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第４回産業福祉常任委員会会議録 

平成２７年３月２４日（火） 

    開 会   午前 ９時２０分 

    閉 会   午前１０時２３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清里町税条例の一部改正概要について 

  ②清里町国民健康保険税条例の一部改正概要について 

  ③清里町国民健康保険条例の一部改正概要について 

  ④平成２６年度国民健康保険事業決算見込みについて 

  

●建設課 

  ①平成２６年度一般会計補正予算（建設課所管分）について 

  ②平成２６年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）について 

 

 ●産業課 

  ①平成２６年度焼酎事業特別会計補正予算（第３号）について 

  

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  村 島 健 二    副委員長  澤 田 伸 幸 

     委 員   田 中   誠    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  池 下   昇 

    委 員    前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員   なし 
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○説明のため出席した者の職氏名 

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

 ■町民生活Ｇ総括主査  梅村百合子    ■町民生活Ｇ主査    阿部 真也 

 ■税務・収納Ｇ主幹   吉田 慎治 

■建設課長       藤代 弘輝    ■建設管理Ｇ総括主査  清田 憲宏 

 ■上下水道・公住Ｇ主事 平野 直人    

 ■産業課長       二瓶 正規    ■焼酎Ｇ総括主査    武山 雄一 

 ■焼酎Ｇ主査      松浦  聡 

  

 

 

○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４回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 １点目、町からの協議報告事項について、町民課ご説明願います。はい、課長。 

 

○町民課長 

 それでは町民課より、条例の一部改正及び平成２６年度国保事業の決算見込みの内容につきま

して、説明をさせていただきたいと思います。私の方から内容について、まずはご説明をさせて

いただきます。 

条例の一部改正につきましては、先の委員会にて平成２７年度地方税制改正案の概要について

ご説明したところでございますが、２月１７日に地方税法の一部を改正する法律案が国会に提出

され、現在審議されているということでございます。 

今回総務省より法案法律案の内容等につきまして、事前情報の提供がありましたので、現時点

での税条例国民健康保険条例、及び国民健康保険条例の一部改正項目を整理したものでございま

す。 

ふるさと納税及び地方税における猶予制度の見直し等の改正につきましては、国において検討

中のため、今回の事前情報には反映されてございません。また法律案が審議中のため、今後変わ

りうる可能性がありますことを御承知いただきたいと存じます。なお法律案の成立が３月３１日

となる見込みのため各条例の一部改正につきましては、３月３１日をもって専決処分を行うこと

にご理解をいただきたいと存じます。 

次に、現時点における平成２６年度国保事業特別会計決算見込みについて、ご報告をいたしま

す。歳出の大きなウエイトを占める保険給付費につきましては、医療費が落ち着いており、前年

度比較で減少傾向にあります。歳入につきましては３月上旬に国及び道の財政調整交付金にかか

る仮計数が示されたところであり、その係数を用いて試算したところ大幅な歳入減が推計される

ところとなりました。つきましては財政調整交付金の減額に伴いまして、一般会計からの繰入金

を持って安定した国保事業の運営をしてまいりたいと考えてございますので、御理解をいただき

たいと存じます。なお今回お示しします、国保特別会計決算見込みはあくまで推計によるもので

ありまして、４月の上旬に、国道の財政調整交付金及び医療費が確定いたしますのでその確定を

もって、３月３１日に専決処分をさせていただきたいと思いますので、御理解を賜りたいと思い

ます。 

それでは担当より内容についてご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。はい。 

 

○税務・収納Ｇ主幹 

 お手持ちの資料１ページをご覧いただきたいと思います。地方税法の一部を改正する法律の施
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行に伴う清里町税条例清里町国民保険税条例及び清里町国民健康保険条例の改正についてでござ

います。 

今回の法改正の代表的なものを説明させていただきます。清里町税条例の一部を改正する条例

では、地方法人課税の法人税法改正に伴い、法人住民均等割の税率区分の基準を見直しいたしま

す。個人住民税につきましては、住宅ローン減税措置の対象期間を平成３１年６月３０日まで１

年半延長するものでございます。車体課税について一定の環境性能を有する軽四輪車のグリーン

化特例を導入いたします。電気自動車等につきましては、税率をおおむね７５％軽減、平成３２

年度燃費基準＋２０％達成車につきましては、税率をおおむね５０％軽減、平成３２年度燃費基

準達成車につきましては、税率をおおむね２５％軽減するものでございます。原動機付き自転車

及び二輪車等にかかる税率の引き上げ時期を平成２７年４月１日から平成２８年４月１日に１年

延長するものでございます。固定資産税等につきましては、土地に係る固定資産税の負担調整措

置を平成２７年度から平成２９年度の３年間延長するものでございます。地域決定型地方税地方

税制特例措置特例措置のわがまち特例の追加導入がございます。地方たばこ税につきまして、旧

３級品の製造たばこにかかる特例税率を段階的に廃止いたします。旧の紙たばこにつきましては、

わかばエコー等が該当になります。１０ページをご覧ください。清里町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例でございます。課税限度額の引き上げということで基礎課税分５１万円を５２

万円に改正いたします。後期高齢者支援金等課税合併いたしまして、１６万円を１７万円に改正

いたします。介護納付金課税額１４万円を１６万円に改正いたします。合計で８１万円を８５万

円に改正するものでございます。低所得者に対する軽減措置としまして、５割軽減基準につきま

して現行２４万５千円を２６万円に改正するものでございます。２割軽減基準額につきましては、

４５万円を４７万円に改正するものでございます。清里町国民健康保険条例の一部を改正する条

例につきましては、引用条例の改正ということで健康国民健康保険法の改正に伴う引用条例の改

正を行うものでございます。３ページ、４ページ、５ページにつきましては各条例改正に伴いま

す条例ごとの改正概要を記載しておりますので、ご参照していただければと思います。説明は以

上で終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今清里町税条例の一部改正案についての説明がありました。何か委員の方、ございません

か。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 固定資産税の中の地域決定型のわが町特例っていうのは導入されるということで、どういう形

のものなのかちょっと。 

 

○村島委員長 

 はい。どうぞ。 

 

○税務・収納Ｇ主幹 

 固定資産税の部分になりますが、土地再生特別措置法及び再生法に基づき公共施設等にかかわ

る課税標準の特例措置固定資産税、都市計画税不動産取得税について、２年間延長をするもので
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す。その他、わが本町で関係する部分といたしましては、サービス付高齢者住宅が対象となりま

して、町の定める割合で控除される形となる予定でございます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 はい。ありませんか。はい。それでは④ 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それではお手元の資料は６ページになります。平成２６年度国民健康保険の決算見込みについ

て御説明申し上げます。今年度の国保関係につきましては、３月の補正予算におきまして所要の

補正をさせていただいてございます。これまでの会計上について決算見込みついて御説明を差し

上げたいと思います。 

歳出におきましては、近年において高どまりの医療給付費でございますが、前年度対比等でよ

りますと減少傾向にあるというところでございます。そのため総体としては減額が見込まれてい

るというところでございます。４月中旬国保連合会からの２月分医療費が最初の支払いとなるこ

とから、その額を待たなければなりませんが、おおむね現計予算より３２０万１千円ほどの減額

を見込んでいるところでございます。 

歳入におきましては、本年度の医療の推移、課税賦課状況算定より国及び道の調整交付金にお

いて大きく減少が予測されているところでございます。今年度の国レベルそれから都道府県レベ

ルでの保険者間の財政的不均衡に対し、本町の本年度の状況については、吐出した交付対象とは

ならないという状況でございます。このことから国の調整交付金で３千４７８万円、道調整交付

金で１千４６２万４千円ほどの減額を見込んでいるというところでございます。この会計状況か

ら法定外の繰入金としまして４千４７５万４千円を一般会計より繰入れを行わなければならない

という見込みになっているところでございます。６ページの表の方御説明させていただきたいと

思います。歳入でありますけれども、１款の国民健康保険税、こちらにつきましては現計予算に

対しましては４０万円ほどの増の見込み最終的な税収の状況で、鑑みているところでございます。

３款の国庫支出金でございます。ここに普通調整交付金と特別調整交付金がございます。こちら

の方が大きく減額という形になってございます。今年度の医療費が落ち着いている状況と、それ

から税の賦課そしてこれまでの収支状況を鑑みますと、国の方ではいわゆる特段にあたらないと

いうような判断がなされると。残念なことでありますけれども、こういった分の減収が起きてし

まうというところでございます。 

それから６款の道支出金でございます。同じくこちら道レベルで、北海道内の保険者レベルで

どうだということになりますけども、この分では一部増額の分もございますが、いわゆる通常の

部分普通調整交付金でありますけども、こちらの方では、やはり大きな吐出した分がないという

ことでの財政的な支援が余り求められないという状況にございます。１千４６２万４千円の減を

見込んでいるところでございます。これらの部分を賄うためということでございますが、９款の

繰入金になりますが、その他一般会計繰入金としまして、現在この試算では４千４７５万４千円

ほどの繰入れを行わなければ収支均衡をとれないという状況にございます。補正としましては、

減額３２０万１千円でございますけれども、大きく一般会計では求められないというところでご

ざいます。 

歳出の方にまいりますけども、歳出につきましては、ほぼ１２カ月の予算が消化をさせてもら
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っておりまして、執行残と今後の給付の見込みによりまして、それぞれ所要額の増減を行うとこ

ろでございますが、基本的には、歳出につきましては落ち着いているということから、総務費に

おきまして７１万７千円。保険給付費では１６８万８千円ほどの減額をさせてもらうということ

で考えてございます。 

またその他執行残としまして、老人保健拠出金５款ですけど、６千円。保健事業費としまして

３１万５千円。公債費１９万８千円。町支出金といたしまして２７万７千円ほど減額を見込んで

います。こちらの方につきましても３２０万１千円の減という形で、７億１千４５６万円ほどの

最終的な予算及び決算の見込みがあるというところで考えているところでございます。これらの

補正につきましては、これから歳入それから歳出の確定に合わせまして、所要額を３月３１日付

の補正専決処分として取り扱わせていただければと思っているところでございます。以上で説明

終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今①から③までは終わったわけでございますが、４を含めてですね。全般的に何か委員の

方、ありませんか。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今この吐出したような形になってないから、いわば繰り入れをしなくちゃいけないような形に

なっているという部分。いろんな形で健康事業とかそういうもので、病院にかからなくなったと

いう部分が良い結果と言えるかって言ったら、かえって負担が強いられるような形の部分。将来

的な部分を見越した時に一体どんな風になるのか、今年だってこれ現計予算の倍以上の形で繰り

入れしなくちゃいけないでしょ。この辺どのような形ちょっと。 

 

○村島委員長 

 委員長。課長。 

 

○町民課長 

 今の御質問でございますが、阿部の方から先ほど説明したとおり、調整交付金につきましては、

国、道の全体的な調整の中において、その各市町村の所得水準ですとか医療費のその辺の総体関

係を鑑みて調整交付金というものが町の方に交付されるという状況でございまして、今年度につ

いてはそういう吐出的なものがなかったということで、今現在相当額が減額されてくるというこ

とで推計はさせていただいております。今後のことなんですが、２７年度以降も同じような状況

が考えられることもあります。これはただ調整交付金については毎年の試算で来ますので、私ど

もとしましては、今までの平均的な数値をもって予算は計上さしていただいております。ただ今

言ったとおり、その年度によって国道からくる調整交付金が相当の増減もあり得るということで

ございます。それで今後のことでございますが、本来でありましたら、国保会計は皆さんからの

国保税をもって運営をしていかなければならないということでございます。今回みたいな約４千

万近い一般会計からの繰入れとなると、今現在加入されている方が約１千８００名ほどいらっし

ゃいます。単純計算でいきますと１人あたり、年額２万円位の交付税としての増額をしていかな

ければならないというような状況等にもなってくるのかなというふうに思っております。 



 

- 7 - 

それともう１点につきましては、平成３０年から運営主体が、道の方、都道府県に移行されて

くるということで、あと３年ほどが市町村で運営されなければならないというふうになっており

ますので、私どもとしましては、今言った調整交付金、毎年のように変動がございますので、そ

の辺をある程度推移しながら、３年間何とか今の状況の中で運営していければなというような考

えでおります。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ちょっと今関連してなんですが、参考までに全道的に見てですね。今回の国・道の負担割合と

しての関係は、全道の中で同じようなレベルでの感じでの負担減という形になってきているのか。

あるいは清里だけが基本的に今言われたみたいに特異的なことが無かったということで、減額部

分が大きかったというふうに判断しているのか、その辺についてはどうですか。 

 

○村島委員長 

 委員長。課長。 

 

○町民課長 

 加藤議員からの御質問でございますが、他の町村も状況というのは、私どもの方ではちょっと

掴めないものですから。その辺はちょっと他の町村が当初予定している調整交付金が増えている

ところもあると思いますし、減額になっているとこもあろうと思いますし、その辺私どもとして

は掴みかねないということでございます。よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。なければこれでいいですか。それじゃこれで町民課終わります。ご苦労様

でした。 

 

○村島委員長 

 それでは、次に建設課２点ありますけども、説明願います。課長。 

 

○建設課長 

 本日の議案であります一般会計補正予算建設課所管分ですが、本年度の町道指定管理における

除雪業務についてですが、１月、２月における連続した暴風雪により、当初予算額の追加補正が

予想されておりました。この補正予算につきましては、先の委員会でお話させていただきました。

年度末の実績により精算を行い専決補正を考えておりましたが、現在、３月末を迎えたことによ

りほぼ実績額がまとまりそうなことから、今回の臨時会で、補正提案をさせていただきました。

補正内容つきましては、担当主幹より説明いたします。 
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○建設管理Ｇ総括主査 

 それでは、平成２６年度一般会計補正予算建設課所管分につきまして、議案の７ページから９

ページによりご説明いたします。今回の補正につきまして、昨年より毎週週末にかけて台風並み

に発達した低気圧が通過し、長期間の猛吹雪や湿った雪による吹きだまりにより、除排雪にかか

る委託経費に、不足が生じたための追加補正でございます。 

議案７ページ、補正予算概要をごらんください。事業の内容につきまして、記載のとおりで道

路橋梁及び河川の指定管理業務委託料として、３千１００万円を追加計上しております。財源内

訳は、全額一般財源でございます。議案の８ページ、道路橋梁及び河川の指定管理業務委託料比

較表をご覧ください。今回の委託料の変更は、突発的な災害の扱いとして、昨年同様実績後の不

足額の精算払いといたします。なお、補正額につきましては指定管理者と十分に協議のうえ、計

上させていただいております。町道整備業務関係は、除排雪業務にかかる運転手及び除雪機械経

費として２千３００万円の増額。機械借り上げ料関係は、今後の降雪による排雪軽費と、ロータ

リー除雪車の故障による代替ロータリー車のリース料、及び運搬経費を含めて５００万円の増額。

燃料費、修繕料関係は、多動による分として１７０万円。と１３０万円。また不確定な項目につ

いては、現計予算のままとして、総計３千１００万円を計上させていただいております。 

議案９ページには、参考資料として３月１６日現在の平成１９年度から除雪作業機械稼働別稼

動時間を年度別に表にしております。２６年度は清里町では１２月に１回、１月３回、２月に２

回、計６回の連続をした長期間の暴風雪に見舞われ、道路への吹き込み降雨による湿った雪の除

雪、また大きな吹き溜まりによる大型ロータリー等の出動により、稼動時間が例年より多くなっ

ております。 

また下段の表につきましては、３月１６日現在の年度別の降雪量を参考として載せております。

以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただいま。①について説明がありました。何かございませんか。加藤委員 

 

○加藤委員 

 ３号資料で出ているのですが、この９ページ。降雪量の年次別内訳の中、平成１２年から１４

年、平成２４年が一番降雪量多くて、さらに昨年下がって、今回もまた吹雪は多いんですが、降

雪量そのものに関しては、減っているという実態の中で、週末における吹雪等があったと、こう

いう中の部分は理解できるわけですが、回数的やそう言う状態の中でいったら、私はそんなに大

きな変動とかというもの。データ的に見ると、特に最近の除雪等に関して国道、道道が早期に警

戒し止める中で、町道が付随して止めている現状中、かかったことはやむを得ないんですが、た

だこういうことを分析していく中で、どういう形が本当に毎年やり終わってから、こういう形は

やむを得ない部分はあるのですが、この考え方、経費の見方、あるいはその運営方法内容につい

て、もう少し具体的に検討を重ねていかなければならない部分が多いのかなというふうに思うん

ですが。 

毎年例年出てきながら、専決の中でこういう大きな数字、実際の降雪量は減っているという現

実、ただ特異的なものがある。雪質の問題もあるでしょうが、その辺を考慮した中で、もう少し

これ具体的に経費の問題点っていうのは。 
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今お伺いしていますと、機械が壊れてリースで借りたよと。こういうような部分の計上があっ

たりしている。こういうところ踏まえた時に、管理がきちっとしたその運営における機械の整備

点検だとかそういうものがどういう形で行われているのか。今回壊れたから借りてきました。と

ころによると、その借りてきたやつまで壊れましたとか、いろんな話が飛び交って聞こえていた

り、あるいはそれがないのでショベルでやったとか。いろんな経費のかけ方の問題点が疑問視さ

れている部分もあるんで、その辺十分に踏まえた中で、今後どうしていくのか。今回のことにつ

いても、その辺の考え方をお伺いしておきたい。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

 

○建設課長 

 ３年ぐらいの雪の降り方について、これは突発的なものか。長い周期の中で、そういう雪の多

い時期になっているのか、その辺は不明なんですが、今回添付しました降雪量のデータとします

のは、アメダスの斜里観測所のデータです。これは近くの公式データとなりますと斜里のアメダ

スのデータしかないわけですが、ここでいきますと、確かに２０１４年度は、まだ最終的な合計

数字ではありませんが、例えば、２０１２年に比べますと多いという数字はなっておりません。

ただ町も独自に融雪災害等に備えたデータ管理として、江南と向陽で独自に積雪量の観察をして

おります。そのデータでいきますと、昨年に比べますと、約２０センチ多いデータが出ておりま

すので、公式には、アメダスのデータとなりますが、降雪量そのものは、当町において多かった

ものと判断しております。また確かに稼動時間が圧倒的に多いのは、ご理解いただけると思うん

ですが、その理由といたしましてはやっぱり降雪量だけではなくて、集中して大量の雪が降る。

雪がやんでも後に風が吹く。風が吹いたことによってまた道路が塞がるので、除雪車が出動する。

また３月１７日の新聞報道にありましたけど、北見工大で調査された今年の雪質についてですが、

とても重い。重いとやっぱり除雪車の効率は落ちてきます。その分が連動して、この稼動時間増

となって、今年に関しては判断しています。 

除雪に関しては毎年毎年状況が変わる中で、難しい部分はありますが、その都度気象状況、そ

の他の状況を勘案しながら適正かどうかの判断は続けています。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 最初に説明されたとおりなんですが、そんな中で言われている、例えば今回斜里のアメダス観

測所だけの話ではなくて、清里のその実際のデータも当然載せるべき内容ですし、それと機械の

効率的な長く使っていくための管理体制の問題。故障体制の問題。こういうものに関して指定管

理をして行っているんですが、最終責任は町にあるわけです。そういう中で、その協議内容の中

で壊れた場合についても、それはやむを得ない町のものですからというスタンスが、果たしてこ

の除雪関係については適当なのかどうなのか。こういうスタンスでいくならば、指定管理という
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方法をやっているわけですが、将来に向けてこのままでいいのか。本来の直轄、やっぱり委託業

務こういう方向にしていくべきなのか。この辺についても、いろんな協議がこの基本的には両方

でやりながら、機械借り上げが故障したり、こういう部分でいくと最初からその部分は直接管理

しておく方が良いだとか、いろんな部分が私は出てくるような気がする。 

修理関係に関しても、その使い方の問題やいろんな問題もあるような気が特にしています。条

件が非常に重い雪、あるいは条件が変わった場合については、その作業そのものに対しても注意

の仕方、あるいは作業の仕方ということも当然変わってこなければならない。そういう形の運行

指導とかそういうものもなされているのかどうなのか。そういう多方面からの検証をもう一度し

た中で、最善の除排雪の方法のあり方。このことに関して明年度に向けてきちっとした再確認を

していただきたいとこのように思います。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○建設課長 

 機械の管理に関しましては、始業点検等はやっているものと判断しています。毎回我々の方で

確認できてないのは、これは事実ですが、やっていただけるものと考えております。そんな中で、

今年の冬に関しましては、ロータリーの故障を３月議会で補正しまして、それで３月というのは、

ロータリーなしでは雪割等ありますので、大至急リースによってロータリーを持ってきました。

その壊れたほうのロータリーに関しましては今後、修繕を行います。その場合は改めて２７年度

で補正を御提案させていただこうかなと考えています。ロータリーに関しまして、当然点検等も

行って、今年に関しましては先ほど話しましたとおりかなり重たい雪だったもんですから、ロー

タリー自体の稼動時間もやはり平年より多かったです。その辺の理由もあるのかなという判断を

しております。今後の指定管理そのものあり方ですけど、現在の３期９年目、約１０年のところ

ですが、契約が２８年度末。２９年度以降は今のやり方でいきますと指定管理となっていきます

が、それに関しまして、この１０年の検証をしつつ、今後どういう形が良いのかは検討していか

なければならないと考えております。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ロータリーの故障で、今の課長の答弁でいくと２７年度に直すと。こういうことですので、そ

れを早期見直す措置をしなかったってことですよね。それが壊れたんで、リースを借りてきたと

いう表現があった訳ですが、それが対処の仕方で正しかったのかどうなのか。あるいは部品発注

やそういうものとして基本的に早期に直すべきものではなかったのかというのが、１点あると思

うんですが。 

もうひとつ話を聞きますと、正確かどうかわかりませんが、借りてきたリースについても同じ

ようについて故障してしまったと、こういう現実もあるようにお伺いをしているわけです。これ

についてはどうですか。 
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○建設課長 

 ３月の６日にロータリーの故障の報告を受けまして、メーカーの方に来ていただきまして物を

見ていただきました。やはり特注部品というか製作部品なもんですから、修理にはおおむね６カ

月ほどかかるという。そういうお話の中で当然年度内修理は難しいものですから、それについて

はどうしても必要であれば、リース車を手配しましょうと。そのあと修繕に関しましてはもう少

し詰めた段階で２８年度提案させていただこうと判断しております。 

それともう１つ。リースをしたロータリーの故障というのは、我々のほうでは、報告を受けて

いません。 

 

○村島委員長 

 以上です。他にございませんか。それでは、②説明願います。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○建設課長 

 続きまして２点目の農業集落排水事業特別会計の補正予算ですが、札弦クリーンセンターにお

きまして、３月１０日の暴風雨による屋根の積雪量の重量が増したことにより、屋根の軒先と壁

の一部が破損する事態が発生いたしました。建物内部に大きく影響及ぼす状況には至っておりま

せんが、早期の修繕が望ましく、今回の臨時会で補正予算を計上させていただき、２７年度に予

算を繰越しての早期発注を計画しております。 

１１ページをご覧ください。壊れた部分の図面を添付しておりますが、赤く囲まれた部分が破

損した部分で積雪の重みで軒先が折れ曲がり、壁に重量がかかったことによりＦＲＰ性の壁材で

すが、割れた状態となっております。１０ページの方見ていただきますが、修繕に係る予算の概

要となっております。 

歳出ですが、施設管理における修繕料で２６０万円を増額し、予算総額の９千８５５万４千円

としております。 

歳入につきましては修繕にかかる費用の財源として一般会計からの繰入金を計上し、予算総額

を同額の９千８５５万４千円としております。また施設の家財保険の申請手続きを進めておりま

して、申請が認められた場合の保険料につきましては、２７年での歳入を見込んでおります。以

上です。 

 

○村島委員長 

 ②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。池下委員。 

 

○池下委員 

 今回２６０万ということでこの部分、全体壊れているんですけども、修理するのにまた同じよ

うな形状でつくるのか。材質を含めて。 
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○村島委員長 

 課長。 

 

○建設課長 

 全く同じく復旧しますとまた同じような状態が発生することが予想されますので、軒先の長さ

を少し短くして、今現在半透明のＦＲＰ性の波トタンの形状をした壁材をつかっているのですが、

どうしても屋根から雪を巻き込む状態が見られますので、下の方に使っている角波トタンの方に

張り替えて破損を抑えるような形での形状といたします。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。なければ、これで建設課終わります。 

 

○村島委員長 

 それでは産業課１点ございます。説明願います。はい、課長。 

 

○産業課長 

 それでは、産業課所管事項ということで平成２６年度の焼酎事業特別会計補正予算第３号につ

いて、担当より内容説明させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 それでは平成２６年度、焼酎事業特別会計補正予算、第３号について御説明申し上げます。１

２ページをご覧ください。 

総括表にて歳入をご説明申し上げます。１款財産収入でございますが、現計予算額７千４５２

万１千円に対しまして、９７８万５千円を減額し、６千４７３万６千円とするものでございます。

焼酎売り払い収入において、１月から３月までの販売目標を大きく下回ったことに起因するもの

でございます。特に２月においては、吹雪による観光客の減少など大きく下回ったことが売り上

げの減少につながったと考えております。 

次に２款繰入金でございますが、現計予算額１千８４３万２千円に対しまして、２１６万５千

円を増額し、２千５９万７千円とするものでございます。 

４款諸収入でございますが、現計予算額１万５千円に対しまして３千円を減額し、１万２千円

とするものです。１５ページをご覧ください。５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費

において焼酎事業特別会計繰出金事業において、一般会計繰入金と同額の２１６万５千円を一般

財源同額で計上しております。１３ページをご覧ください。１３ページに記載の事業につきまし

ては、すべて１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費となっております。それぞれの事業

について御説明申し上げます。職員給与等事業におきまして、職員手当等１７万５千円、共済費、

４０万９千円、負担金補助及び交付金４９万９千円の合計１０８万９千円を減額するもので一般

財源同額で計上しております。 

次に、一般事務事業におきまして需用費２千円、役務費１１万３千円、使用料及び賃借料１万

１千円、負担金補助及び交付金２千円の合計１２万８千円を減額するもので、一般財源同額で計

上しております。次に、臨時職員雇用事業所焼酎事務員におきまして賃金３６万１千円を減額す
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るもので一般財源同額で計上しております。 

次に焼酎販売事務費におきまして、報償金１１万円、旅費６６万８千円、需用費他５９万１千

円、公課費２１１万３千円の合計３４８万２千円を減額するもので、一般財源同額で計上してお

ります。次に、施設維持管理事業におきまして役務費４万２千円、委託料で４万６千円の合計８

万８千円を減額するもので、一般財源同額で計上しております。 

次に、車両管理事業におきまして、需用費１３万２千円、役務費、７千円の合計１３万９千円

を減額するもので、一般財源同額で計上しております。１４ページをご覧ください。２款製造費、

１項製造管理費、１目醸造費の臨時職員雇用事業において共済費６千円、賃金１７８万９千円合

計１７９万５千円を減額するもので、一般財源同額で計上しております。２款製造費、１項製造

管理費、１目醸造費の焼酎醸造事業費において、需用費４万１千円の増額、役務費３６万９千円

の減額、原材料費１８万９千円の減額合計５１万７千円を減額するもので、一般財源２６８万２

千円の減額。その他財源２１６万５千円一般会計繰入金の増額で計上しております。３款公債費、

１項公債費、１目利子の一時借入金利子において、償還金利子及び割引料の３万円を減額するも

ので、一般財源同額で計上しております。 

１２ページをご覧ください。歳出１款総務費でございますが、現計予算額５千４８８万７千円

に対しまして、５２８万１千円を減額し、４千９６０万６千円とするものでございます。２款製

造費でございますが、現計予算額３千９７４万円に対しまして、２３１万２千円を減額し、３千

７４２万８千円とするものでございます。３款公債費でございますが、現計予算額３万円に対し

まして、３万円を減額するものでございます。歳入歳出現計予算額９千４６５万８千円に対しま

して、７６２万３千円を減額し、８千７０３万５千円とするものでございます。以上説明を終わ

ります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今平成２６年度焼酎事業特別会計補正予算第３号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。何かありませんか。はい。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 焼酎の販売の総務費、事務費の執行残の３４８万。１３ページ。これについては焼酎の販売事

務ということですから、販売にまつわるいろんなＰＲ関係とかそういうことが絡むのかなと思う

んですけど、これ当初の予算を立てた段階での見積もりと３００万ぐらい残がとあったわけで、

それについてちょっと説明をお願いしたいなと。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 焼酎販売事務費の関係でございますが大きくは報償金、旅費、需用費、他となってございます。

報奨金につきましては、こちらは北都千石会に払っております報奨金でございまして、こちらは

北都千石会での販売数量が減少すれば、その分支出が減るというようなものになってございます

ので、当初の計画よりも販売数量が低かったということでございます。 
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次に旅費でございますが、こちらにつきましては関西方面、名古屋、それと東京そちらの方に

卸しに卸して卸業者の方に、挨拶周りする予定をしておりましたが、出張の方出来ませんでした

ので、その分の執行残となってございます。需用費につきましては、販売事務事業、需用費の他

の部分につきましては、大きく広告料の部分になりますが、広告料につきましても当初計画をし

ておりました雑誌等の掲載費について適当な雑誌がございませんで、掲載をすることができませ

んでしたので、執行残が大きく残っている部分でございます。以上公課費につきましては、販売

費の減少によるものでございまして内訳としましては、消費税が７２万６千円、酒税が１３８万

７千円の減ということになってございます。 

 

○村島委員長 

 いいですか。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 旅費の関係だとか需用費の広告とかという中で、実際新しいボトルが出来たばかりということ

もありますし、色々とバタバタして忙しかったというのも含めて、中々その販売の部分でＰＲ等

が行き届かなかったって言ってしまえばんだけど、そうであっても、デザインがどうこうという

部分を別にしても、これはやっぱりきちっとそういう形で売っていくぞという形の中でとった予

算であって、旅費なり、その広告なりっていう部分きちっと執行されない形の中で、それが売り

上げに結びつかなかったということは、これはちょっと計画した形の中ではちょっとまずいんじ

ゃないかな。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 委員のおっしゃるとおりでございまして、そこに関しましては非常に大変申しわけなく思って

おります。現場としましても当初計画した予算をきちっと執行できなかったという部分では非常

に努力が足りなかったというふうに思っておりますが、残念ながら結果としてこういう形になっ

てしまったことに関しましては、非常に申し訳なくお詫びを申し上げるところでございます。ご

理解どうぞよろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと厳しいこと言うけどさ。この間も新年度の骨格予算で修正動議があったわけですよね。

僕はやると言うことなんだから、そのことはじゃあ努力して頑張ってくださいという形の中で修

正動議の方には反対させてもらったわけなんですけど、やはりきちっとやっぱり売っていくんだ

よっていう前向きな姿勢をきちっと見せてもらわないと。いくら売るぞ売るぞって言っても、か

け声だけで、実際にその中身がきちっと伴わない中で黙ってここで瓶眺めていても売れるわけで
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ないですから。そのことはきちっと職員、そして売ることなら議員も協力しますからね。やはり

町民が一丸となって新しいボトルができて、それに向けて販売を努力していくぞというような形

のやっぱりそれを１つの喚起させるような形の事業所として産業課としても取り組みの姿勢は見

せていただきたいなと思うんですけどね。どうでしょう。 

 

○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、執行ができていないという部分、非常に遺憾に思っておりま

す。ただ今ちょっと遅ればせなんですが、管内、道内主要都市の部分につきまして焼酎、産業課

職員等で営業、販売営業の関係行っている最中でございます。先日管内につきましては、すべて

一通り営業活動完了したところでございますが、今後道内の主要都市関係について、販売数を進

めていきたいというふうに考えております。各町の卸関係の業者にもこういうことで販売活動し

ておりますということで挨拶をしながら、取り扱いについて御協力いただく形で今進めてござい

ます。今回補正の中で、売り上げで９００万という減額。それと一般会計からの繰り入れは２１

０万という形で差があるわけでございますが、これにつきましても３月という部分もございます

ので決算に近い補正という形で整理をさせていただきました。それで今回は７００万の減額とい

う形で計上させていただいているわけなんですが、この分につきましては先ほども申し上げまし

たが、酒税の部分販売が落ち込んでいる分の酒税の部分それと製造の人件費の減額。これらが大

きな要因になっているということでございます。その辺は御理解をいただきたいというふうに思

います。それと今後その販売の関係につきましては、職員一丸となって進めていきたいというふ

うに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他に。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 公課費の関係ですけど１２月の補正時に同じように７２万弱補正を酒税という形で補正組んで

いる。そして今回は、２１０万円。これを単純に考えると約２８０万の酒税の納めるべきところ

を納めなくてもいいと思うんですけども、その前提として、今課長がおっしゃったように販売実

績がままならなかったと。原課の中で誠心誠意努力をされたという説明もありましたけども、や

はりここは原点に立ち返った中で、その販売の見込みが甘かったんでないか。ここは真摯にどう

考えているのか。そして原課の中で３月いっぱい、誠心誠意販売するという説明もあった中で、

中々原課では厳しいという話も聞いていますけども。そこらへんどのような算出が出てきていた

のか。ちょっと疑問に思っていまして、そこらについて、公課費の方酒税の減の落ち込みを絡め

てちょっと説明していただければと思います。 

 

○村島委員長 

 はい。 
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○焼酎Ｇ総括主査 

 １２月の補正時に７２万円増額で補正をさせていた。今回の減額につきましては、先程もちょ

っと説明をさせていただきましたが、酒税の方は１３８万７千円という金額になってございます。

こちらにつきましては３月までの販売の見込みに対します執行予定額が、現行で８１４万７千円

を負担をするものでございます。１月から３月の酒税見込みが１７２万２千円を見込んでおりま

して、現計予算額からその見込み額を差し引いた残額１３８万７千円を今回減額をさせていただ

きたいということで積算をしてございますのでご理解賜りたいと。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○前中委員 

 今酒税の関係でちょっとあまり細部の説明はいいんですけども、抜本的に売り上げ本数の見込

みの減というのは、当初の計画よりどれくらいの落ち込みだったんですか。実際のところ７千万

円が財産収入ということで、当初予算見ていたと思うんですけども、その瓶の数っていうかな、

そこら辺。売れてない実態はわかるんですけど、１千万弱だとは思うんですけども、製造本数だ

とか見込みよりどのぐらいの減だったのかと言うことですよ。当初は１月当たり６％の伸びとい

う説明もあったんですけども。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 補正段階での全体の販売見込み本数につきましては、９万４千７００本を予定をしております

が、現段階での販売本数につきましては８万８千１８９本という本数になってございます。 

 

○村島委員長 

 金額は。 

 

○前中委員 

 金額はいいです。 

 

○村島委員長 

 いいですか。はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 約６千５００本ぐらいの減ということで、それが臨時雇用費の賄い分の人件費の減という事で

理解してよろしいですか。 
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○村島委員長 

 はい。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 その分の製作にかかる部分の減でございます。 

 

○村島委員長 

 前中委員、いいですか。 

 

○前中委員 

 いいです。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 この問題についてはとやかく言う段階を私は過ぎちゃっているとこのように思うんです。ただ

１点だけちょっと理解をしておいていただきたいとこのように苦言をしておきたいんですが、１

２月に４５２万円の増額をしたんですよね。その時に販売も増額。しかも、その係る経費につい

て総務費と製造費でそれぞれみているわけですよ。この時点っていうのは１２月の末ですよ。こ

の時点で増額、売れるという見込みで経費を出しておきながら、今回の３月補正で基本的にどう

いう数字だったかっていうこと。すなわち一般会計からの繰入れは２００万でいいですよと言い

ながら、経費で７００万削減されているんですよ。１２月に４５２万円売ろうとして、その経費

が必要ですよって言っていたのに４５２万どころか７００万近い金が減額されるってことなんで

すよ。しかも１２月に増額補正なんですよ。売れますって。本当に１２月の時点で売れるってい

う予定があったのか。実態がこうで、１月から３月まで一生懸命売って頑張った。そして６千４

００万になった。３月に一生懸命売ると来年の４月・５月伸びないかも知らないんですよ。そう

いう１つの流れの中で、行政は確かに必要なものは必要として、運営をしていかなければなりま

せん。でも、焼酎事業は特別会計なんですよ。基本的に何ぼ赤字でもいいとかって話じゃないん

ですよ。計画性を持って販売努力をしてきて、ならなかった場合については、やむを得ないけど、

この１２月からの流れと今回までを見たときに、町民の皆さんに理解してもらえますか。だから

こそ、前回の定例会での２７年度の修正という形になったわけですよ。非常に私は非難浴びてい

ますよ。これは町がきちっと計画通りやっていれば、やらなくて済んだ問題ですよ。そのことを

踏まえて、これら一連の１２月そして今回の問題について課長の立場でどういうふうに捉えてい

るのか。上司にどのように伝えたのか。これについてだけお伺いだけしておきます。 

 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 
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○産業課長 

 ただいまの御指摘の部分、１２月の補正で４５２万という増額補正。今回つきましてはトータ

ルで７６２万という減額という形に、結果としてなったわけでございます。この部分につきまし

て、１２月の段階で売り上げ、これらも含めまして職員として努力していきたいということで、

１２月に計上させていただいたわけなんですが、数字的に財産収入としては９００万の金額が減

額という形になりました。この分につきましては、こちらの見通しの甘さという部分もあったの

かなというふうに考えてございます。これらも含めまして反省をしているところでございます。

今回７６０万の減額ということでございますが、これにつきましては先ほども申し上げましたが、

こういう数字になっているということで、ご理解をいただきたいと。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 もう１点だけつけ加えておきたいというふうに思うんですが、今回、１千万の減額を仮にして、

経費で７００万削減されて、今回酒税で出されていると。このことはいいんですが、今回２６年

度の焼酎特別会計の決算を整理してみて、実際問題どういうふうになったのかって言ったときに、

明年度多分途中で補正がかかるでしょう。そのときに増額補正がつじつまの合う補正でないとな

らないんですよ。今回７００万も減額しておいて、６月、あるいはいつになるかわかりません。

その時の補正がとんでもない形の出方、それぞれの経費の増額や経費の部分であるということに

はならないわけですからね。そのことだけを十分に踏まえて１つ、前へ進んでいただきたいとこ

の様に思います。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ただ今の御意見、収入の関係なんですが、実質これからの見込みは３００万ちょっとという形

でみているところでございますが、今売り上げの部分で営業活動をやったという部分ではこれか

らまだ数字が動いてくる可能性はまだあるんですが、そんな大きな数字にはならないかなという

ふうに思っておりますが、こういう部分販売数の関係につきましても継続的に続けながら２７年

度の収益関係の増進について頑張っていきたいというふうに思っておりますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい。他にございませんか。はい、議長。 

 

○村尾議長 

 ちょっと確認しておきますけれども、昨日時点で売り上げなんぼなんでしょうか。 
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○村島委員長 

 はい。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

２３日段階での売り上げ金額につきましては、トータルで６千４９１万８千５３２円になって

おります。これ財産補正後の６千４７３万６千円になっているんだけども、これより多いの。現

時点で。これも間違ってない。 

 

○加藤委員 

 １２ページの数字は、何日の数字なんですか。 

 

○産業課長 

 １２ページの数字につきましては、これは１３日現在で抑えた数字でございます。このときに、

数字を作ってございますので。 

 

○村尾議長 

 現在が昨日の時点でいくら。３０日現在。 

 

○村島委員長 

 ちょっと時間がかかっているんだけども。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 大変申し訳ありません。先ほどご報告した数字につきましては、今後の販売見込みの分が入っ

ていましたので、ちょっと多く報告してしまいました。申し上げございません。２３日段階での

販売金額につきましては６千４５７万５千０１４円でございます。 

 

○加藤委員 

 １３日現在が６千４７３万６千円。何なの。２３日が６千４５０万で下がったって。どういう

ことなのこれ。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 ６千４７３万６千円につきましては今後の販売見込みの数量も含めた数字となってございます

ので、回収しての金額となってございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○村島委員長 

 その説明をちゃんとしてくれなかったら。こっちの方では混同しちゃって訳わからんくなっち

ゃう。それと私から言うのもなんですけども、やっぱり中々答弁がすぐ返ってこないんですよ。

時間が経つばかりで繰り返しなっちゃう。だから所管は所管なりにちゃんと勉強して、ちゃんと

答えられるようにしなきゃ。やってこなかったら、進めづらいですよ、進行しづらい。聞いてい

てもちょっとまずいですね。 
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○村島委員長 

 議長。 

 

○村尾議長 

 １、２点お聞きしたいんですが、手元に資料がないんですが、当初予算の財産収入は７千万か

と思うんですね。それで、１２月に補正をして７千４５０万になったかと思うんですね。そこで、

問題なのが、私は今回減額、売れないから減額っていうのは解るんですが、先ほど加藤議員から

お話が出ているように、約１千万財産収入が減っているのに、繰入金が２１６万５千円でいいん

だと。足りないのは７６２万３千円を減額したいんだという話なんですが、この中で、先ほどの

売れない部分の酒税はわかりました。酒税は。酒税が残るからお金が残るというのは、その部分

の酒税の部分から２１０万が減るのは解るんですが、それ以外のもの、瓶詰をしなかったから人

件費が浮いたというのはとんでもない話で。当初から７，４５０万売ろうと思って計画している

んだから、瓶詰めなんてしてもらわんと困るんだよ。という論法からいくと、１２月の補正で過

剰予算補正をやったっていうことですよ。金いらないのに補正やったんでしょ。どういう意味で

やったの。なぜ補正４５０万補正をやったんですか。金があるのになんでここで売り上げを増や

して、歳出も増やして、金が残っているんでしょう。今の私の質問からいくと、売れない分の酒

税を引いたら修正なるでしょう。多少不用額はいいですよ。こんなに金が余るのおかしいんだも

んと言うことは、当初予算も１２月補正も過剰予算をたてたっていうことになりませんか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 議長からのご指摘でございますが、当初予算７千万、それに１２月補正で４５２万ということ

で合計７千４５２万という売り上げ収入これを見ております。１２月の補正の段階で酒税の分、

それと賃金等の増額もさせていただいております。この分につきましては、販売の数量の増とい

う部分も含めまして、こういう諸経費かかるということで計上させていただきまして、出したと

ころなんですが、実際のところ瓶詰等実際には売れなかった分はやっていないという部分で、数

字的にも、落ち込んだ数字となってございます。御指摘の部分で、過大な見積もりではなかった

のかという御指摘もございますが、この分につきましては、内容的に私どもの方の事務の中でも、

精査が少し足りなかったという部分もあるのかなというふうに話をしているところでございま

す。今回総体で７６０万という減額になったわけなんですが、この部分が先程議長からもご指摘

受けましたが、酒税、消費税、この分で２００万ぐらい。あとは、この他に人件費、職員の人件

費の精査分なり、そういう部分もいろいろございます。それと先ほども申し上げましたが、決算

に近い数字である程度、数字を整理させていただいたということで、御理解をいただきたいなと

いうふうに思います。 

 

○村尾議長 

 これ課長の答弁よくわかるんですが、私が言いたいのは、この１２月の補正どころか当初予算

の７千万に対していってない訳ですよね。１２月にこんな売ろうっていう意欲はわかるんですよ。
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売ろうっていう意欲は現実離れした売り上げをなんで出してきたんだと。そして気が付くと酒税

も余った、瓶詰の労務賃も余った。それで補正減額してきますなんて、こんな１２月にやること

自体がおかしいわけで、何で１２月にしたんですかっていうことですよ。で正直言ってあなたば

かりでなく、町長、町の執行部も含めて議会に嘘の予算ばかり出したのかっていうことですよ。

どう考えたって一生懸命頑張って６千５００万までなったとしても、当初予算の７千万にはいか

ないわけですよ。なんで、１２月にしたんですかっていうこと、残り３カ月で売ろうと思ってい

るのと、現実に近い数字と。なにも１２月に補正しなくたっていいんだよ。３月補正でもいいん

ですよ。売れる分は。売れるか売れないかわからんうちに補正するの。なぜ１２月にあげたんで

すか。私は瓶を買う予算がなかったから、補正したのかなって思っていたよ。あなた達をかばっ

ているつもりでいたんだけど、中身見ると、経費が余ってきている。かばいようがない。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 すみません。私の方から答弁させていただきます。今回４５２万。１２月の補正の部分でござ

いますが、実践的に瓶の製造の部分で製造費足りなくなっているという部分が実態でございます。

ただその中で一般会計からの単純な繰り入れという部分でも検討させていただいたんですが、上

との協議の結果、売り上げもやっぱり伸ばさないとだめだろうという部分で、補正歳入財産収入

の増額という部分を計上させていただいています。一般会計からの繰入金ということで、７０万

程度ですが、一般会計からの繰り入れという部分含めまして経費計上させていただいております。 

 

○村尾議長 

 よくわからんな。自分で聞いていて解らなくなってきた。 

 

○村島委員長 

 はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 終わったことの論議は、あきらめました。それで明年度に向かって、勝又議員が言われていま

したけども、この４０年間の振り返り、またここで再スタートを切っているわけですよ。意気込

みだけで中身はめちゃめちゃだったんですよこれ。確かに表面上見たら瓶は新しくなった、清里

の特産品だと町民の皆さま喜んだと思いますよ。５％６％売れた。でも実際は前年度から今まで

４０年間の中で同じように２千万以上も一般会計からの持ち出しが続いていますよと。これが２

７年度に向かって販売促進のために本当にどういう形をとったらいいのか。そしてやっぱり宣伝

効果があり、売れる感じで、そして一般会計から持ち出しが少なくなるような努力とそのために

はどういう販売計画がいいのか。自分たちだけで本当に出来るのか。製造も本当にこういう形で

コストが上がっていかないのか。こういういろんな部分をきちっと。 

それと委員会に説明する内容を正しく説明して論議してください。提案してください。それは

昨年の９月のスタートの時点で、瓶代やそういうものについてもトータルしたら上がりませんっ
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て答弁していたでしょ。実際は違うわけですよね。そういう基本的な大きなことがことごとく狂

ってきたら、判断する材料すら信じていいのかどうなのか解らなくなっちゃうんですよ。一般会

計からの持ち出しはだめだとは言ってない。理解ができる環境でないとためだ。今回修正動議で

販売額下げたけども、議会何言っているって、１億売れましたっていうぐらいの意気込みでやっ

てもらわないと私は困ると思います。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

 

○産業課長 

 加藤議員からご指摘の部分でございます。中々委員会等での説明がスムーズにできてなかった

と。それも含めまして、今後中身と販売の関係についても色々含めまして内容検討していきたい

というふうに思っております。 

それと２７年度販売計画の部分でございます。この部分については、販売促進職員等も含めま

して、焼酎、産業課ばかりでなくて町の職員等含めまして進めていきたいというふうに今考えて

いるところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい。ございませんか。 

 

○村尾議長 

 一つ質問で。本当に最後なんですけども、ひとつ端的な話を聞きたいんですけども、３月の定

例会で修正動議がありまして約９千万近い売り上げの、平成２７年９千万の予算が出てきた訳で

すよ。それに対して各議員から７千４５０万に落とせという修正が出ました。このことについて、

あなたたちは現場としては大変うれしく思っているのか、いらんこと言ってくれたなと思ってい

るのか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今回の修正動議という形で歳入部分、財産売り上げの部分が減額という形になったわけなんで

すが、職員といたしましては、目標はやはり８千８００万という数字を目標に目指していきたい

というふうに考えてございます。でこの部分職員も予算計上ということで、当初予算で計上した

わけでございますんで、この部分につきましてはなんとかこの数字に向かって頑張っていきたい

というふうに考えております。そういうことでご理解いただきたいなと。 

 

○村島委員長 

 先ほども言ったように、この焼酎特別会計は大変問題点が多いんですよ。あなた方も使われる
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身で大変でしょうけど、今議長からも言われたこと、各委員から言われたこと。平成２７年度変

わりで新年度変わっていくわけですけど、私もここに座って見ていて、この焼酎工場に大変な問

題だと私思っていますので。数字合わせだけでなくて、きちっとやって貰わなかったら、続いて

いきますよ、こういう問題が。議長と加藤さんから言われたことをよく聞き取ってですね。その

修正したから云々、それはねあなた方の取り方によるけど、不信任つきつけられたなんて思った

ら、とんでもない話だ。そうじゃない。正確なことを議員はみんな判断して、それで修正したわ

けだから。そのとおりになったじゃないですか今回の減額予算。そういうことをちゃんと見て、

ただ見込み販売、見込み目標だけ立てて、後は帳尻合わせで良いなんて考えなんて絶対捨ててく

ださい。皆さんの意見を聞いた上で、ちゃんと町長の方にあなた方の方からちゃんと相談しなき

ゃいけない。そういうことで。他によろしいですか。はい。それでは産業課終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。どうぞ引き続き。 

 

（追加） 

○保健福祉課長 

 お疲れところ申し訳ございません。ちょっとお時間をいただきまして、診療所の運営について

は解っているところをお伝えしたいと思います。 

３月定例会におきまして土地、建物の貸し付けについて議決をいただきまして、それを受けま

してこの土地建物、及び備品の使用貸借契約ということで、先週１７日に契約を締結いたしまし

た。借受人、相手方は齋藤浩記先生です。それで連帯保証という形で医療法人共に生きる会をつ

けていただきました。ですから体制としては共に生きる会の体制の中で運営ということになりま

す。そ詳細についてだんだん詰まってきましたので、ご照会をしたいと思います。 

診療所の名称については、清里クリニックと言うこと。それから開業の日は、２７年の４月２

０日と言うことになりました。なるべく早くということでいろいろと調整をしていたんですが、

齋藤先生の方の段取りもつかず、やっぱり４月２０日ということで、大分無理はしていただいた

んですが、そういうことになりました。それから診療科につきましては内科、心療内科、精神科

それからメンタルヘルス科、物忘れ、それから脳神経外科合わせて訪問診療もやりたいというこ

とで先生おっしゃっています。病床については、１９床内ですけれども、北海道の方の審議会の

方で一般病床１９床通ったということで保健所から情報提供を受けています。まだ正式な通知に

ついては当然ながらその開設者の齋藤先生の方にいくわけですが、まだ来ていないということで

すけど、保健所の方から情報を得ています。で運用開始については、５月に運用を開始していき

たいということでおっしゃっています。それから診療に当たる医師ですけれども、もちろん斉藤

浩記先生が院長先生として診療をされます。あわせて今回後藤先生が新たに４月から勤務される

ということで。今千歳の診療所にも院長としてお務めで、３月いっぱいで辞めて、こちらに来ら

れるということで聞いています。脳神経外科医ということです。それから非常勤の先生、これは

議会議員の皆さん、こないだ視察していただいたとき、受付の右手に写真と一緒に貼って表示し

てあったのをご覧になったと思いますが、あの二人です。佐野先生消化器外科、池田先生循環器

内科。というようなことで、この先生方も入っていただけるということです。それから診療時間

これについては現状とまったく同じ時間。診療時間は９時から１２時、１時半から５時半、その
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３０分前から受け付けをしますよということになります。そこは全く一緒です。それから診療日

についても月から土で、水曜日の午後は休診、土曜日の午後は休診、日曜日は休診。それから祝

日については休診、全く一緒です。それからその他としまして緑地区、札弦地区の送迎、今それ

ぞれ１回ずつやっていただいているんですが、これも変わらずやっていただけるということでお

話ありました。それから３１日まではクリニックきよさとで診療していただきますが、１日から

１９日までちょっと長くなりましたのでどういったことがやれるのかということでお願いをした

ところですね。これは斎藤先生でなくて、川湯の森病院が、この間巡回診療という形で保健セン

ターになりますけど診療をしていただくということで。共に生きる会の方は積極的にやるという

ふうに言っていただいています。これはお願いする側もやる側もやると言っても、監督している

ところがうんと言わないといけないもんですから、これまだ計画書を事前提出して認められない

といけないというところまで至っていません。基本的には何て言うんですか。常設って言います

か、これはだめなんですよというようなことありますので、週３日やりたいと言ってくださって

いるけど３日を認めないという可能性もあります、２日にしときなさいよと。相手先が釧路保健

所になります。そういう可能性あるのでちょっとあいまいですけども、町はなるべくいっぱいや

ってほしいし、向こうも週３日なら来るよと言ってくださったんですが、そういうところが今ク

リアされていないようなところです。先週金曜日から昨日にかけてどんどん話が詰まってきてい

るわけですけども、今お知らせできるところはこういうところです。 

これについて４月１日の広報にぎりぎり今載せるというところで、写真つけて、先生の顔写真

入れて載せることで段取りしています。それからその臨時の診療所巡回診療のところですね。こ

れについてはやはりこの程度の言い方になります、不確定なので。はっきりしたら新聞折り込み

なりで周知する方法を考えていきたいと思っております。今広報がもうぎりぎりなもんですから、

この形でしか出せないと。いうふうに思っております。以上でございます。はい。 

 

○村島委員長 

 ただ今口頭でお話ございましたけど委員の方、何かお聞きしたいことありませんか。はい、池

下委員。 

 

○池下委員 

 ２０日からこうやってやるってことなんですけども１つちょっとお伺いしたいのは救急につい

てはどういう話し合いをしていますか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 ２０日から以降の話になりますけども、これは従前と変わらない。診療時間内については救急

を受けてもらうということです。残念ながら時間過ぎているところは、それについては、今、ク

リニックきよ里にやっていただいているだけはやっていただきたいということをお願いして時間

内はやりますよということで返事いただいています。 
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○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 救急は今までと同じようにやると言われているわけですが、常勤の医師そのものが、脳神経外

科ということなんで、救急の場合における内科やそういうものについての対応で、今も状態と内

容によっては、病院等の変更がその場でしていると思うんですが、強制的にその清里クリニック

に搬入することなしにその辺の形っていうのは患者のためになるような方法、時間内だからクリ

ニック来たよと、だけど担当が外科でない、あるいは内科でないっていう場合、実際問題が起き

てくると思うんです。これ常勤は脳神経ですよと、非常勤で消化外科と内科とっていう形でかか

ってきて、その辺救急の場合の患者の搬送体制、受入れはしてくれると言っても単に寄って無理

だよっていう体制になっちゃうのか。その辺十分その辺を詰めて考慮していただきたいなとその

ように思います。 

１点参考までにこれできれば医師の年齢何歳でしたか、ちょっと教えていただきたい。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 後藤先生が８０歳というような話を聞いています。でも現役で今院長やってらっしゃるという

ことで、診療に全く支障がないということで今回お願いをしたということです。もともと、ここ

に清里の国保病院にもインターンでいらしたことがあることで、そういう縁もあって来たいと言

うことだったようです。そういうことで先生が脳神経外科。それから標榜の方は内科もしていま

すので、内科はちゃんとやっていただきます。 

 

○加藤委員 

 ということは常勤のどちらの先生、院長先生が毎日診療するってことですか。 

○保健福祉課長 

 常勤の斉藤先生も後藤先生も内科は診ますよということです。川湯の森病院も、標榜は内科、

心療内科、精神科ということです。医師免許に歯科医師とあれば別ですけど、医師免許に何って

いうのはないんです。当然内科は皆さん勉強されている。当然ながら専門としては精神科。それ

からもう一人の方は脳外科医、外科ですから、もちろん内科が当然ながら診られる。それから救

急についてですけれども、救急は、一次救急ということでの時間内受け入れです。ですから一次

救急というのはまずは入るよというところであります。一般論としてまずは入りますよ。一次と

いうのは入院等の必要のない程度のものですよ。入院等が必要なのは二次救急ということになり

ますから、搬送されますよということです。今心配されているところの脳血管疾患等については、

これも法律だとか道の条例だとか、ルールが決まっていまして、これについては、救急隊が救急

隊の判断でまっすぐ脳外科に搬送できることになっています。この間の斜里国保でああいうよう

な言い方になっていますがどちらかというとあれが例外です。うちのやり方がスタンダードです。

もう脳疾患だと脳血管だとかで出血しているよ、それから血栓等で詰まっているよというときは
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もう救急隊の判断で、そこと連絡をとって、まっすぐ送れることになっていますので、それは脳

外科医がいるからきよさとに必ず入れるなんてことは、むしろあれはスタンダードでないと考え

ていますので、御心配いらないと思います。脳外科医が来たから必ず一次救急で入れますよとい

うことで、はそれ以外で、そういういろんな救急隊にルールがあるんですけども、それうちはち

ゃんとされているというふうに思っております。それでその他の、その二次だの三次だのという

だんだん重篤で救急性が高くなるものでないところは一旦入れますよということですから。でな

いと、二次三次の救急がもたないわけで、入院も必要ないと、処置したらあとは今日は帰って家

で様子見てなさいで済むものまで運ぶわけにいかないですから。だからこそ、一次救急をちゃん

と町村で受けなさいということなんです。ですけど重篤なものをいちいちそこに必ず入れて、時

間をかけて患者さんの命に危険があるようなことをしろというルールではないので、それは大丈

夫だと思いますのでご安心いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 参考までに非常勤の先生の年齢。 

 

○保健福祉課長 

 非常勤の先生聞いてこなかったです、すみません。そんな歳はいってないと思います。写真を

見る限り。 

 

○村島委員長 

 はい、議長。 

 

○村尾議長 

 常勤院長先生と、副院長はこれ、常勤２人は間違いないということなんですね。 

 

○保健福祉課長 

 そうですね。２診じゃないですから常時２人いるということではないと思いますけど、２診と

いうのは診察室を２つダブってもつということではないですから。どっちかがいるという。 

 

○村尾議長 

 それで非常勤がいるということになれば、どういう割り振りなんですかね。 

 

○保健福祉課長 

 まだそこまで具体的には今川湯の森でも月１で呼んでいるようなんです。 

 

○村尾議長 

 非常勤月１の可能性もある。 

 

○保健福祉課長 

 今はその可能性もあります。どういうふうに調整してくれるのか。月１でも専門医が入るって
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いうことはそれなりに今までなかったことですし、有利なことなのかなと考えています。今私川

湯の森で見てきたのは、例えばその先生は月１回、第１月・火入りますよというようなたしか池

田先生は第３の火曜日だったように思いますけどそういう形で、これがどういうふうにまた調整

されていくかわかりませんけれども、とりあえずうちの方にも回してくれるよということで、先

生の意向でした。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。いいですか。はい。 

 

○保健福祉課長 

 広報で出したいと思いますので。 

 

○村島委員長 

 はい。それじゃあ終わります。 

 

 

○保健福祉課長 

 お時間いただきありがとうございました。 

 

○村島委員長 

 はい、それでは２の次回委員会の開催について事務局今のところ未定ということであります。

３のその他はい、その他ありませんので、第４回産業福祉常任委員会を閉じます。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 

 次回の委員会につきましては、未定でございます。 
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○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 回産業福祉常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時２３分） 

 


