これにつきましては、農業所得は顕著な状況で増額に

なってきているような状況ではございますが、逆に農業所得の方でＤ型ハウスですとかトラクタ

ーですとか、そういう設備の方に投資をされている関係が相当でてきているという状況で、実際

に所得としての課税できる額が、私どもの想定よりも上がってこなかったというような状況でご

ざいます。それによって税率をかけていきますと補正で計画させていただいていますが、２７年

度予算においてもそのような形で推計しながら予算を計上させていただいているという状況でご

ざいます。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。それでは次に進みます。⑧について説明願います。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 平成２７年度後期高齢者医療特別会計の予算の概要について説明いたします。１６ページをお

開きください。 

歳入の１款後期高齢者医療保険料につきましては、広域連合の推計により１３０万７千円の減。

その他とあわせまして前年度より１２８万６千円減の、合計６千４３１万円となります。 

歳出につきましても、２款広域連合納付金につきましては、保険料と連動した納付金額となり

ますので、１２５万８千円の減額となり、前年度より１２８万６千円減の６千４３１万円を計上

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 

 ただ今、平成２７年度後期高齢者医療特別会計予算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。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと１０ページのところで、聞き忘れがあったんで、もう一度聞きたいと思います。２６

度の国民健康保険事業特別会計補正予算の一番上の滞納繰り越し分は、６０万円なんですけど、

これはたぶん毎年こういうのはあるのかなと思うんですけども件数でいうとどのぐらいあるんで

すか。後からでもいいですよ。たぶんこう言ったら申し訳ないですけれども大体毎回同じような
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人なのかなとかという推測も何となく分かるんですけども、果たしてじゃあそれが毎年１０件あ

るのか。２０件あるのか。ちょっと件数がわかればなと思って後で教えてください。 

 

○町民課長 

 後で資料等を提出させていただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 町民課これで終わりますよ。ご苦労様でした。それでは引き続き保健福祉課に入ります。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 それでは平成２６年度介護保険事業特別会計補正予算２号について御説明の方をさせて頂きた

いと思います。補正予算概要で事業内容御説明させていただきたいと思いますので、１９ページ

をお開き願います。 

保険給付費、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費につきましては、実績見込み増に

より８０５万７千円を国庫支出金５１７万１千円、その他２８８万６千円で計上してございます。

介護保険給付費、介護サービス等諸費、地域密着型介護サービス給付費につきましては、実績見

込み減により、マイナス１２０万を国庫支出金で１１２万２千円。道支出金でマイナス１４万４

千円、その他でマイナス１１７万８千円を計上してございます。保険給付費、介護サービス等諸

費、施設介護サービス給付費につきましては、施設介護サービス実績見込み減により、４００万

円を国庫支出金４０万７千円、道支出金マイナス４８万１千円、その他でマイナス３９２万６千

円を計上してございます。保険給付費、介護サービス等諸費、審査支払手数料につきましては、

実績見込み増により１万円を国庫支出金６千円、その他４千円にて計上してございます。介護給

付費、高額介護サービス等費につきましては、高額介護サービス実績見込減によりマイナス３３

万５千円を国庫支出金３万４千円、道支出金でマイナス４万円、その他でマイナス３２万９千円

を計上してございます。 

次のページ２０ページをご覧ください。保険給付費、高額医療合算介護サービス等費につきま

しては、高額医療合算介護サービス見込み増により６０万円を国庫支出金３８万５千円、その他

２１万５千円で計上してございます。保険給付費特定入所者介護サービス等費につきましては、

実績見込み減により２０８万５千円を国庫支出金１３３万８千円。その他で７４万７千円計上し

てございます。地域支援事業介護予防事業につきましては、口腔ケア事業及び介護予防事業等の

見込み減により、マイナス１９万８千円を国庫支出金マイナス２万円、道支出金マイナス１万円、

その他でマイナス１６万８千円計上してございます。地域支援事業費、包括的支援事業任意事業

につきましては、成年後見制度利用実績見込み減により、マイナス１３万３千円を国庫支出金マ

イナス８万９千円、道支出金マイナス４万４千円にて計上してございます。以上で説明終わりま

す。 

 

○村島委員長 

 ただ今平成２６年度介護保険事業特別会計補正予算の第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。前に進みます。②説明願います。はい、進藤君。 
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○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは、平成２７年度一般会計当初予算にかかります主要施策事業の保健福祉課所管分のう

ち、私の方からは福祉介護グループ担当分をご説明いたします。 

２１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、１目社会福祉総務

費につきましては、社会福祉協議会補助事業としまして、社会福祉法人補助要綱に基づき、社会

福祉活動専門員分の人件費の全額及び事務局の人件費の４分の３に係る費用９０９万６千円を一

般財源にて計上しております。 

続きまして、２目障害者自立支援費につきましては、地域社会における障害者の総合的な各種

支援対策を行うために歳出１億２千３１６万９千円を計上し、財源としましては、国庫支出金か

ら６千１４０万９千円。道支出金から３千７０万３千円。一般財源から３千１０５万７千円にて

計上しております。 

次に３目福祉サービス事業費につきましては、高齢者に対する介護予防サービスや高齢者障害

者難病者等に対して、各種在宅生活支援を実施するための費用として、歳出５４３万８千円を計

上し、財源としましては個人負担分になります、その他財源で、８０万６千円。一般財源で４６

３万２千円にて計上しております。 

次に、４目老人福祉費につきましては、介護老人保健施設きよさと運営事業としまして指定管

理者である清里町社会福祉協議会に委託する費用３億２千１６６万５千円を計上し、財源として、

介護報酬収入と老健使用料のその他財源で計上しております。 

次に２項児童福祉費、１目児童母子福祉費につきましては、児童手当給付事業としまして、国

の制度に乗っ取り、手当の支給を行うもので、歳出６千１６２万円を計上し、財源としましては、

国庫支出金にて４千２１４万８千円。道支出金にして、９７３万５千円。一般財源にて９７３万

７千円を計上しております。以上です。説明員変わります。 

 

○保健福祉課長 

 次、２２ページをお開きいただきたいと思います。子ども子育てグループ所管部分でございま

す。３款民生費、２項児童福祉費、２目保育所費臨時保育士雇用事業（札弦分）でございます。 

平成２７年度から子ども子育ての新制度がスタートいたします。これまで保育所でお子さんを

お預かりするのは、８時間が基本でございましたが、このたびからは１１時間が基本で８時間は

短時間保育というようなことで、パートタイマーの方とかで、常にお仕事をされていないような

方が８時間ということになり１１時間が基本となります。それの実現に向けましては、札弦保育

所が現在正職員１名、臨職１名で対応しておりますが、１名不足するということで１名増員とい

うことで２３６万円の一般財源での予算計上となってございます。 

続きまして、保健グループ所管分になります。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総

務費初めに救急医療体制づくりです。近隣の医療機関との協力体制を確立するために、平成２３

年度から実施をしております継続事業です。平成２３年度に費用負担ルール等を決めまして、一

次救急の整備状況であったり、人口、それから救急搬送件数など実績により委託料を、網走医師

会に９２万３千円、斜里国保病院に５２万９千円、小清水赤十字病院に５５万１千円。合わせて

２００万３千円を計上してございます。 

次に診療所開設準備事業です。４月に新たに診療所を開設するに伴い、その準備のための診療

所、それから医師住宅の小破修繕経費として２２０万円。それから診療所のそれからカーテン等
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のクリーニング費用として３１万３千円。その他施設の清掃ということで、６９万１千円の委託

料を計上してございます。すべて一般財源となっております。 

続きまして、３目検診事業につきまして、高血圧や脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病を防ぐ

ために、特定健診をはじめ、がんの早期発見、早期治療を図るための各種がん検診。それから昨

年度から実施しておりますピロリ菌の検査。それから肝炎ウイルス脳ドック検診など、各種検診

を実施いたします。また女性特有のがんであります、乳がん・子宮がん検診、これを実施します。

さらにはエキノコックス症検査などを実施いたします。これらの検査事業にかかる所要額として

１千９７万７千円。特定財源としては、道補助金４２万７千円と各種検診での個人徴収金１４２

万７千円を計上してございます。 

次のページに移りまして、予防接種事業です。予防接種法に基づく定期接種それから効果が高

いとされる中から、任意の予防接種により、子供たちの健やかな成長と高齢者の健康維持。これ

を図るため、予防接種事業として所要額１千４２０万円。特定財源としましては、保健福祉奨学

金貸付金収入を６０万円ほど計上してございます。 

次に、母子保健事業でございます。安心して子どもを産み育てる母子保健推進のため乳幼児健

診、それから歯科健診、保健指導両親学級等の開催とともに、妊婦健診に係る費用助成を行って

まいります。これらの所要額としては６０８万円として計上してございます。 

続いて５目でありますが、保健福祉総合センター費・保健福祉総合センター管理事業です。保

健福祉総合センターは介護老人保健施設、診療所保健センターの３施設複合施設ということで運

営をしておりますが、過去の実績をもとにした維持管理経費に加えまして、老健の従前からござ

います共用部分の冷房設備が故障をいたしておりますので、それの更新、それから医師住宅につ

いてフェンス設置工事。それからセンターにスプリンクラーポンプ用の電源の非常用発電機がご

ざいますが、それの修繕料。それらを合計しまして４千４２４万７千円でございます。特定財源

としては、医師住宅使用料の他、雑入としてそれぞれの診療所等から負担していただきます電気

料、上下水道、燃料等の収入をあてて、２千４７０万３千円を計上してございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今平成２７年度一般会計当初予算主要施策事業保健福祉課所管分についての説明が

ありました。委員の方何かございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ２２ページの民生費臨時保育士雇用事業というところで、８時間から１１時間ということで、

今現在、職員が何名で臨職が何名かちょっと教えていただければなと。 

 

○村島委員長 

はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

札弦保育所は現在２名体制で、正職員１名、臨時職員１名で運営を行ってございます。 
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○池下委員 

職員１名に臨時職員１名ということでプラス臨職１名ということでいいんですか。 

 

○保健福祉課長 

 そのとおりでございます。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これあれですか。数年通して使うということでいいんですか。 

 

○保健福祉課長 

 通年雇用ということで、契約上は半年ごとになりますけども通年勤めていただきたいというふ

うに考えてございます。はい。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい。他にありませんか。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 予防接種事業の（６）の子宮頸がんの関係なんですけど、これは副作用が出たり、ちょっと問

題になっていますよね。これはあくまでも希望で接種していくっていうこと。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○保健福祉課長 

 子宮頸がんに対する予防接種は、既に定期の予防接種として市町村が行うものとして定められ

ていますが、副反応等のことがありましたから、積極的に勧奨はしないということになっていま

す。どうぞ受けてくださいということではないです。ですが、定期の予防接種になりますので受

けたいという方があれば当然受けていただく準備をしとかなければいけないということです。勧

奨等は行ってはおりません。 

 

○村島委員長 

 他に無いようでしたら、次。お願いいたします。はい。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 続きまして、平成２７年度介護保険事業特別会計の当初予算について、御説明をさせていただ

きたいと思います。２４ページお開き願います。現在歳入歳出ともに４億２千２１３万６千円に

て予算案とさせていただいているところでございます。介護保険料につきましては、２月２６日
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開催の産業福祉常任委員会にて、介護保険条例の改正に合わせて、詳しく御説明をさせていただ

きたいと思っておりますが、現状では、２月５日に行われました保健福祉計画策定委員会より答

申がありました４,９５０円にて行わせていただいているところでございます。 

続きまして、２５ページご覧下さい。１款総務費につきましては、平成２７年８月からの制度

改正に伴うシステム改修委託料につきまして、２３７万６千円を国庫支出金、その他１１８万８

千円にて計上してございます。２款保険給付費につきましては、居宅介護サービス、地域密着型

介護サービス、施設介護サービス審査支払手数料、高額介護サービス高額医療合算介護サービス、

特定入所者介護サービスに係る費用として４億６１７万２千円を、国庫支出金で９千９３８万６

千円、道支出金で６千１５１万１千円、その他で１億６千５２１万７千円、一般財源８千５１万

８千円で計上してございます。地域支援事業費の主要政策につきましては、地域包括支援センタ

ー業務を社会福祉協議会に委託する費用５１７万８千円を国庫支出金２０２万円、道支出金で１

０１万円、その他で１０２万４千円、一般財源で１１２万４千円にて計上してございます。以上

で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 平成２７年度介護保険事業特別会計予算について、説明がありました。委員の方何かありませ

んか。無ければこれで終わります。ご苦労様でした。どうもありがとうございました。引き続き

産業課７件ございますけれども簡潔に説明をして答弁をしていただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項７件につきまして、各担当より説明させていただきます。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 清里町店舗出店等支援交付金事業についてご説明いたします。２６ページをお開き願います。

清里町店舗出店等支援交付金事業につきまして、平成２７年１月２０日に札弦町４８番地、農林

産物加工施設、札弦工房会長有山保則氏より申請がありましたので、ご報告いたします。 

事業実施の内容につきましては、半地下式雪室を建設し、買い入れた農産物等を保存管理端境

期に販売を行い、保存商品に関するデータ収集、研究も行っていくものです。 

事業の効果といたしましては、雪室での通年保存により、地場産の農産物等の付加価値を高め、

商品価値を上げ地域産業の活性化を促すこと。また、鮮度を保ち、新鮮な状態で、安心安全な商

品を地元商店、レストラン等に流通させることが出来、端境期での流通商品不足を解消する一助

とできるということが挙げられます。その他、雪室及び保存商品に関するデータ収集研究を継続

的に行うことにより、今後のこの地域での雪室、氷室事業の進展に寄与することができます。地

域資源の販売促進を積極的に支援していくこととなる事業として審査委員会として認定をいたし

ました。補助経費につきましては、雪室の建設工事費用５００万円のうちの３分の２限度額の３

００万円となっております。１月末の認定直後より、建設準備を行っており、３月下旬に完成を



 

- 17 - 

予定しております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。①の清里町店舗出店等支援交付金事業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 

 ちょっとこれについて確認をしておきたいんですが、清里町店舗出店等支援交付金ということ

は店舗という捉え方のもとなんですか。それについての考え方について。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 店舗出店ということで、この関係につきましては、農林産物の販売を目的としているという判

断で店舗の出店という扱いとして処理をさせていただきました。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ということは、年間の事業計画すなわち販売計画あるいは入れるもの等についての提出も当然

あったかと思うんですが、それらについての資料の提出を求めたいと思います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 清里町店舗出店の関係ですけれども、項目的には色々な種類もありまして、只今、課長の方か

ら申しました店舗出店の部分、それからその他でいきますと、新商品の開発地域資源販売促進支

援事業こちらの方にも該当していくような形となっておりまして、申請者より実際には野菜です

とかそういうものをお預かりいたしまして、端境期になって出していくような形になりまして、

それらについては収入、支出の方が町の方に申請時に提出があったような形になっております。

以上です。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ここにこれ、第１番目に書いてあるのは、清里町店舗出店等支援交付金事業って書いてあるん

だけども、ちょっとそこから今の説明聞くとちょっとニュアンス的に違うような気がするけども、

これ野菜とかを保存するということなんだけど、例えば夏はどうなっているのこれ。 
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○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 先ほど、預かるというような話をちょっとしたんですが、その札弦工房が商品を買い入れして、

それを保管して端境期に販売をしていくというような形で展開していくということで、清里店舗

出店等支援交付金事業という中での、先ほど主幹の方からもありましたけども事業の項目といた

しまして５点ほどございます。でそれらを全部称して店舗出店等の交付事業という形になってお

りまして、１つ目が新商品開発地域資源販売促進支援事業、２点目が店舗の新築や空き店舗を活

用した支援事業、３点目が新規雇用の創出支援事業、４点目が農家の民宿等開設支援事業、５点

目がその他で複合事業という形であるんですが、５つの事業項目をトータルして店舗出店等の支

援交付金事業ということで展開しています。 

その中で今回の部分につきましては、新商品開発地域資源の販売促進支援事業の部分に当たる

ということで補助をして、夏場の関係につきましては、商品の季節的に流通しないものもござい

ます。夏場でもその中で低温保存をしながら、流通をかけるという形で考えております。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 それらの主な商品販売、保管をして貯蔵して販売していく目的、そしてそれに対する予算計画

書って出ていると思うんですが、資料として提出願いたいんです。その事業をするにあたって、

継続的に運営していくというスタンスの中で、どういう収支になっていくのか。そういう仮定の

数字が出ていると思うんです。どういう項目の商品を実際に販売し、計画し、あるいはどこの部

分のデータを逆に集めようとしているのか。この辺についてだけ、非常にこれ決定したって言わ

れていますが、ここの清里町店舗出店等の補助金の項目の中でいくと本当にトータル的にいろん

なことがオーケーですよと言いながら、本当にどうなのかなという部分。効果的な部分がきちっ

と論議されてスタートをかけられているのか。それでなくても、この清里町店舗出店等の補助金

等のあり方、いろいろな問題点がいろんな角度の中からぽつんぽつんと出ているのがあると思う

んです。そういうものを踏まえた中で、なおかつ今回の問題が、そういう形にきちっと合致して

いるとすれば、それらの経済的な効果あるいは波及効果そういうものも、資料としての提出が委

員会にもあって然るべきかと思うんですが。ここで書かれている商品に関するデータの収集研究

を行うだとか、本当に企業体制の中に将来行けるんであればいいけども、それがやってみてだめ

でしたってことであっても、やむを得ないっていうことになっているんですよ。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今、加藤委員からのご指摘の部分でございますが、資料関係については今やっておりますので、
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ちょっとお待ちください。 

それで実際に昨年、小さなもので自分のところで試してやってみたという部分も聞いておりま

す。それらの部分実績と踏まえながら、今回ある程度やっていけるという部分の判断のもと、こ

れが出たというふうに聞いておりますが、一応これらのそのデータ収集研究、それを行うことに

よって、今度一般の農家の方でも対応できるような、そういうものにしていきたいということも

踏まえながら事業についての決定をいたしたところでございます。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 札弦工房のこの事業計画、基本的にいけば３番目の受入れ保管、保存をする管理。こういう部

分でいくとこれ、基本的にどこへどういう形で販売を目的にどういうふうにしていくのか。これ

基本的にそれぞれその時期に保存をしない、あくまでも新鮮であるものが基本的には一番効果が

ある。あるいは、もう一つの考え方の中には、貯蔵することによって糖分が変わることによって

の品質の部分。バランス的にどうなのかなというのがある。この事業展開もう決まったっていう

からあれなんですけど。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今の部分でございますが、調査委員会の中でも色々議論をさせていただきました。新たな展開

という部分で農家の方にも広めていけるようなものになっていけばということもございますの

で、事業採択部分については、御理解をいただきたいというふうに思います。 

あと、どういうところに卸すというようなお話もございましたが、商品の出回らない時の端境

期には地元の商店なり、あとレストラン等にも卸していきたいというふうに考えて、レストラン

の部分はパパスなり緑清荘。そういう部分で考えてはございます。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 雪で半地下式で建設しって書いてあって、例えば野菜とかを仕入れて売るっていうことが目的

だと思うんですけども、こっちの札弦工房事業計画書の中に要するに一平米当たり１,５００円月

の保管料金とすると７万５千円。１０カ月で７５万って、これ。保管料金ってどういうこと。何

を保管するの。買い入れるんでしょ。だって買い入れたものを売るわけでしょう。一番の収入の

保管料収入って、どうも理解できないんだけど。それだったら買い入れにならないでしょ。 
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○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 こういう形でオーケーということになれば、各個人が農家がこういう形、あるいは一般の人で

もやるとしたらこの事業展開に関しては、全部オーケーを出していくということをせざるを得な

いということですよね。 

 

○村島委員長 

 はい。課長 

 

○産業課長 

 今の保管料の関係ですけど、買い入れの商品とあと生産者からの預かりという部分で取り扱う

部分もございます。それらについては無償で預かるというわけにもいきませんので、保管料とい

う形で設定をしている料金でございます。であとこの事業関係が上手くいって各農家さんの方で

こういうものをつくりたいと言ってきた場合には、この事業の対象になってくる。これはもう当

然でございます。あとはその工事金額等の部分もございますので、見合った形の中での補助とい

う形になってこようかというふうに。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 やる内容にしてはいいと思いますけども、逆に言いますと補助対象の金額が果たしてこれが妥

当かって。出店等の部分に事業の中で３分の２のですね。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 こちらの補助要綱の中で一応対象事業費の要は３分の２ということで定義づけをしてございま

す。その中で今回この分については、工事費５００万という部分で出てきておりますので、それ

の３分の２以内ということで３００万を補助するということでございます。 

 

○村島委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 雪室っていうのはおそらく道内雪の降るところであれば、完全にそういう部分では保管施設で

すよね。これは立証済み部分で、この低温の貯蔵施設をつくる電気も使わないということでかな
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り省エネの状態で保管していける。問題は保管することによってどれだけ端境期に出していくと

いうことで、どれだけの商品価値が上がるかという部分がちょっと問題点としてある部分がある

んですけど、それは１つの売り方だと思うんですよね。そこら辺も含めて今までもこういうよう

な形でいろんな事業が上がってきたわけですよね。中には実際にちょっと稼働しきれてないてな

いような部分もありますから、その部分含めていわば事業採択になって、やり始まったからいい

わっていうことじゃなくて、きちっと後のサポートができるような形のもの。そういうものに補

助を出して、それをきちっと追跡調査もしていくのも必要だし、そういうことだけきちっとして

いれば、僕としてはここに書かれている事業の効果は生まれてくるような気がする。 

ただ一概にこういうような新しい企画のことをするときに、一方的にそれがだめだということ

になれば、僕は事業として伸びていくものっていうのは、無くなっちゃうと思うんですよね。新

たなそういうものを取り組んでやってくるっていう部分について、この交付金を出してやってい

くっていうことに対し、僕としてはよろしいんじゃないかとそのように思いますけどね。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 事業をしてだめだということよりも、この内容の効果的な部分で本当に十分な論議がなされて

いくのか、私はこれが単なる貯蔵施設だけに変わって、終ったら何の意味も無いと思うんです。

この雪室をやることによってどういう効果を本当に得ようとしているのかという事だと思うんで

す。ここに書いてあるように付加価値がどうやって高められるんですか。これは単純に例えばじ

ゃがいも焼酎を生産するのに、この雪室に保管して糖度を高めてやるための施策に使いますって

いうならまた話別個になるんですよ。確かに勝又さんの言うとおりですよ。だけど、それは確実

なステップを踏んでいかないとやはりだめなんですよ。そして勝又さんの言われたように、この

雪室の効果っていうのは、証明されているわけですよ。それが今回この店舗出店等でやろうとす

るときの捉え方、もうこれ決めたんですからいいですけども。それを基本的な捉え方の中でどう

いうふうにしていくかということをきちっと整理していかないと。本当に効果の地域に広がって

いくような効果の出るような事業展開であるって進めていくことをきちっと指導していただきた

いと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今のご質問、最後に加藤委員の方からもありましたけども、３年間は、その事業内容について

報告いただくようになっております。その中でどういう形で付加価値の問題、そういう部分研究

していくという部分もございますので、そういう報告も併せていただくという形になっておりま

す。より良く、ここに向かうような形で鋭意支援できればな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。 
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○村島委員長 

 はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 今回のこの事業を含めてこの交付金事業、何件かやっていると思うんです。そしてこの中で審

査委員会というか、検討委員会というのが職員の課長クラスで成り立っていると思うんですけど

も。そういった流れで、やはり一生懸命頑張っておられるとは思うんですけど、傍から見ると、

趣味でやっているようなそういうのも感じられる。中には本当に一生懸命本当にやっておられる。

そういった２両面皆さんも感じているんではないか。そんなふうに思うですけども。やはりその

選定する中でもう少し規制というか。今の状態だとどっちの事業もほとんど皆、申請すれば通る

ように感じる訳なんですけど、ある程度の縛りというか、それも再度やはり検討する必要がある

のかなと。この点についてどうなんでしょうか。出てきたやつは、やる気のある人皆通っていく

という感じなんですけども。実際やはり一生懸命本当に頑張ってやっておられる人もいるだろう

し、傍から見るとなんか趣味でやっているのかなとそんな感じに見受けられるところもあったり

して、そこらへん。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 この件につきましては、その趣味対しての助成というのは、無いというふうに理解しておりま

す。新たな事業展開、新規の事業展開していく中で、やはり資金面でちょっと融通をしていただ

きたいという部分で、こういう申請が上がってきているというふうに理解してございます。今後、

この店舗出店の交付金の事業につきましては、２６年度本年度で一応切れる形になってございま

す。で明年度以降年数の関係、内容について６月以降の補正等で協議をしていきたいというふう

に考えてございますので、内容等につきましては今後さらに詰めながら、進めていきたいという

ふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 趣味でというのはちょっと言い方悪い。頑張って一生懸命やられている人が大半なんですけど

も、やはり傍から見ると趣味でやっているのかな、そういうのが通っていくのはどうなのかなと。

そんなのも一つある。また再度内容の検討ということもあるかと思うんで、そこらへんこう検討

していただきたいなと。 

 

○村島委員長 

 はい、勝又委員。 
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○勝又委員 

 ただね、僕はこうやって事業組むときに誰も最初から失敗すると思ってやってはいないんです。

皆これで何とかしようとやっているわけです。僕はやっぱり一つの気持ち、いろいろ事情があっ

て、ちょっと上手くいかなくなる部分もあるかもしれないけど、そういう１つの何て言うか、い

わば企業というか、そういうようなものをやっぱりきちっとやっぱり育むような物がないと僕は

育っていかないと思うんですよね。そのことを考えたときに最初からその失敗とかそういうもの

だけを念頭に置くんじゃなく、やっぱり先ほども言いましたけど、それをちゃんと行政側もサポ

ートしてあげられるような、助言してあげられるような事でないと僕はこういうものって育って

いかないと思うんですよね。そのことだけきちっとできるようになれば、僕は本年度で終わると

いうけど次年度からもきちっと予算づけをして、どんどんそういうものが起きるような一つの町

おこしに繋がっていく訳ですからそういうふうに繋げていってもらいたいなと。そのように思う

ところですけど。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今の御意見、まさに起業といいますか、その起こす業ですね。起業家のために出している補助

金でございます。新たな事業展開、これらを進める上での手助けとなればというふうに考えてご

ざいます。先ほども申し上げましたが２７年度の予算に関係につきましては、今後の委員会等で

も協議をさせていただきます。それらについてご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○村島委員長 

 なし。よろしいですか。 

 

○池下委員 

 池下委員。これ、最終的にもう決まっちゃったんだろうけども、冒頭に出たようにもう一度、

新規出店というふうに謳っているんだったら、あんまりこう大ざっぱにしないできっちりとした

範囲決めてもいいというのかなというふうに思うんですけど。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 先ほど５つの項目の中が一つの事業の内容ですということでご報告させていただいておりま

す。内容等については、それら一個一個の別々なものにしてしまうと、またその都度仕切りも大

変だという部分もございます。２７年度以降の事業の計画に向けて内容等についても検討してい

きたいというふうに思っていますので、そのへんは御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 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今までいろんな方がこうやって新規出店で、いろんなお店屋さんとかスナックとかのいろいろ

な事業あったけども。やっぱりいろんなところでこうやってきて、何年間もかけてきた中で、例

えば規約だとかいろんなものを変更しながらやってきたっていう例があるけれども、もう一回ち

ゃんと見直した方がいいかなと。５つの項目でね。課長も今言ってはいるんだけども、もう１回

これ協議した方がいいかなというふうに思います。 

今回の件でなく、今後ということで考えていた方いいのかなというふうに思います。何でもか

んでもというんじゃなくて大きなお金ですからね、３００万というのは。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○加藤委員 

 そこの部分で一番問題なのは、やっぱり今までこの清里町店舗出店等でやってきたっていうの

はほとんど店舗ですよ。確かに５つのくくりがあるかもしれませんが、そのやる事業内容と方法

によって細分化して、ある程度しておかないと。これも商売だって言いながら比較的商売という

より、どういう形に発展していくのか。研究開発の方が半分ぐらいあるような気がするんですよ。

それと本当にこれ、清里町全体に対する波及効果をどういうふうに持っていけるのか。店舗の場

合は、とりあえずは広い対象の中できちっといくんですよ。同じ事業展開していくのでも、この

交付金事業の中に項目にあるからいいって言うんじゃなくて、このやつは、別個の方のくくりで

きちっとつくって、この事業を展開していくというふうにきちっと分けていかないと。確かにこ

の基金、この事業の中にはこういうことまでいいって書いているのかもしれませんけども、もう

少しこう検討を加えていろんな角度からスタートしてかないと。最後に何が何だかわからなくな

るんじゃないですか、大丈夫ですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今の関係、今後内容等については、検討していくということでございます。言われたとおり、

いろんな部分で項目ごとに金額を決めるとか、そういう細分化するなりの方法は出てくるかなと。

大ざっぱな部分での定額の３００万という形でなくて、例えば先ほど言った５項目の中でもそれ

ぞれに金額を決めるなり、そういう部分での対応等が考えられるのかなというふうに思います。

それも含めまして今後協議をしてきたいというふうに思いますんで、御理解いただきたいと思い

ます。 
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○村島委員長 

 各委員からいろいろと意見が出たわけですけれども、やはりこの事業計画２枚、私も見させて

いただきましたけども、やっぱり委員は心配しているんですよ。３００万がどうのこうのじゃな

いんですよ。ですけど３００万というのは、やっぱり税金なんですよ。高価なんですね。ですか

らこのやられる方も頑張ってやるつもりでこういうことを計画して事業立ち上げだと私も思いま

すけど、ただやっぱり今各委員が言っているのは心配しているから言っているんですよ。この内

容で大丈夫なのかなと思うんですよ。上がってきている内容では、もう決まっていると、委員会

という場も大変なんですよ。こういう件が出て結局そうでしょう、わかるでしょう。だから本当

はもうちょっと先ほど言われたようにきちっとして内容をよく把握した上でしないと。これだけ

のことで３００万。はいそうですかではね。やってみなきゃわからない、これは結果論。出るま

でわからないんだけど心配して皆さんが意見を述べられたということですよ。それを踏まえて今

後やっぱり二度と同じようなことを繰り返さないように、この制度も今年でやめると言うんだけ

どもそうじゃなくて、先ほど委員が言われたようにやめるんじゃなくて、良いものは町の為に活

性化するのであれば、お金をどんどん使うのはいいんですよ。今聞いている範疇では、委員の方

々が言っていることは、ごもっともでないのかなと。私も委員長として、そういうふうに聞き取

れます。 

 

○産業課長 

 ただ今の委員長からのお話でございますが、この関係につきましては、事業の報告という形で

今をさせていただいているんですが、これにつきましては、要綱に基づきまして各委員さんとも

協議をしながら内容それと金額等これらも決定してございます。選考委員会の中で選定して決定

したという部分での報告ということでございます。選考委員会の中で全部オーケーという形で進

んでいるかというとそうでない、落ちているものもございます。そういう部分ですべてが通ると

いう形ではないということは御理解いただきたいというふうに、あくまでも選考委員会の中での

決定という形で進めておりますので、その辺は御理解をいただきたいというふうに。それと、あ

とこの事業をやめるということではなくて、内容を検討しながら新たな制度として続けていきた

いと。で、２７年度の早い段階で協議をさせていただき、補正なり、なんなりの形で予算要求し

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いうふうに思います。は

い。 

 

○村島委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 余り僕はね、ハードルを高くすべきでないと。ハードルを高くすれば生まれてくる物も生まれ

てこなくなるよ、おそらく。僕はやっぱりその部分で、確かにそのかなり厳しく審査しなくちゃ

いけない、失敗するのも大変な部分だから。そうであってもそんなにハードルを高くするとやっ

ぱりちょっと思っている人間も手出さなくなっちゃうからね。そこらもどういうふうに考えてい

くかっていう部分ですよね。そこらへんも含めて、明年度に向けては検討していただきたいなと、

そのように思います。 
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○村島委員長 

 冒頭簡潔になんていう話で入ったんですけども、いきなりこういうものが出てくると時間がか

なり経過いたしましたんで、もうここらへんで切りたいと思いますが、よろしいですか。それで

は、１番目はこれで終わります。それでは次２番目②説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 それでは緑温泉指定管理業務委託料（平成２６年度一般会計補正予算、第８号）について御説

明いたします。２７ページ目をお開き願います。 

緑温泉の指定管理につきましては御承知のとおり、本年度４月より昨年度まで管理運営をされ

ておりました有限会社パパスさっつるより、地域のことは地域でと有志の方が会社を設立し、指

定管理者として３年間受託されております。この間指定管理者におきましては、子供の日のイベ

ントを初め、緑のフェスティバル、緑神社祭典時の売店出店、ハロウィン、イルミネーションの

設置、雪祭り、スキー場とのタイアップ、冬期間のお客様が利用しやすいような営業時間の変更

と集客に向け鋭意努力をしてまいりましたが、地域性の高齢者が多いことによる収入の減、電気

料、燃料等の高騰等経費がかさみ、当初、指定管理者より提出された予算との乖離が今後の営業

に支障を来たす見込みとなってきました。 

議員の皆様におかれましては何度となく緑の湯を御心配され、産業課に足を運んでいただき現

状の情報交換をさせていただいていたところでございます。 

このたび、２月２日付で第三四半期までの営業結果をもとに、指定管理者より基本協定書を第

九条による協議の書面が提出され、平成２６年度の収支見込の添付がされたところであります。

２８ページ目をお開き願います。提出された収支見込みになりますが、４から１２月の小計で見

ますと小計欄、下から４段目になりますが、８４万６千４３６円の赤字であり、１月から３月の

見込みを足すと一番右側、年間合計下から４番目１９８万６千９３６円の赤字が見込まれます。 

２９ページ、Ａ３判をお開き願います。こちらのＡ３判につきましては、変更案を計上してお

ります。平成２２年度から平成２５年度までは、前指定管理者による過去の実績で、二重線で囲

われた平成２６年度見込みと指定管理者の予算比較が現状で予想される収支となり、Ａが収支見

込みＢが指定管理者の予算となり、Ａ引くＢが、予算との乖離で累積実績額１９８万６千９３６

円の赤字となります。その横が当初町が予算計上時に積算した予算額で、その横に積算変更案を

記載協議していただく案件になります。大きな変更点につきましては、パパスランドの予算計上

時に議員各位から御教示いただきました。販売部門の切り離しを行いました。今までは温泉収入

の赤字分を売店収入の黒字部分も入れて、逆に言えば町が吸い上げ、委託料を減額していた結果

となっていたことから、温泉に係る経費分のみを町が見る形に変更しております。支出につきま

しては、電気料、燃料費の高騰で指定管理者の予算との乖離が見られたことから、実績に合わせ

積算させていただきました。結果、積算変更案の差し引き累計額を見ていただきますとおり、収

支で５９８万円の赤字額となりますので、この額に委託料を変更させていただきたく、ご協議申

し上げます。 

なお、販売部門を切り離すことで、指定管理者側の収支は１７万７千円の黒字となる試算でも

あります。一番下をご覧願います。新委託料５９８万円から旧委託料４６５万円を差し引いた１

３３万円を３月定例会の際、補正予算で計上いたします。 

３０ページをお開き願います。第２表債務負担行為の補正になります。先ほど説明いたしまし
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た額に合わせ債務負担行為限度額につきましても変更となりますので、４６５万円かける３年分

１千３９５万円から５９８万円×３年分１千７９４万円の３９９万円の増額としております。以

上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。②の緑温泉指定管理者業務委託料、平成２６年度一般会計補正予算第８号説明がありま

したけども、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 

 ２８ページの２６年度差引額が１９８万６千９３６円で、２５年度の差引額がおよそ９５万円、

これ１００万円ぐらい違うんですけども、この１００万円の違い。どういった点が考えられるん

ですか。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 まず新しく事業展開されましたので、初期投資の部分そちらの部分も大体６０万ぐらいかかっ

ておりますし、電気料と燃料費とそれが高騰している部分があります。そちらの方で開きの方が

出ているような形となっております。ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 実質１９８万６千なんぼ赤字になって今回補正を組んだ１３３万円分。これが３年分上乗せさ

れるってことなんだけども、初期投資の部分、今６０万円と言ったけども、実質どうなんだろう、

１３３万実質は出しても、本当は赤字なんで、今回は６０万ぐらい赤字なんだけれども、初期投

資ということで済ましてしまったらそれで終わっちゃうんだけれども、今後どうなんでしょうね、

これぐらいの金額だときっともって大変かなというふうに思うんだけども。いくら大変でも委託

料なんぼでも上げるってわけにはいかないだろうし、自分たちでも努力しているというふうには

捉えているんで、これで３年間頑張ってくださいっていうふうに持っていくしかないのかなとい

うふうな思いも。 

それと、福祉入浴券がどのぐらい実際に使われているのかってちょっとデータがないようにみ

えるんだけども実質はどうなんですか。 
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○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただいまの池下委員のご質問にお答えいたしますが、現実的に初期投資の部分がありまして、

１３３万円増加いたしまして、５９８万円で年間やっていただくというような形でありまして、

その中で、またうちの方と指定管理者の協議となりますが、同じように第９条での申請があがっ

てくれば、常任委員会の中でお話をさせていただかなければいけない部分なのかなと思っており

ますが、とりあえず今までは販売部門、町の経費に委託料差っ引いてという形でやっておりまし

たが、今年から４月に溯って売店部門につきましては、指定管理者さんの方で行っていただくよ

うな形を取りますので、そちらの方では収支がプラスとなってくるのかなと思っております。温

泉部分につきましては、今でいきますと額で、トントンでいけるかなと思っております。 

また福祉入浴券の関係につきましては、これ保健サイド、前回以前の常任委員会でも話しまし

たが、保健サイドの方の数になっておりまして、緑の湯でいきますと、本年度平成２６年度です

ので、１２月末までの数字になってしまいますが、無料の高齢者２千９２９名、身障者３２４名

合計いたしますと３千２５３名となっておりますのでご報告いたします。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ３千２５３名って言ったら単純計算しても、入浴料が２００円ぐらいにしてもおよそ６０何万

ですか。大きいなとはこれは緑の湯だけじゃないんで、どこの温泉もそういった負担をかけてい

るっていうのは確かなんだけど、一番きついのは緑なのかなというふうには我々も思うんだけど

も。まだ始まったばかりでいきなりこういった赤字が出るとちょっと戦意喪失する部分はあるの

かもしれないけども、町がこういうふうに対応することによってまたやる気が出て、なんせあそ

こはさくらの滝にしても神の子池にしてもちょうど中間地点で、どっちにしても立ち寄れる場所

なんで。上手くそこを活用しながら頑張っていただきたいなというふうに思います。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 緑の湯ヴェルデに関しましては今年まだ１年たっておりませんが、それぞれ努力されて入浴者

のそういう部分は検討していていただいております。ただやはり今年に関しましては、燃料代、

電気料、これらの部分ございました。それと１月に入ってから吹雪等での休館が非常に多いとい

う部分もございます。そういうことでかなり苦労している分もございますが、ヴェルデにつきま

しては、努力をされながらですね。経費の削減をしながら、運営に努めていただいているという

こともございますので、今回の部分につきましては御理解をいただきたいというふうにお願いを

申し上げます。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 
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○加藤委員 

 最初に、ここで緑の湯に関する基本協定第９条による協議となっていますが、基本的にまず２

５年度末のこの赤字年間９０万。こういう形の中で町が全く前年度と同じ金額で、これを指定管

理で３ヵ年間のことを結んでいた基礎というのが大きく間違っていたというか、問題がそこには

まず第１点あったように思うんですね。で今回こういうふうに改正しなければならないと当然あ

ってもやむを得ないことだと思いますが、ただここで気をつけないとならないのが指定管理なん

ですよ。業務委託でないですよ。指定管理っていうことになりますと、最初に募集したときに、

公募をかけて査定の中で入っていたという状態があったと思う。そうすると、相手側に対してそ

れなら俺らだって出来たぞという問題点も発生してくるんですよ。ただ金額だけでない地域貢献

度、そういうもの踏まえての今回の指定だったと思うんで、特にそこはないと思いますが、ただ

初年度の最後に来て、こういう形で修正をかけられて、基本的にその指定管理の条項項目以外の

部分でやらざるを得ない環境というのが少なくても、当初半分ぐらいの部分は予想がついた部分

なんですよ。今回こうやって見直ししていくんですが、今後とも、この要綱に定められている以

外の部分での大きな差というのが出てきたときに、これ何回もやるわけにいかないと思うんです。

この３年間のうちで今回が最後だと思うんです。ただ要綱の中にある１割やいろんな問題につい

てはできると思いますが、そういう時にこれ十分協議していかんとならんですが、その中で一番

大きな先ほどもちょっと話題になりましたが、この福祉風呂の扱い方、福祉のこの扱い方担当は

違うと言いながら、これは収入として見るのか、あるいは費用の分できちっと見たことに今回の

修正で見たことになるのか、ここの判断は、今の段階でどのように捉えているんですか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 確かに無料入浴券の部分、補助をするとか町の方からその分については出すという形になった

場合については、管理者にしてみれば収入という扱いになってくるというふうに思います。ただ

私どもの方はあくまでもその分につきましては、それに付加価値のつく事業展開をやってくださ

いということで、プラスアルファのサービス、そういうものを提供していただくということでそ

の分についての収入という形で理解をしてございます。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 基本的に現段階でその福祉風呂の関係に部分については、指定管理業者そのものの独自の判断

というか経営努力の範囲内ですよと収入についてみませんという形の中で統一されているってこ

となんですか。要するに今後、この問題について協議をしていく内容なのかこの部分については

もう整備された部分なんですか。基本的に今まではそれぞれの風呂３つとも指定管理業者が経営

努力の中でやってくださいという形の中で、今回推移をしてきた。前回夏の町長との議員協議会
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の中でこの問題についても一部出たわけです。それは明年度に向けてきちっと収入で見るのか、

費用の方で見るのか、そういうものをきちっと検討していかなきゃなりませんねと前へ向かって

進みますと。こういう回答があったわけですが、今回、この緑の湯の年間の指定管理額を変える

という時点で、それらについては整理がついているのかどうなのか。 

 

○村島委員長 

 はい野呂田君。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今の加藤議員からの御指摘でございます。ただ福祉入浴券につきましては、まだ制度がき

ちんとした形では確定はしていない。これは事実であります。明年度入ってからきちんとした形

で要綱なりを策定して実際はやっていくと思います。ですので、今回５９８万円につきましては、

それらを含んでいない形でやっております。町の方の予算、それからヴェルデさんからの予算額、

それを合わせた形で５９８万円となっておりますが、５９８万円もあくまでも限度額であります。

ですから議員さんも御承知のとおり、毎年２月に新年度の予算というのを各指定管理者から上げ

ていくような形となっておりまして、それをもとに基本協定書を結んだあとの年次協定書を結ぶ

ような形になっておりますので、きちんとした形で要綱が確定して、どれだけ出すのか町の方で

それらを含めた形で、今後は会社ですので、税理士さんとも相談して、収入の部分になるのかと

いうものを把握した上で決定していくのかなというふうに考えていますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 この福祉風呂については、３つの風呂共通の問題点で整理をしていかないとならないというこ

とだったんですよ。ですから今回やるときには、基本的にその辺について整理がされた上でスタ

ートをかけてこないとならない問題だと思うんで、内部協議を十分にされたらいいと思います。

もう１点は先ほど言いました高齢者の風呂の２千９２９っていうのは緑の湯だけの人数ですね。

その後に言われました個室風呂なんですか。この障害者のこの関係が３２４名。これについても

無料だと思うんですが、こっちの障害者の関係についてもゼロという状態のままの推移をされて

いると。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ７０歳以上の方については２４回無料、その後は２００円ずつになっております。身体障害者

の場合は確かですね。３級以上の身障手帳、３級以上の方が対象ということでこちらにつきまし

ては無制限で福祉入浴という形ですね。指定管理者のご厚意のもと言葉悪いですけども、実際や

っていたというのがありますので、それらも全部含めた中で、福祉入湯という形なりますので、

今後の協議の中でまたお話をしていかなければいけないのかなと思っておりますので、私どもも

保健福祉サイドだけの問題ではないと思っておりますので、役場の横の提携をとりながら運営の
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方をやっていきたいなと考えておりますので、御理解いただきたいと思っております。 

 

○加藤委員 

 そういうのはいいんです。福祉風呂については３施設そのものの問題でいいと思うんですが、

障害者風呂については、これ２カ所しかないそういう問題点もあります。そしてその使用割合と

トータル的にそこに加算されるウエイトの問題。そういうものも十分協議されまして、全施設が

同じようにある場合はいいけれども、無い場合において、これは努力ですとか、そういう形でい

くとまた一般的ないろんな問題点が出てくるので、それぞれの施設とそれぞれの内容に応じて、

それぞれの地域で最大限の効果の出るような方法にどうやってしていくかという問題なんで。ち

ょこちょこ制度を変えていく、金額を変えていくことのないようにきちっとした形の中で、利用

者もあるいは運営者も理解のつく中でやっていく。委員会の中では、はいはいと言っているけど、

全く前に進んでないですから。きちっとやってください。 

 

○村島委員長 

 はい野呂田君。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 何とか委員の期待に応えられるようにやっていきたいと思います。身障者につきましてはすべ

ての身障の方が別室に入るのではなくて、例えば身障の１種１級でいきますと、ペースメーカー

が入っているという方とかは普通の温泉にも入れるわけでありますので、それはもう保健サイド

ともですねお話ししながらやっていきたいと思います。 

ただ議員御指摘のとおり２箇所しかなく、もう一カ所については、一般入浴しかできないよう

な形でありますが、身障の項目によっては、一般風呂でも可能なのかなというふうに思っており

ますので、それも考えながら協議をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 一言だけ私のため、委員会のために物事が進むのではなくて、町民のためですので、言葉だけ

間違わないようによろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 福祉風呂の件、これについて私もちょっと勉強不足で、その指定管理のご厚意でやっていたと。

話に聞くとね、個室に一人一人利用されるんですけど、そこの施設ではやはり１回入ると一人ず

つ綺麗に掃除してということですよね。次々普通の大浴場みたいに次々と入れるんじゃなくて、

一人入ると綺麗に掃除して非常に手間のかかることなんで、やはり加藤委員が言われていたよう
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に、そこはしっかり町の方でやっぱり重度身体障害者、そういう人達に無償で提供するというこ

とになれば、福祉課の方からも何らかの方向でそこら辺をやっぱりきちっとやってかないと。た

だご厚意じゃ結構手間暇かかる施設なんで。その部分については、特にそこら辺十分に検討して

いただいて進めていただきたいなと 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ただ今のご意見でございますが、加藤議員、田中議員からも委員長の方からもお話ありました

けど、おもやり風呂的なものが２カ所あります。無いところが１カ所でございます。それらの施

設に応じたですね、管理関係これらも精査しながら整理し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。 

 

○村島委員長 

 どうですか。時間が大分経過していますから、前に進みたいと思います。 

 

○村島委員長 

 ③の緑清荘について、説明願います。はい、 野呂田君。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 緑清荘管理運営費事業補償金（平成２６年度一般会計補正予算第８号）についてご説明いたし

ます。３１ページ目をお開き願います。 

１の経緯でありますが、今回ご協議申し上げます緑清荘の管理運営費の保証につきましては、

昨年６月ごろより給湯、暖房設備に利用する膨張タンクの破損により水道料、燃料費の増加に係

る相談が２月５日にありました。 

２の内部協議の結果につきましては、今回の破損箇所が非常にわかりづらい箇所であり、指定

管理者においても、原因究明に対処を行っていましたが営業を継続している限りでは発見が困難

であったことがあります。しかしながら、施設の維持管理運営につきましては、指定管理者にお

願いしている部分でもあります。そのことから損失部分を施設設置者であります町と指定管理者

との折半により負担したいと考えております。 

３の金額につきましては、施設利用者数の増減や途中で燃料を重油から灯油に変更等非常に算

出が複雑になりますので、昨年対比の増加分で算出しており、設備故障により生じた損失額２８

５万４千７８円の２分の１である１４２万７千円を計上いたします。 

４の参考資料は、緑清荘指定管理に係る基本協定書の抜粋で不可抗力発生時の対応と費用負担

について記載しております。それでは経過についてご説明いたしますので、３２ページ目をお開

き願います。昨年の６月使用の水道使用料、燃料使用料が大幅に増加したことにより、指定管理

者が機器の調査を行い清掃の徹底点検を実施しましたが、原因が究明できませんでした。これは

営業している間、夏季期間の利用客数の増によりお湯の使用料が増加し、例年の使用料となった

ことから膨張タンク故障によるオーバーフロー分が減少したことによります。１０月より館内暖
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房使用を開始し、１１月分の水道燃料の増加を再確認したため、再度点検地下等にもぐり漏水等

も認められない状況だったため、１２月１１日に一部施設を一時的に休止し、再度調査を行った

結果、膨張タンクの故障が、発覚したものでございます。早急の処理が必要だったため、修繕の

手続を行い１２月３０日には修理を終え、１月実績を確認した結果各使用数量が通常に戻った結

果となっております。改めて指定管理者において金額を確認した結果が、１２番に記載した金額

であります。３３ページ目が指定管理者に報告のあった２５年度と２６年度の各月の実績になっ

ております。これを基に６月から１２月までの増加分により一番右側になりますが、水道料４５

万７千６３０円、燃料料金２３９万６千４４８円の合計２８５万４千７８円の折半額１４２万７

千円を計上いたします。 

冒頭述べましたとおり、本来であれば、施設の維持管理運営につきましては指定管理者の責任

において本来行うべき事項でありますが、不可抗力による故障箇所発見の困難さを勘案いたしま

して、折半したことと収支赤字決算にて来年度の営業にも支障を来す可能性がございますので御

理解をいただきたいと存じます。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今緑清荘管理運営事業保障金平成２６年度一般会計補正予算第８号について説明が

ありました。委員の方何かご意見ありませんか。はい、池下委員。 

 

 

○池下委員 

 緑清荘のタンク修理ということでの予算計上。それは全然私もやぶさかではないんですけども、

緑清荘の話が出たので委員会の中でこの項目ではありませんけども、町民の方から緑清荘の批判

というんですか。対応が余りにも最近ひどくないかという話があります。実は去年からいろんな

町民の方に、私も伺っているんですが、これ産業課の方で行って色々とお話をされていると思う

んですが、一向に改善されるようなところが見られないという話をまた最近町民の方からお伺い

しているんです。指定管理ですから、あまり害なことは言えないのも行政側としてはわかります

けれども、常にそういった町民の方々の意見というものやっぱり尊重に受けとめて、もう少し緑

清荘側に言ってくれてもいいかなというのは思うんですけど、いかがですか。 

 

○村島委員長 

 はい、 野呂田君。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 池下議員の御質問にお答えいたします。私どもの方に直接来たお話ですとか議員さんの方に通

じて私どもの方にお話いろいろ伺います。その都度ですね。緑清荘の方に出向きまして社長さん

の方にお話をさせていただいているところではあります。指定管理者は、平成２７年度からまた

現在の指定管理の方でお受けするような形になりましたけれども、その中の選定委員会の中で、

多種のそのようなお話も含めましてさせていただいてございますので、何とかして管理者さんの

方で改善点について内部で協議を実施してもらって、出来るものからやっていただくという形で

お話をさせていただいておりますんで、ご理解いただきたいと思います。 
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○池下委員 

 この１２月ですか。たしか今後ですね。５年契約になるというふうに委員会の中でも説明があ

りましたけど、３年契約からこうやって５年契約に変わっていくということを踏まえて、やはり

こちら側も５年にするんで、緑清荘側もいま一度従業員の対応について、社長の方からやっぱり

もう一度ちゃんと協力してもらいたいということをお願いしておきたいなというふうに思いま

す。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今の御意見こちらの方もいろいろ苦情を聞いた部分もあります。その都度緑清荘の方にも

話をしながら改善求めているところでございます。早急に対応できる部分できない部分、いろい

ろございます。なるべく早いうちに改善できるような形でお話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。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。なし。はい。それでは前に進みます。それじゃあ④はい。 

野呂田君。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 清里町地域経済活性化（住宅リフォーム事業）実施要綱の一部改正についてご説明いたします。

３４ページ目をお開き願います。 

清里町地域経済活性化（住宅リフォーム事業）実施要綱につきましては、平成２５年度要綱を

改正し、本年平成２６年度までの時限要綱となっております。今回要綱を改正し、期間を平成２

７年４月１日から平成３１年３月３１日までの４年間に延長し、事業を継続してまいりますので、

ご理解をいただきたいと存じます。 

なお、附則につきましては施行期日の記載となっております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今清里町地域経済活性化住宅リフォームの事業実施要綱の一部改正について説明ありまし

た。委員の方よろしいですね。 

 

○村島委員長 

 前に進みます。それでは⑤はい。平成２７度一般会計当初予算主要施策事業。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 議案の３５ページをご覧願います。５款農林水産業費、１項農業費、３目畜産業費、施策名町

営牧場管理運営事業です。これにつきましては町営牧場の草地維持のため追肥事業を実施するも

のであります。事業料につきましては、第１牧から第６牧までの３７．４ヘクタールとなり委託
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料として１７２万８千円を予算計上します。財源については全額一般財源となります。 

続きまして、４目農地開発事業費、施策名国営土地改良施設整備事業です。これにつきまして

は、国営施設機能保全事業としてウエンベツ川地区の事業採択による事業費の予算計上となりま

す。財源につきましては一般財源１９万７千円となります。 

続きまして、５目道営整備事業費、政策名道営農地整備事業です。これにつきましては、道営

農地整備事業清里地区にかかる平成２７年度の事業予算計上となります。事業費につきましては

５千６９万３千円となり、財源につきましては、道支出金５５８万２千円。地方債１千３６０万

円。その他として受益者分受益者分担金４１０万円。一般財源２千７４１万１千円となります。 

続きまして、同じく５目道営整備事業費、施策名多面的機能支払交付金事業です。これにつき

ましては、現行の事業実施地区である上斜里、江南地域資源保全プロジェクトにかかる事業費計

上となります。事業費につきましては、１千９１７万６千円。財源につきましては道支出金１千

４３３万５千円。一般財源４８４万１千円となります。なお現在地区の見直しを検討しておりま

して、全町的な取り組みとなるよう進めているところであります。地区見直しにより、面積増に

よる交付金の増額が伴いますので、事業費の４分の１となる町負担分につきましては、補正予算

計上となりますことをご報告いたします。 

続きまして、６目町民活動施設費政策名町民活動施設管理運営事業です。これにつきましては、

施設運営にかかる需用費、委託料が主なものとなりますが、施設管理につきましては、現在有限

会社パパスさっつると長期継続委託契約を締結しており、委託料４６９万８千円を予算計上する

ものです。加えてパパスパークゴルフ場生垣剪定委託料として９７万２千円を予算計上いたしま

す。事業費９５６万４千円の財源につきましては、その他として、町民活動施設使用料１９万円、

一般財源９３７万４千円となります。 

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主幹 

 引き続き、産業課商工観光林政グループ所管の平成２７年度主要施策事業についてご説明いた

します。３６ページ目をお開き願います。２款総務費、２項総務管理費、８目町有林管理費、町

有林管理事業につきましては、計画的な森林整備を進める上で管理費に２４１万１千円、新植事

業に８７１万５千円、下刈事業に１１０万２千円、伐採事業に１千７７万９千円の計２千３００

万７千円を森林環境保全整備事業補助金で８７９万８千円。林野基金繰入金６４７万６千円。一

般財源７７３万３千円で計上しております。 

２款総務費、４項庭園のまちづくり事業費、１目ふるさとの森づくり事業費、ふるさとの森づ

くり事業につきましては、５年計画で実施してまいりました最終年度になる、江南フラワーパー

クの上部を会場に植樹祭を実施する経費１２８万５千円を一般財源で計上しております。昨年と

同等の樹種の剪定本数を予定しております。 

同じく２目花と緑と交流のまちづくり事業費、花と緑と交流のまちづくり事業につきましては、

住民参加と協働で築く景観づくりを基本に、花壇植樹帯等整備事業に５２２万円、都市農村交流

事業に２４６万１千円、ウオーキング事業に３０万円の計７９８万１千円を雑入で１０万円、一

般財源７８８万１千円で計上しております。都市農村交流につきましては、例年参加しておりま

す鶴ヶ島産業まつりのほかに、昨年新たに立ち上がりました「ゆいまーる清里」新ご当地グルメ

推進協議会が参加予定しております。新ご当地グルメグランプリ札幌オータムフェスティバル、
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北海道ガーデンショーに参加する経費を支援してまいります。 

５款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興費造林推進事業費補助事業につきましては、民

有林地の森林整備を推進し、森林経営の安定を図るため新植事業で２７１万５千円、下刈事業４

２万円、除間伐事業２３万１千円、殺鼠剤散布事業３万５千円の計３４１万１千円を、未来につ

なぐ森づくり推進事業費補助金７２万５千円、一般財源２６７万６千円を清里町森林整備事業補

助金交付要綱により補助してまいります。 

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費の商工振興対策事業につきましては、地域商工業の

振興及び地域の活性化を目指し、事業展開する商工会中央商店街協同組合を支援する経費として、

商工会に８４４万５千円、中央商店街協同組合に６５万円、各種活動を実施する経費を商工振興

事業補助として７７０万円の計１千６７９万５千円を一般財源で計上しております。 

３７ページ目をお開き願います。同じく中小企業融資貸付制度事業につきましては、清里町中

小企業融資制度要綱に基づき補助する経費３１５万円を一般財源で計上しております。 

同じく住環境づくり推進事業につきましては、先ほど要綱の改正を御説明いたしましたが、平

成２６年度同様の３０件９００万円を一般財源で計上しております。 

同じく２目観光振興費、観光協会補助事業につきましては、特定非営利法人清里観光協会の円

滑な運営を支援する経費として２５３万円、斜里岳安全祈願碑移設事業として５３万４千円。斜

里岳登山道整備補助として９６万５千円の計４０２万９千円を一般財源で計上しております。観

光協会補助につきましては、事務局長人件費を月額１２万円から１５万円に３万円増額し、３分

の２を補助する額及び事業費の精査により昨年度と比較し、３２万円増額となっております。斜

里岳安全祈願碑移設事業につきましては、清岳荘までの道の途中にあるオホーツク展望台に設置

されている安全祈願碑ですが、登山者が余り訪れないことから、山小屋清岳荘のそばに移設する

費用となっております。斜里岳登山道整備補助につきましては、斜里岳登山道の荒廃が激しく本

常任委員会でも話題に上がっておりましたが、登山に慣れているガイド協会のメンバーによりま

す登山道整備を行っていただく費用を計上しております。根本的な石積み等の整備が実質困難な

ことから、土のうによる整備をお願いするところでございます。 

同じく地域イベント支援事業につきましては、緑のフェスティバル負担金として１９２万８千

円。ふるさと産業まつり負担金として４８０万２千円、ウィンターフェスティバル負担金として

３０万円を各実行委員会に補助する経費として計７０３万円を一般財源で計上しております。な

お緑のフェスティバルにつきましては、一部自治会内から大変だとの声も出ているのも事実であ

り、平成２７年度までは継続する旨の説明を受けているところでもありますので、緑自治会の御

意見を参考に今後の継続の有無を平成２７年度に確認をしてまいります。 

同じく温泉施設管理運営事業につきましては、緑清荘は委託料なし。パパスランド１千１５０

万円、みどりの湯５９８万円の計１千７４８万円を一般財源で計上しております。同じく３目オ

ートキャンプ場費オートキャンプ場管理運営事業につきましては、施設の管理運営事業として４

９４万円。オートキャンプ場施設塗装事業として、２８７万円をキャンプ場使用料３３２万２千

円。公衆電話料１千円、一般財源４４８万８千円を計上しております。なおキャンプ場につきま

しては木製の施設となっていることから、塗装事業を平成２７年度に管理棟と大型東屋、平成２

８年度コテージ５棟、平成２９年度バンガロー７棟、平成３０年度に炊事場等その他施設を４年

サイクルで計画に実施していきたいと考えております。３８ページ目をお開き願います。 

同じく４目江南パークゴルフ場費、江南パークゴルフ場管理運営事業につきましては、管理運
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営事業として７０９万３千円をパークゴルフ場使用料で１８６万３千円、電気水道料で４万８千

円、雑入で３万円、一般財源で５２３万円を計上しております。 

町の施策に係る政策予算につきましては、本年度骨格予算のため、６月定例会での補正予算計

上となりますのでご理解を賜りたいと存じます。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今平成２７年度一般会計当初予算主要施策事業産業課所管分についての説明ありま

した。委員の方、何かありませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 ３つほど聞きたいんですけど。斜里岳登山道整備で９６万５千円出ていますけども、先ほどの

説明を聞いていると山岳ガイドで土のう積んで直すっていうことで計画をしているらしいけど

も、この程度の金額だとそんなに害な整備はできないのかなというふうに思いますけれども、こ

れガイドさん、プロの土建会社ではなく、ガイドさんにやってもらうということで大丈夫ですか。 

 

○村島委員長 

 はい。野呂田君。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 池下議員の御質問にお答えいたします。今までも観光協会を通じてガイド協会で土のうの袋で

実質できる範囲でやってもらってはいたんですけれども、やはり荒廃の激しさがありますので、

土のうも二重にするですとか、それらも含めましてやる経費といたしましてこの金額で計上して

おります。実質的に斜里岳の登山道につきましては、今まで平成２５年の２月から南部森林管理

署、それから北海道ともずっと協議を９回ほどやってきましたけれども、なかなか国有林という

ことと、道立自然公園ということで両者にお願いをしているんですが、いいお返事がいただけな

いような形になっております。これが国定公園なりでいきますと環境省の補助等でメニューがあ

るんですけれども、道立自然公園の中ではメニューがない状況でありますので、できる範囲での

補修というような形となりますので、ちょっと丈夫なスーパー土のうと申しますか、そういうの

を活用しながら今までは登山の前にガイド協会の人１回程度やっていたんですが、今回は予算も

上げさせてもらいましたので、その都度行っていただきまして実施をしていただく形をとってい

きたいなと思います。これも単年で終わるとは全然考えていませんけども、明年度以降も今年度

の様子を見ながら、今年使う土のうの袋がどれだけ丈夫なのかも見ながら、また２７年度・２８

年度という形で継続性はもっていかなければいけないかなと思っておりますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

 

○池下委員 

 たぶんこれ補修ということになれば、主に新道の方が重点的になるのかなと思うし、またこの

財源というのは、この安全祈願祭の方もそうなんですけども、すべてこれ一般財源から出ている

っていうこともあるんですけども、やはりこういった整備を行うというのはあまり補助金だとか

あてにしないで、毎年この金額でなくても、もっとこの倍でもいいし、３倍でも良いんで、観光
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協会の方に毎年お願いして、随時この整備を行っていかないと。ある意味斜里岳に登山に来る人

に対して、うちの町も交流人口増やそうということで、いろいろとやっている中で登山道がしっ

かりしてないのに、何が百名山だって言われかねないんで、やはり毎年のように予算を組み立て

てやっていく方がベストかなというふうに思いますので、なんとかそういう計画案で進めていた

だきたいなというふうに思います。 

 

○村島委員長 

 はい野呂田君。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 先程補助金のお話もございました。私どもの方は補助金も調査の方させていただいたんですけ

れども、実質的に国有林という形、それから道立自然公園という形で補助金の方も地域政策交付

金と北海道の補助金があるんですが、それを使うためには、町の土地にしなきゃいけないなとか、

いろいろな制約がありまして、この度池下議員さんからのご指摘のとおり一般財源で組まさせて

いただいたような形をとっております。お話しいただいたとおり継続性を持って整備の方進めて

まいりたいと存じておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。田中委員。 

 

○澤田副委員長 

 この登山道の整備ということで、先程の説明の中では土のうだとかを積んで補修をしていくと

いうことなんですけども、土のうを積んでも大変なこれ落差が３メートルもあったりする危険箇

所で、そこら辺、土のうを積むとなると非常に大変な工事かなと思うんですけども、やはり新た

にひどい部分は、迂回するとかそういうのはどうなのか。それは、許可になるのかどうなのか。 

 

○村島委員長 

 はい。野呂田君。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 澤田議員の御質問にお答えいたします。先ほど平成２５年２月から協議というお話で、私ども

の方も、例えば今荒廃している激しいところを１回迂回させてそこに草が生えてという自然の名

残とかも考えてはいたんですけども、どうしても斜里岳が一番保護に厳しい水源涵養林の縛りが

凄いあるんですが、南部森林管理署さんの方にお話ししたんですけども、迂回路については、木

を切ったりする部分については、一切手出しは出来ないという回答をいただいておりますので、

それらも含めながら強い土のうについてやっていきたいなと思っております。根本的には羅臼岳

さんですとかにつきましては、環境省で石積み等をやってはいるんですが、ヘリを導入してです

とかになってきますと、町単費ではなかなか難しい部分がありますので、既存の予算の範囲内で

土のうで、恒久的な対応にはならないんですけれども、毎年度登山道を見ながら継続性を持って

行っていきたいと考えておりますので御理解いただきたいと思います。 
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○村島委員長 

 よろしいですか。それでは、⑥ですね。 

 

○焼酎総括主査 

 平成２６年度、清里焼酎販売実績第３四半期について御説明申し上げます。３９ページをごら

んください。 

初めに１２％製品につきましては、ナショナルブランド２製品で販売数量１千４２６本、販売

金額で３１万１千９１９円。前年度対比で販売数量３２４本、販売金額１１万２千３８９円の増

となっており、総販売額の割合で０．６４％となっております。 

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

の合計５製品で販売数量２千５８７本、販売金額１８０万２千７３１円。前年度対比で販売数量

１千４８９本、販売金額１０７万１千 8４７円の減となっており、総販売額の割合で３．７１％

となっております。 

次に２５％製品につきましては、ナショナルブランド１４製品、プライベートブランドの１７

製品の合計３１製品、販売数量で３７千６０９本、販売金額３千１０６万２千９９４円。前年度

対比で販売数量２千６１本、販売金額で７１万２千６９３円の減となっており、総販売額の割合

で６３．８１％となっております。 

次に３５％製品つきましては、ナショナルブランド１製品、プライベートブランド１製品の合

計２製品で、販売数量６９１本、販売金額６５万３千８１２円。前年度対比で販売数量２２１本、

販売金額に２０万９千５７６円の増となっており、総販売額の割合で１．３４％となっておりま

す。 

次に、４４％製品につきましては、ナショナルブランド８製品、プライベートブランド２製品

の合計１０製品で、販売数量６千２５５本、販売金額１千３０４万９千９３８円。前年度対比で

販売数量５２４本、販売金額７９万３千２０４円の減となっており、総販売額の割合で２６．８

１％となっております。 

次に、その他につきましては、ナショナルブランドセット商品２製品で、販売数量１２０９本。

販売金額１３１万９千８９円。前年度対比で販売数量１千１６１本、販売金額１２７万８千８８

９円の増となっており、その販売額の割合で２．７１％となっております。次に酒類外で清里の

水５００ｍｌ、１製品販売数量６千７９１本、販売金額４７０万９６４円。前年度対比で販売数

量３０３本の増、販売金額１万１千５５１円の減となっており、総販売額の割合で平均０．９７

％となっております。 

酒類外包装資材送料他、消費税合わせまして販売数量７万３千８７本、販売金額５千３７９万

１千１５円。前年度対比で販売数量５１８本の減、販売金額７８６万３３６円の増となっており

ます。 

ここで前回の常任委員会においてご報告できなかった件について、ご報告をさせていただきま

す。個人と卸しのキャンセルの状況についてでありますが、個人につきましては、他の商品への

振替及び発送時期の変更にて、ご了解をいただきまして、焼酎の購入をやめられた方はいらっし

ゃいませんでした。 

卸のキャンセルにつきましては２件、７２本となっております。過去３カ年の浪漫クラブの販

売状況につきましては、平成２３年度が４千５９５本、平成２４年度が６千３２３本、平成２５
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年度が４千８１３本となっております。以上で説明を終わらさせていただきます。 

 

○村島委員長 

 平成２６年清里焼酎販売実績第３四半期の説明がございました。何かございませんか。ありま

せんか。よろしいですか。すすめます。⑦説明願います。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 平成２７年度焼酎事業特別会計予算について４０ページから４２ページの資料でご説明申し上

げます。最初に製造販売計画からご説明申し上げますので、４２ページをご覧ください。平成２

７年製造計画ございますが、ページ左上に記載しております１製造計画をご覧ください。製造計

画においては、じゃがいも原料を１万７千４００キロ使用して、１４回の仕組みを予定し、２５

キロリットルを製造する計画でございます。じゃがいも原料につきましては、１回仕込みに使う

量につきましては、１千２００キロですが、原料の選別における歩留りを考慮し、これまでの実

績に基づき３．６％分を上乗せして、１万７千４００キロとしてございます。 

次に２の販売計画でありますが、販売本数を１１万５千９４０本、焼酎２５％換算数量で６５．

３キロリットル、販売金額を８千８９５万５千円で計画しております。内訳につきましては、焼

酎製造で、販売本数８万４千２６０本、販売金額８千７万４千円。清里の水で販売本数７千５０

０本、販売金額５０万２千円。包装資材で販売本数に２万４千１８０本分１７９万円、消費税が

６５８万９千円となっております。 

次に４０ページをご覧ください。予算の総括について歳入から説明申し上げます。１款財産収

入は前年度より１千８９５万５千円増の、８千８９５万６千円であります。内訳は、焼酎売払収

入が８千８９５万５千円、積立金利子が１千円となっております。繰入金は前年度より７１２万

円増の１千８１０万７千円であります。内訳は一般会計繰入金１千８１０万７千円であります。

３款繰越金は前年度同額の３０万円であります。４款諸収入は、前年度同額の１万５千円であり

ます。歳入合計の予算額は前年度より２千６０７万５千円増の、１億７３７万８千円であります。 

次に歳出について御説明申し上げます。１款総務費は前年度より１千４万３千円増の５千５７

４万１千円であります。増加の主な要因は、人件費１名分の増加及び販売数量増加に伴う公課費

の増加が主なものであります。２款製造費は前年度より、１千６０３万３千円増の５千１６０万

７千円であります。増加の主な要因は、製品販売数量増加に伴う瓶詰数量の増加に必要な賃金、

事業費の増加が主なものであります。３款公債費は前年度同額の３万円であります。４款基金積

立金は本年度予算計上しておりませんので前年度より１千円の減となっております。 

次に、４１ページをご覧ください。款別、性質別、節別、予算分類表をご覧ください。表の左

の欄で、人件費、物件費、公債費、基金積立金に区分しております。人件費につきましては、職

員１名分の増加及び定期昇給による増加分を見込んでおり、前年度より９３４万８千円増の、２

千９３７万５千円であります。物件費につきましては製品販売数量増加に伴う瓶詰数量の増加に

必要な賃金、需用費、公債費の増加分を見込んでおり前年度より１千６７２万８千円増の、７千

７９７万３千円であります。以上、説明を終わらさせていただきます。 
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○村島委員長 

 ただいま、平成２７年度、焼酎事業特別会計予算について説明がございました。何かございま

せんか。委員の方、何かござませんか。加藤委員 

 

○加藤委員 

 まずあれこれ基本的にですね、前年度の年度末における瓶のやっぱり足りなかった分、この部

分における損失がないという表現がされているわけです。その辺についてそのとおりなんですか。 

 

 

○村島委員長 

 はい、武山君。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 先ほど御説明させていただきましたが、卸のキャンセルにつきまして２件７２本金額にいたし

まして、５万７千５２８円という金額でなっております。 

 

○加藤委員 

 キャンセルがそうだったと言いながら、他の町村では物が実践に無かったわけですね。それら

の部分についてすいませんで済む話では無いんですよ。その原因と責任はどこにあったのか。き

ちっと説明されないと。前に進めないと思うんですが、それについてどうですか。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 今御質問の関係でございますが、昨年１２月により樽の瓶が不足したということで、１月の常

任委員会の中でもご報告させていただきました。今回１２月末の第三四半期の売り上げというこ

とで報告させていただいておりますが、その中で、実際にマイナスの部分、まだございます。損

失がなかったのかと言われますと、それについては１２月に瓶があればまだまだ黒字になってい

たという部分もあるのかなというふうに理解をしてございます。ただ、１月の方に留保をした部

分もございますので、１月の部分で売り上げが前年対比の部分では、上昇しているという部分ご

ざいます。総体の流れの中では、前年の売上よりは現在のところは上がっているというふうに解

釈してございます。今後の部分で、瓶の不足の部分関係があったことにつきましては、１月の委

員会時にもお詫びをしたわけでございますが、今後無いような形で事業推進していきたいという

ふうに思っております。 

今回の予算計上、２７年度予算計上につきまして、かなり大きな売り上げ収入増を見込んでご

ざいます。これにつきましても販路の拡大なり営業努力は、今回のような瓶の不足が無いような

状況のもとで推進していきたいというふうに考えておりまして、今回予算計上しておりますので、

ご理解いただきたいと思います。 

 



 

- 42 - 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ９月のスタートの時点で瓶ができなかった。その時点で焼酎事業すべてに対して、如何なのか

と。そういうことがないようにしていきますということで始まったわけですよ。 

それが一番大切なときに、瓶を無くした時点で、今日来て、今後は無いようにします。それは

９月の時のことと全く一緒なんですよ。今日はこれ以上この問題言いません。ただ、責任を誰が

とるのか。どういう改善策ができたのか。これを明確にしないと私は前に進まないと思いますよ。 

それといま２７年度の計画の話がありましたが、もう一度丁寧に聞きます。２５年度にトータ

ルで売れた全部の瓶の本数と売り上げ、２６年に売れた見込みそして２７年の事業計画の数字。

一連について丁寧にもう一度皆さんに十分に理解できるようにちょっと説明ください。２５年度、

そして２６年度の販売見込み、そして２７年度の事業計画の本数。金額。もう一度きちっと流れ

を通して説明してください、合計でいいです。そんな細かい数字でなく合計でいいですよ。何が

何本、何が何本入りませんよ。２５年度実際にトータル何本売れて、結果的に何ぼの売上だった。

２６年度はなんぼの見込みでもうここで説明されたでしょ。それ、もう１回説明してください。 

 

○村島委員長 

 はい武山君。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 ２５年度の実績でございますが、販売数量につきましては、４２ページに記載してございます。

２５年度の年度別製造販売数量におきまして、二段目の販売数量をキロ数でありますが、４８キ

ロリットルという数字になってございます。 

 

○加藤委員 

 本数は。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 ２５年度の本数でございますね。２５年度の販売実績につきましては６万１千９６２本となっ

てございます。２６年度の販売見込み本数につきましては、今手持ちで資料が出ませんので、お

時間いただきたいと思います。２７年販売計画本数につきましては、同じく４２ページに記載し

ております。販売計画にも記載しておりますが、収入合計で８万４千２６０本。こちらには焼酎

の本数の集計がされておりませんでしたので、１１万５千９４０本から飲料水７千５００本、包

装資材２万４千１８０本を差し引いた数字となりますので、焼酎としては、８万４千２６０本の

販売計画をしてございます。２６年度３９ページ・・・・・・・・ 

 

○加藤委員 

 もういいです。基本的に今年度の焼酎の売り上げ本数の見込みが、担当者がパッと出てこない

自体、どうなっているんですか。言われたら、べらべら話してそこまで詳しくいらないって止め
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るぐらいなんだよ、本来は。 

今年度実際に売れる本数って何本なの。来年度、何本計画しているの。何割増しなの。そのこ

とを踏まえた時に単なるいじめているわけではないですよ。９月のスタートの時点でトラブルを

起こして、一切起きるはずで無かったことがまた暮れに起きてしまった。尚且つ、それ以外の問

題もあるわけでしょう。そう踏まえた時にその原因と今後の対策をきちっとここで提示しなかっ

たら、まずは来年度に対する計画なんてすることが出来ないんですよ。ましてその時に焼酎の本

数の売上割合、何割増です。ここで説明したら以上で終わりますではないんですよ。この販売計

画のためには、こういう基礎数字とこういうものの他にこういうことがあって、来年度はやれま

すと。やらんかったら、認めてもらえない数字なんですよ。２７年度はこれだけかかります。だ

からこれだけ売りたいと思います。できなかったとか努力したけどすいません。そんなことでや

っている焼酎事業ではないでしょう。以上終わり。持ち帰ったほうが良いと思いますよ。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 ただいまの部分をお詫び申し上げます。ただ２７年度予算関係部分で、実質こちらの総括表で

ございますが、実際の金額でいきますと１３２．１％ということで、かなり大きな数字の伸び率

となってございます。この関係につきましては、売上の本数等倍増していくという部分で倍増と

いうか、増やしていくと今年２月から管内、道内、主要都市、これらの関係について、焼酎職員、

産業課職員伺いまして進めていく取扱店の拡充に向けて取組を進めているところでございます。

その中で過去の実績、１億売り上げたという実績がございます。それに少しでも近づけるような

形ですね。販路の拡充なりそういう部分進めていきたいというふうに考えていきます。 

２７年度の部分。かなり厳しい歳入状況という部分ですが、我々もただ指を加えてやっている

ということでございません。この目標に向かってですね。収入が徴収できるようにと思っていま

すのでこの予算額について御理解をいただきたいと思っております。 

 

○村島委員長 

 はい。加藤委員。 

 

○産業課長 

 何回も繰り返したくないけど、努力していきますでは、だめなんですって。だからそれらの今

までの問題点をきちっとどういうとこに原因があったのか。なぜ出来なかったのか。そのために

どういう政策をするのか。その責任はどうとるのか。そして計画は、一生懸命やっていますでは

なくて、何が何本で、どういう形でどういう方向に進めていきたいというそういう青写真が無く

て、計画書出来ないでしょう。職員の１増は、１増として販売計画。本当にそこまで出来るんで

すか。したいという希望で、計画を立てるという話では無いでしょう。普通の一般行政ではない

です。焼酎はボランティアでやっているわけではないですよ。その目的をどこにきちっと置くの

か。そこからまずスタートしないとこの問題おかしくなるんではないですか。ましてや、４０年

節目に当たる年に、町長の思いは、ことごとく言葉と実際は全く逆方向のパターンで来ていると
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いうわけですよ。 

私はもう言いませんけども、そういうことでありますから理解してくださいで、理解してもら

える人は理解して頂いたら良いと思います。 

 

○村島委員長 

 いませんか。田中委員。 

 

○田中委員 

 この計画説明受けたけども、１千８百万増。これはどういった理由で。これだけ来年度も売れ

るのか。努力して売るとそういった気持ちも解るわけですけれども。どうもそこら辺がみんな理

解しにくいのが１点。 

それとここで話をして良いのかどうかちょっとあるんですけど、やはり売れれば売れるほどこ

れは良いわけですけども、しかし、施設にも労力にも限界があるわけで、やはりそこら辺もしっ

かりと目標というか、もちろん販売計画も立てておられるんですけども、短期、中期、長期的に

どういった手法でどういった形で、しっかりと組み立てていかないと。なかなかこの問題は、毎

年毎年解決はしないと思うんですね。このうち事業所で、適正な販売というのはどのぐらいにな

ろうか。適正在庫というのがどれぐらいなのか。根本的にこれトップの考えだと私は思うんです。

そこら辺をしっかりやってくれないと、現場職員も大変だろうし、また瓶が足りなかったとはま

た別の問題だけども、そういった部分どこをしっかりとやってかないと。こうゆうことは、無い

だろうけども、なんかの弾みでがっぱり売れちゃって、儲かったら増築してやるのかってそんな

ことにもならないだろうし、ある程度これをしっかりと、その適正な量を早く把握して進んでい

くことが第１専決かなと。それでないといつまで経ってもいろんな問題が出てきて解決しないじ

ゃないか。そんなふうに思っております。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○産業課長 

 販売数量、在庫の関係等もいろいろございます。在庫関係につきましては、ゼロにするわけに

はいきません。やはり５年物の焼酎なり樽に関しては、３年という最低限のラインがございます。

在庫の部分残しながら製造もしていくと。製造の部分については年間大体１８０という一つの範

囲がございます。これを超えての製造ができないという部分もございます。実質１８０と言って

も実際能力的に１００キロリットルぐらいが、せいぜいなのかなというふうに思っておりますが、

Ｍａｘで１８０という部分でございます。あとはまた在庫の部分もゼロにはできない部分もござ

いますので、在庫を含めた中での整理をしながら販売等を進めていくという形になっていくと思

います。 

それで、販売の部分でいえば、予算の関係でかなり厳しい予算状況で計上しているのも事実で

ございます。最低限人件費にかかる部分については、一般会計からの繰り入れという部分で賄い

をしていく。で、なるべくその繰入も少なくするような形で自主財源だけで、運営が出来るとい

うのが、本来の形になってこようかとは思うんですが、今の段階では、そこまで行けていないの
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が実態でございます。販売数量の増に向けて取り組みをしていくという部分でございます。 

先ほども加藤委員からございました明確な計画というものをお示しなければならないという部

分も理解してございます。これにつきましても整理しながら計上していきたいと思うのですが、

今の段階で予算の関係でございます。ここの部分の数字、納得のいかない部分もありますが、こ

れの関係販売量の増ばかりでなく将来的といいますか、販売価格の部分についても見直しをかけ

なければならない部分もあろうかと思います。それらも含めましてですね。歳入の見込みを立て

ていることを理解いただきたいというふうに思います。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○澤田副委員長 

 認識不足ですが、浪漫倶楽部１本の瓶とコルクの値段はいくらになっているか。（樽） 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 樽につきましては税込１９３円、コルクにつきましては税込の９１円となっております。 

 

○澤田副委員長 

 原価はいくらになるんですか。卸価格。焼酎。製造原価。１本あたり。 

 

○加藤委員 

 今の副委員長の話しでないですけど、質問された時に、ぽんぽん出てこないとまずいと思うん

ですよ。基本的に樽・定番。全ての部分に対して、今回、瓶を新しくした時点で製造原価。基本

的に今までの原価に、瓶やあるいは新しく印刷し直したものがある。トータルとして、前回まで

の販売の原価と今回新しくリニューアルしていた原価はどうなったのか。そしてそこで先ほど課

長が言われた利益率がどうなってきたのか、そしてなおかつ販売計画をしていく中での宣伝費、

活動費どうなっていくのか。そういうものが出たときに、単純に瓶の本数を売れば利益にあがる、

本当に実態なっているんですか。このことが私は、副委員長が今の質問だと思うんですよ。そう

いうものも何も無しに努力しますという言葉は、何の説明にもならないです。 

私が言いたいのは２７年度の焼酎特別会計、１３２％の売上、その大幅な率を見込んでいるこ

とが収支を合わすための計画書は何の意味も無いですよ。それやったらまた大変なことをやると

思うんですよ。現実としてきちっとかかるものはかかる。今の現状はどうだとしたら、どうして

いかないとならないか。そういうことが明確にされなかったら、だめなんですよ。だから行政が

こういう特別会計にやるとずさんな面が出てくるって。それでなくとも言われるんですよ。何の

ために名前と瓶と容器を変えたの。その効果が全く表れてないのではないですか。２７年度は４

０年の節目で、そのことを表すならない年なんでしょ。でしたら、どういうふうにするのか具体

的にてこないと駄目でしょう。１年間のうちの予算をつければいい話ではないんです。いかに清

里の定番である焼酎を将来にわたって知名度と町民に愛され理解される収支にしていくか努力し

ていくか。これは私が言う分野でないのでやめます。 
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○村島委員長 

 答え出来ないのかな。課長。 

 

○産業課長 

 今の２７年度販売の部分で、計画の部分しっかりしたものということでございます。２６年度

で特別経済対策の部分で広告等、いろいろ予算もつけていただいております。それらも踏まえな

がら２７年度引き続きの歳出予算等も計上してございますが、細かい部分、説明は足りていない

という部分もございました。それと歳入につきましては先ほどもございましたけども販売価格、

改定を視野に入れながら、４月からの改定は厳しいものですので年度途中からの改定なり、これ

含めまして議会とも協議をしながらですね。やっていきたいと思っております。そういう形にな

れば、もっと収入は上がってくる形になろうかと。価格上がることによっての本数の減も考えら

れますが、そういう部分も勘案しながら予算執行していきたいというふうに思っております。 

 

○加藤委員 

 この問題、もう１回委員会があるんで、それまでに焼酎に関してはきちっと理解のつく説明と

予算計画、それに見合う販売計画なりあるいは昨年の暮れからの問題の問題点、改善策、そして

だれが責任とるのか。これら含めて、提出されることを望みます。委員長にお諮りしていただき

たいと思います。 

 

○村島委員長 

 ２６日にもう１回、委員会ございますからね。それまでにきちんと整理をして、委員の方に解

るようにやってきてもらいたい。同じ話を繰り返しても時間ばかり経って、前に進まないですよ。

ですから、今日はこれで終わりますけども、２６日までにはきちっとやってきてください。そう

いうことで、よろしいですね。産業課、これで終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○議会事務局長 

 町民課の方から資料。 

 

○町民課長 

 先ほど委員会におきまして、答弁漏れがございましたのでお許しをいただきまして、回答させ

ていただきたいと思います。２点ほどあったかと思います。 

まず１点目は、自治会運営交付金についての内容でございます。先ほど御質問のあった中身で

ございますが、まずは均等割としまして１自治会が１万円でございます。先ほど人数というお話

をさせていただきましたが、ちょっと間違いでございまして、世帯割でその他に１世帯２,０００

円という形で交付をさせていただいております。ちなみに平成２６年度で申しますと最大の自治

会が２２５世帯で、均等割も含めまして５１万円の交付になっております。一番小さな自治会で

は９世帯で１万８千円の交付をしてございます。 

もう１点目の、国保税の滞納の関係でございます。これにつきましては、平成２５年度の決算

で御説明をさせていただきますが、件数で申しますと、毎年約４０件の滞納繰り越しがございま
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す。２５年度の実績で申しますと、調定額が約７００万ほどでございます。且つ、そのうちの収

納が約１３０万ということで、約６００万弱が、また次年度に繰り越していくというような状況

でございます。また先ほど申しました４０件ほどにつきましては、国保税の他に町民税水道住宅

料等々ほかのものに滞納等々も大体同じような方が、重複されているというような状況でござい

ます。以上でございます。 

 

○町民課長 

 今課長から説明ございましたけども、これについても何かありましたら受けたいと思います。

今なし。いいですか。はい。ありがとうございました。 

 

○議会事務局長 

 委員長。保健福祉課長の方からもう１点。 

 

○保健福祉課長 

 すいません常任委員会の話じゃない診療所の関係の話です。この度開設していただく、齋藤浩

記先生に御挨拶と、それから川湯の森病院に視察にということでお話がありましたので、議会事

務局とも相談をしながら日程としては、２３日の午後ということで、川湯の森の方にお話をした

ところ、２３日の午後はいいよという返事はいただいています。それでいかがなものかというこ

とで、内諾はいただいておりますのでという話なんです。決まれば私はもちろん町長も一緒に伺

いたいということで、申しております。 

 

○村島委員長 

 議員が向こう行くって。 

 

○保健福祉課長 

 前の御説明をした時に議長副議長さんの方からこういう話いただきまして、議会でひとつ齋藤

先生のところにご挨拶方々、川湯の森病院も行けということで、お話があったものですから。そ

れを受けて日程調整ということで、内諾は、２３の午後でどうですかということでいいよとは言

っていただいております。いいですか。私、返事をしておきますんでワゴンに載って町長と私と

同行させていただきます。よろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 はい。それでは最後の所管になりますけども、建設課。５点ありますけれども１つずつ説明し

ていってください。はい、原田君。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

 それでは、平成２６年度簡易水道特別会計補正（第３号）に関する予算概要についてご説明い

たします。議案の４３ページによりご説明申し上げます。今回の補正につきましては実行予算に

基づきまして、委託料、公課費それから工事請負費の不用額を減額するとともに積立金を調整す

るものでございます。 
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それでは歳出よりご説明申し上げます。総務費につきましては一般管理費の委託料９万円、そ

れから消費税額確定により９万８千円の不用額をそれぞれ減額し、総額で１８万８千円の減額と

なります。施設費につきましては、工事請負費の不用額２１７万円の減額となります。基金積立

金につきましては２５４万９千円の増額となります。 

次に、歳入でございますが、使用料及び手数料につきましては水道使用料の増によりまして１

９万１千円の増額となります。これにより歳入歳出それぞれ１９万１千円を増額し、予算の総額

を６千３１９万２千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。ただ今平成２６年度の簡易水道特別会計補正予算（第３号）について説明ありました。

委員の方何かありませんか。なし。よろしいですか。それでは前に進みます。 

次②説明願います。はい、原田君。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

 平成２６年度農業集落排水事業特別会計（第３号）に関する予算概要について、議案の４４ペ

ージによりご説明申し上げます。今回の補正は実行予算に基づきまして、委託料それから公課費

の不用額を減額するものでございます。 

それでは歳出よりご説明申し上げます。総務費につきましては、一般管理費で消費税額の確定

により３万８千円、施設管理費の施設管理委託料の不用額２万２千円を減額いたしまして、総額

６万円の減額となるものでございます。事業費につきましては、下水道台帳作成委託料３万円の

減額となります。 

次に歳入でございます。分担金及び負担金で１０万円の減額。使用料及び手数料で９８万１千

円の減額。財産収入の汚泥肥料売払で５千円の減額。繰入金は一般会計繰入金で９９万６千円の

増額となります。これによりまして、歳入歳出それぞれ９万円を減額いたしまして、予算の総額

を９千５９５万４千円とするものでございます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今平成２６年度の農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）について説明あり

ました。何か委員の方ございませんか。それでは、③について説明願います。 

 

○建設管理Ｇ主幹 

 平成２７年度一般会計当初予算の主要施策事業建設課所管分につきまして、議案の４５ページ

からご説明いたします。土木費、道路橋梁費の道路等整備事業につきましては、内容は、道路橋

梁維持補修事業として３千３０１万７千円。調査設計業務委託で４６３万８千円。内訳は、補備

測量、東横道路用地確定、測量、橋梁点検資料作成業務でございます。町道補修工事は２千８３

７万９千円。内容の主なものは、舗装補修、区画線、スノーポール補修修繕でございます。道路

橋梁管理事業として９千６９２万８千円。内訳は道路橋梁及び河川の指定管理業務として９千３

９８万１千円。その他事務事業経費として、２９４万７千円の総計１億２千９９４万５千円。財

源内訳は、道路占用料と図面等交付手数料で１７０万７千円。一般財源１億２千８２３万８千円

を計上しております。代表的な事業位置図につきましては、議案の４７ページ、４８ページに添
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付しております。４７ページが札弦市街地。４８ページが緑市街地の舗装補修の位置図です。 

４５ページに戻りまして、道路新設改良費の道路新設改良事業につきまして説明いたします。

内容は、道路新設改良事務事業として２８４万３千円。道路改良事業として４千５００万円。道

路橋梁保全対策事業として５千７４０万円。内訳は道路施設等点検調査で１千４０万円。橋梁修

繕調査設計で２千４００万円。工事請負費２千３００万円の総計１億５２４万３千円。財源内訳

は社会資本整備総合交付金６千６５６万円。事業債３千３５０万円。一般財源５１８万３千円を

計上しております。事業位置図につきましては、議案の４９ページが４線道路の改良舗装工事で、

５０ページが道路修繕の調査設計で、５１ページが東横橋の橋梁修繕工事の一部です。 

再び４５ページに戻りまして、都市計画費、公園費、公園等整備管理事業につきまして、内容

は、緑ヶ丘公園管理事業２６９万６千円。ふれあい広場管理事業１４９万７千円。その他公園駅

前広場水元ポケットパーク羽衣南児童公園の管理事業８７万８千円の総計５０７万１千円。財源

は全額一般財源でございます。 

続きまして、住宅費、住宅管理費の公営住宅管理事業につきましては、公営住宅事務事業とし

て１１０万円。公営住宅施設管理事業として７９６万３千円。公住敷地草刈清掃除雪事業として、

３１８万５千円。公営住宅遊具修繕事業２１万５千円の総計１千２４６万３千円。財源内訳は町

営住宅使用料督促手数料等で７９５万９千円。一般財源４５０万４千円を計上しております。以

上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今平成２７年度一般会計当初予算主要施策事業建設課所管分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。次に進みます。それでは④、お願いいたします。 

 

○建設管理Ｇ主幹 

 それでは、平成２７年度簡易水道事業特別会計の予算概要について５２ページによりご説明申

し上げます。 

歳入よりご説明いたします。使用料及び手数料は、平成２６年度の実績見込みから４千９０６

万２千円。前年度対比で２５万円の減として計上しております。財産収入は１万円前年度対比で

２千円の増でございます。繰入金は一般会計繰入金８１５万円、前年度対比で３１万２千円の減

として計上しております。繰越金は、１５０万円で前年度対比５０万円の減でございます。諸収

入につきましては、預金利子として１千円。前年度同額として計上してございます。 

次に歳出でございます。総務費につきましては、職員１名分の人件費、それから施設管理に必

要な物件費として修繕料はじめ通信運搬費、水道メーター器の検診水質検査施設点検委託料、公

課費など前年度対比１４５万９千円の増となる２千７５３万９千円を計上しております。施設費

につきましては、水道メーター器の更新工事といたしまして、工事請負費に６４５万円。前年度

対比で３００万円の減としております。公課費につきましては、起債元利償還金として前年度対

比５４万６千円の減となる２千３１０万４千円を計上しております。基金の積立金につきまして

は２１７万円、前年度対比１５２万７千円の増として計上しております。 

これによりまして予算の総額を歳入歳出それぞれ５千９２６万３千円。前年度対比で５６万円

の減として計上しております。以上で説明終わります。 
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○村島委員長 

 平成２７年度簡易水道事業特別会計予算について説明がございました。何か、委員の方ありま

せんか。次に進みます。⑤説明願います。はい、原田君。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

 それでは次に、平成２７年度農業集落排水事業特別会計の予算概要につきまして、５３ページ

によりご説明申し上げます。 

歳入よりご説明いたします。分担金及び負担金は新たな公共桝設置に係る個人分担金として、

前年同額の１０万円。使用料及び手数料は、平成２６年度の実績を見込み３千８０７万９千円。

前年度対比１０８万１千円の減として計上しております。財産収入は汚泥肥料売払収入を計上せ

ず、前年度対比５千円の減としております。繰入金につきましては一般会計からの繰入金として

５千７２２万６千円。前年度同額として計上しております。繰越金につきましても、前年同額の

１５０万円でございます。諸収入につきましても、前年同額の１千円を計上しております。 

次に歳出でございます。総務費につきましては、職員１名分の人件費それから施設管理に必要

な物件費として、光熱水費をはじめ修繕料施設管理業務委託料などにより、前年度対比で６５万

円の減となる３千４６７万４千円を計上しております。事業費につきましては、処理場の機器修

繕工事下水道台帳作成業務委託などにより前年度対比で４３万６千円の減となる５００万６千円

を計上しております。公債費につきましては、起債元利償還金として前年度同額の５千７２２万

６千円を計上しております。これにより予算の総額を歳入歳出それぞれ９千６９０万６千円。前

年度対比１０８万６千円の減として計上しております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今平成２７年度農業集落排水事業特別会計予算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。はい、加藤君。 

 

○加藤委員 

 今日の議題で無いんですが、まず非常に雪が大変な状態に入っていて、多分これ３月にまた専

決かなんかで。専決をする前に極力、その内容については委員会あるいは議会の中に提示をして

いただきたいというふうに思います。 

それともう１点はですね。公営住宅関係なんですが、実は今回の風等において、南側に堆積状

態が非常にある。特に暖房機のマフラーの出る部分が塞がり、公営住宅の危険度の部分等もある

というふうにお見受けをしているんですが、それと南側のこの場所によって、その駐車場の反対

側で排雪の出来るところはいいけれども、そうでない生活環境の部分の管理あるいは改善策と同

時に人員、人命に問題が無いようなストーブ等の煙筒の関係の改善方法について、苦情があるの

か、あるいはそういう検討をしたことがあるのか。監視をしたことがあるのか、それについてち

ょっとお伺いをしておきたい。 

 

○建設課長 

 まず１点目の指定管理の関係につきましては、最後に議題には載ってはいませんけども、その

他として説明させていただこうと思っていましたので、今説明させていただきます。 
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それで２６年度の建設課所管の予算執行については、補正予算につきましては総務課の方で一

括説明させていただきました。そのときは土木費の請負残の整理になっていたと思いますが、今

の御指摘、御質問ありました今年の指定管理、特に除雪関係の関係ですが、指定管理につきまし

ては、１１月ごろまでは例年どおり推移しておりました。ただ１２月は前年よりも支出が少ない

という状況ですが、１月に入りまして、まとまった降雪が３回ほどありました。それに引き続き

まして２月１４日の長期間にわたります暴風雪により、今後除雪費の増加が予想されているとこ

ろです。これにつきましては、この増加によって不足額が生じた場合におきましては、昨年同様

特異的な増加につきましては決算額において精算するという考えは引き続き持っております。で

すので、３月時点での実行額を精査いたしまして、決算補正、専決補正をさせていただいて、そ

の分の予算を確保したいというふうに考えております。 

続きましてもう１点、公営住宅関係です。公営住宅におきましても、吹雪があった折には担当

者の方でできる限りの見回りはしております。特にストーブの排気管系統を見回りしています。

それと同時に雪が断続的に続きますと、駐車場も町の方で除雪しておりますが、だんだん堆積場

所が無くなってきて、車の停める場所、また出づらいっていう話も電話も何件かいただいており

ます。それに関しましては公住の方の予算の中で、できる限りショベル等持って行って、通行が

スムーズにできるように何件かは実施しています。 

以上です。 

 

○村島委員長 

 私の方から１つですね。申し上げておきたいと思いますが。実はこの３日間ご承知のとおり爆

弾低気圧でかなりひどい吹雪が続きましたね。実際であったことでございますけども７件ほどお

助けを求めてきた方がおりまして、実際に助けに行ったわけですけれども。近隣市町村でテレビ

も出ていましたけども夢ホールに１８０人ほどの避難者が出たと小清水も同じくやられたと。こ

の町で今朝ほど総務委員会でも総務課長が言われていましたけど、何も無かったから良かった。

それは良かったんですね。しかし昨年の８月に防災訓練という立派なものをやっときながら、今

回この３日間の大吹雪に何の対策も出来ないという。あなた方に言ってもちょっと無理かもしれ

ないけど、上の方が判断されたのか私はわかりませんけども。やはりそういう訓練をやった効果

をそういうとこでやらなかったら何もなかったから良かったんですっていう形で済んだから良か

ったんですよ。何かあったらこれ。 

７つほど助けに行っているんですよ。助けてくれって吹雪の中。車で出るのもおかしいと思い

ますけども。そういうのも実にあったことは事実ですからね。今後、これからは３月に向かって

あると思うんです。ですからそういう時にはやっぱり万全を期して。吹雪で去年も９人も亡くな

った経緯もありますからね。そういうことの無いように。所管として建設課としてそういうこと

も頭に入れておいてもらわなかったら、何かあった時にはこれ大変なことですよ、本当に。笑い

事じゃないんだから。私から言うのも変なんだけども、これは言っておかなければならない事案

だなと思って私は申し上げておきますよ。はい。課長。 

 

○建設課長 

 今委員長の方から７件の事案があったというお話しでした。直接うちの方には２件ほど車を動

かせないという依頼受けまして、指定管理者通じて対応しました。今おっしゃられたその防災関
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係につきましては、所管課は総務課になりますが、そういう問題に関しては、町職員全体の問題

というふうに認識しております。ですので、この委員会でこのような意見が出たことは貴重だと

思いますので、総務課の担当も含め、我々全員でまた再度検討させていただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 そういうことで。建設課終わりたいと思います。いいですね、はい。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 ２月２６日木曜日でございます。 

 

○村島委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第２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４時４４分） 

 


