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第３回産業福祉常任委員会会議録 

平成２７年６月１２日（金） 

    開 会   午後 １時４５分 

    閉 会   午後 ４時４２分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●町民課 

  ①平成２７年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

●建設課 

  ①平成２７年度一般会計補正予算（建設課所管分）について 

 ●保健福祉課 

  ①平成２７年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

  ②平成２７年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

  ③清里町臨時福祉給付金支給事業実施要綱（案）について 

  ④清里町子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱（案）について 

  ⑤平成２６年度「介護老人保健施設きよさと」の運営状況について 

 ●産業課 

  ①平成２７年度一般会計補正予算（産業課所管分）について 

  ②農業関連事業の実績について 

  ③店舗出店等支援交付金事業の実施状況について 

  ④住宅リフォーム事業及び店舗改修事業の実績について 

  ⑤各温泉施設・山小屋の利用実績について 

  ⑥清里町畜産クラスター協議会の概要について 

  ⑦清里町店舗出店改修等補助事業実施要綱の制定について 

  ⑧平成２６年度焼酎事業実績及び決算について 

  ⑨平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）について 

 

２．意見書の検討について 

  ①平成２７年度北海道地方最低賃金改正等に関する意見書（案） 

  ②所得税法第５６条の廃止を求める意見書（案） 

 

３．議会閉会中の継続調査について 

 

４．次回委員会の開催について 

 

５．その他 
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○出席委員（７名） 

    委員長  前 中 康 男    副委員長  池 下   昇 

     委 員  村 島 健 二    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

 

 

○欠席委員   なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■町民課長         河合 雄司    ■税務収納Ｇ主幹     清水 俊行 

■町民生活Ｇ主査      山崎 孝英     

■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  吉田 正彦    ■建設管理Ｇ主査     山本 卓司 

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

■保健Ｇ総括主査      佐々木順子    ■福祉介護Ｇ主査     三浦 綾美 

 ■農業Ｇ主幹        永野  宏    ■商工観光林政Ｇ総括主査 樫村 亨子 

 ■焼酎Ｇ総括主査      北川  実    ■農業委員会次長     武山 雄一 

 ■焼酎Ｇ主査        松浦  聡    ■農業Ｇ主査       藤森 宏樹 

  

 

 

○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 

 

○前中委員長 

 第３回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

大きな１、町からの協議報告事項について。まず、初めに町民課、よろしくお願いいたします。 

 

○町民課長 

 それでは町民課からの協議報告事項について、ご説明いたします。平成２７年度一般会計補正

予算町民課所管分でございますが、こちらにつきましてまず１点目といたしましては葬斎場施設

に適正な管理をするために１号火葬炉の修繕に係る費用でございます。 

２点目といたしましては、清掃センターの休憩室等につきまして環境改善を図っていくために

設計を行う費用でございます。 

３点目といたしましては、清掃センターのダイオキシン等の分析機につきまして保守点検を行

う費用となっております。以上の３点につきまして補正予算を計上するものでございます。概要

の詳細につきましては、担当の山崎よりご説明いたしますので、よろしくお願いします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは私から平成２７年度一般会計補正予算町民課所管分町民生活グループ関連についてご

説明いたします。議案１ページ目をご覧願います。４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生

費、事業名 葬斎場修繕事業です。 

葬斎場につきましては昭和６３年度に整備を行いまして、２６年が経過しております。その間

軽微な修繕等を行いながら運営してきましたが、昨年度から５カ年間の計画により、順次修繕を

計画しているところです。本年度は、平成２７年度計画分といたしまして１号火葬炉の修繕とし

て耐火煉瓦の積み替えを行うものです。事業費は４５０万円。財源は全額一般財源で計上します。 

次に４款衛生費、２項清掃費、１目清掃事業費事業名清掃センター休憩室等改修実施設計委託

事業です。現在、５カ年計画の３年目といたしまして清掃センター長寿命化改修事業を行ってい

ますが、施設の良好な管理運営と従業員の職場環境の改善を図るためトイレ、シャワー室等を含

む休憩室等の改修を計画しており、今回基本設計を含めた実施設計業務を行うものです。事業費

は１９４万４千円。財源は全額一般財源で計上いたします。 

最後に同じく４款衛生費、２項清掃費、１目清掃事業費事業名清掃センター機器類保守点検業

務委託事業です。こちらは、清掃センターから排出されます排ガスなどが国の排出基準以下に保

持するために排ガス分析計等の保守点検を行うものです。事業費は１８７万１千円。財源は全額

一般財源で計上いたします。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 今町民課から平成２７年度一般会計補正予算町民課所管分について御説明ありました。各委員
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より質疑を賜りたいと思います。何かございませんか。どうぞ。 

 

○池下副委員長 

 ちょっと葬斎場のことでお伺いしたいんですが、４５０万円の補正は１号炉ですか。これは初

めて直すっていうことでいいのかな。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 今回の修繕は１号炉の内部の耐火煉瓦の積み替えとなっておりまして、こちらに関しては初め

てというかたちです。 

 

○池下副委員長 

 何年ぐらい。 

 

○町民課長 

 昭和６３年に建設して以来、２６年経過しております。 

 

○前中委員長 

 はい、委員。 

 

○池下副委員長 

 これはちらっと聞いた話なんですけども、火葬の棺の中にいろいろな物を入れるっていうのは、

慣例と言ったらなんですけども、そういったものにその耐火の煉瓦がちょっと変色するとか、い

ろんな話は聞いていたという事実があるんですけど、やっぱりそういったものってやっぱり大き

いのか。はい。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 今副委員長のおっしゃられたとおりに、副葬品って言うんですか。そういうものによりまして

炉の内部が損傷するということは実際に起きていることでございます。それで炉の内部炉の本体

よりも、実際棺を乗せる台があるんですけども、そちらの方の痛みが激しいような状況で、私た

ちの方では伺っておりまして、なるべくそういうことのないように、今遺族の方ですとか葬儀の

関係される業者の方々にいろいろと相談しながらあまりそういう影響の無いようにしていきたい

ということで今考えているところでございます。 
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○前中委員長 

 どうぞ。 

 

○池下委員 

 これ葬儀屋さんもいることなんで、そういった方々と連携を取ってやらなかったら出来ないの

かなっていうふうには思うんだけど、極力長もちするようなということで進めていただければな

というふうに考えますので、そこらへん指導等も含めていろいろと協議をしていただければと思

います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 関連機関というか、業者さん等に協議いたしまして、なるべく炉が長持ちするような方向で進

めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 他に。他にございませんか。無ければ町民課の説明終わります。 

続きまして、建設課所管の平成２７年度一般会計補正予算、建設課所管分について御説明願い

ます。はい、課長。 

 

○建設課長 

 本日提案いたしました一般会計補正予算建設課所管分につきましては、当初よりの計画案件で

ありましたが、平成２７年の骨格予算編成のための６月の補正提案をさせていただいております。

詳細につきましては、各担当より説明させていただきます。 

 

○建設管理Ｇ主幹 

 建設課所管の一般会計、６月定例会補正予算について議案の２ページよりご説明いたします。

２ページ、補正予算概要をご覧ください。土木費、道路橋梁費、道路橋梁指定管理委託業務から

ご説明いたします。 

今回の補正につきましては、本年３月２４日の２６年度補正予算の委員会で事前に御説明いた

しましたが、指定管理者に貸与している町所有の建設車両ロータリー除雪車の大規模な修繕に要

する経費の補正でございます。故障の内容は、ロータリー車の前方についております雪を掻き込

むオーガーと雪を飛ばすブロワー、シュート装置を一体として支える車輛本体と接続するフレー

ムの一部の部材の破断であります。また掻き込んだ雪を飛ばすシュート装置のスライドレールが、

投雪によっての振動による消耗とシュート付け根部の部材の変形でございます。現段階では部材

の消耗と経年劣化による部材の疲労が要因であると考えます。フレームの破断につきましては、

車輛本体の故障で、シュート装置につきましては今後車両に重大な影響を及ぼすものでございま

す。今回の故障は、大きいものが修繕で、車両の維持に必要な修繕でありまして故障により、今

後の委託業務に支障が生じると判断されるものでございます。修繕経費の内訳はフレームについ
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ては３２０万円でシュート装置のレール及び一部部材の交換で９０万円合計４１０万円を追加計

上しております。実補正額は４１０万ですが、現予算の契約、執行残がありますので、４０９万

９千円が補正額となります。財源内訳は全額一般財源でございます。 

続きまして、道路用地管理事業につきましては、東横道路のさくらの滝駐車場入り口までの未

整備区間約６５０メートルの整備にかかる土地購入、並びに立木保障として合計７万円を新たに

補正いたします。東横道路につきましては、本年度用地測量を実施し、その後に用地買収、保障

等を行い、翌年度に改良整備の予定をしております。 

続きまして、土木費、住宅費、住宅管理費の住宅用太陽光発電システム導入費補助事業につき

まして、環境負担の少ない再生可能エネルギーの普及促進を図るための支援を目的として、平成

２１年度より実施しております。平成２１年度より述べ８２件の設置実績もあり、また本年度に

おいても問い合わせ等があることから、今年度より４年間継続実施することとし、本年度におい

ても従来同様に上限３０万円を限度として２０件分６００万円を補正計上させていただきまし

た。財源内訳は全額一般財源です。以上で終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。どうぞ。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 それでは続きまして、公営住宅関連について御説明いたします。議案３ページをご覧願います。 

まず１点目ですが、土木費、住宅費、住宅管理費、事業名が公営住宅ボイラー吸排気筒修繕事

業です。これにつきましては、建設後２０年経過する公営住宅の給湯ボイラーの吸排気筒の経年

劣化による排気漏れを防止するため計画に基づき交換補修を行うものです。今年度は平成６年に

建設されたさくらんぼ団地、３棟８戸とリバーサイド団地２棟１４戸の補修を計画しており、そ

の工事費として１９１万円を補正計上するものです。財源内訳につきましては全額一般財源で計

上します。 

次に２点目です。土木費、住宅費、住宅管理費、事業名が公営住宅クッキングヒーター修繕事

業です。これにつきましては建設後２０年以上経過する公営住宅の電気コンロは、型式が古く経

年劣化による故障を防止するため、年次計画に基づき、交換補修を行うものです。今年度は、平

成４年に建設されたリバーサイド団地１棟１０戸の補修を計画しており、その工事費として１３

９万円を補正計上するものです。財源内訳につきましては全額一般財源で計上します。 

次に３点目です。土木費、住宅費、住宅建設費、事業名公営住宅建設事業です。これにつきま

しては、公営住宅等長寿命化計画に基づき、地域優良賃貸住宅の建設と、町営住宅の解体をする

ものです。住宅の建設については、ひまわり団地に２棟２戸を新たに建設するものです。その建

設費用として４千９６０万４千円。住宅の解体につきましては、水元第２団地２棟４戸と札南団

地１棟４戸の解体費用として６９１万円の合計５千６５１万４千円を補正計上するものです。財

源内訳につきましては、社会資本整備総合交付金より１千９３３万５千円。一般財源で３千７１

７万９千円を計上します。 

次に４点目です。土木費、住宅費、住宅建設費、事業名が公営住宅改修事業です。これにつき

ましては、公営住宅等長寿命化計画に基づき公営住宅の改修を行うものです。今年度は平成５年

に建設されたさくらんぼ団地２棟７戸の外壁改修費用として、１千７１万を補正計上するもので
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す。財源内訳につきましては社会資本整備総合交付金より４１６万７千円一般財源で４５４万３

千円を計上します。以上で、公営住宅関連の説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 今、建設課から２７年度一般会計補正予算の説明がございました。各委員、ご質問ございませ

んか。はい。 

 

○堀川委員 

 今回の補正の関係とはちょっと話がずれるんですけども、東横道路の整備でさくらの滝に通じ

る東横道路をこれからどのような整備を考えられているのかお聞きしたいんですけども。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○建設課長 

 東横道路に関しましては、先より改良の方の要望があがっていまして、昨年調査設計を実施し

ております。調査設計区間につきましては、一部開発の方で舗装しているところの終わりからさ

くらの滝の入口まで６５０メートル延長がありますけど、その部分の舗装を考えております。今

申し上げましたように調査設計を実施いたしまして、今年用地確定測量行いまして、民地が一部

ありますので、その分の民地の買収または立木の交渉、その話が進みますと本工事の方の実施に

向けて進んでいきたいと原課としては考えています。 

 

○堀川委員 

 道路は６５０メートル舗装していきたいというお話ですけども、それに含めて駐車場といいま

すか、あそこの部分の改修なんかも予定に入っていますか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 全体的な整備のお話といたしましては、道路また駐車場のお話が出ています。建設課所管とい

たしましては、あそこの入り口までつながる部分の道路の計画をいたしまして、駐車場そのもの

になりますとまた所管が変わってきますが、その辺は一体とした整備ですので、道路の方が進む

ことによって、同じように計画の方も考えていかれるというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 道路を直していくということは、決定事項なのか、これから検討していくことなのか、ちょっ
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とわかんないですけども。自分としては自然の中にある滝を見に行くっていうことで、あまり過

度な整備というのは必要ないのかなという気もしないわけでもないんです。ですので、その辺を

考えに入れた中で、いろんな意見を聞きながら検討していっていただきたいと、そういうふうに

思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 道路の整備につきましては、要望もありますことから進めていきたいという考えは原課として

は持っています。ただそれをどのように進めるかといいますと、大規模な改良工事というのでは

なくて、現在は先ほどお話しました開発が途中までの舗装を終わらせています。同じような規模

での舗装を考えております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい。ほかにございませんか。はい。村島委員。 

 

○村島委員 

 堀川議員の方から出たように東横の道路については駐車場含めた上での道路改修という舗装工

事だと思うんですけども、今度これにトイレなんかはどうなっているのかな、これ。全然載って

ないけども。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○建設課長 

 はい。先ほどお話しました建設課所管といたしましては、道路分を計上しています。具体的に

中の駐車場、トイレとなりますと所管が産業課の方になります。それにいたしましても当然一体

的な整備ですので、道路の計画していることも、産業課のほうでは承知しておりますので、連携

して進めていきたいというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 はい。 

 

○村島委員 

 今課長から言われたように、そういうところ連携しながら。やっぱりやるところがきちっとや

ってもらうようにお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 課長。 
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○建設課長 

 連携を密にとっていきたいと思っております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員 

 今の件で、道路の最終的な工事完了というのはいつ頃まで見込んでいるのか。もし分かれば。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○建設課長 

 延長からいきますし、要望が出て年数も経過していますので、短い期間での実施を望んでいま

すが、その辺は予算の関係もございますので１年、もしくは２年になるか。今現在その単年度で

施行とは、断言できないかなというふうには考えております。 

 

○前中委員長 

 ちょっと１点だけ、車の退避場だとかも検討の中にあるんでしょうかね。 

 

○建設課長 

 今現在の設計の中には特に待避場という形のスペースは考えておりません。これは現地の土地

を利用して交差していただく、その前段部分の舗装部分も特にないと思われます。同じような形

状で考えています。 

 

○前中委員長 

 他に。全体として他にございませんか。なければ建設所管分終わります。ご苦労様でした。 

引き続きまして保健福祉課から５点ほどございます。①平成２７年度一般会計補正予算保健福

祉課所管分について。どうでしょう、２つ目の介護保健事業特別会計補正予算も続けてご説明願

えますかね。よろしいですか。よろしくお願いします。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは６ページをお開きください。保健福祉課、私の方からは福祉介護グループ所管の一般

会計補正予算についてご説明をいたします。 

はじめに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、高齢者等の暖房費

等支援事業につきましては、昨年度も行いました事業で、恒常的に低所得の高齢者世帯等の暖房

費などの負担を軽減するため、課税収入一人１００万円以下、世帯一人増えるごとに１００万円

を加算した額の以内の額、それで満６５歳以上の単身世帯や世帯全員が６５歳以上の世帯障害者

を含む世帯やひとり親世帯に一世帯当たり１万円を清里の商品券で給付するものです。今回２０

０世帯分２００万円を補正するもので、一般財源で計上しております。 



 

- 10 - 

次に難病者通院交通費支援事業につきましては、本町在住の障害者特定疾患患者の通院通所に

対し、交通費を助成するもので２００万円を一般財源で計上するものです。 

続きまして、福祉医療従事者人材確保事業につきましては、町内で福祉事業を行う事業者の従

事者を確保するために、新卒雇用者１人につき月額２万円を上限とし、新卒雇用者を継続して雇

用するものは翌年度に限り一人につき１万円を上限として補助するもので、本年度、新卒６人分

継続３人分の１８０万円を一般財源で計上するものです。 

続きまして、福祉団体活動支援事業といたしまして清里町遺族会に対し、その活動に係る運営

費を補助するもので３万円を一般財源で計上するものです。なお一般財源の欄の記載が漏れてお

りましたのでご記入をいただきたいと思います。申し訳ございません。 

続きまして、臨時福祉給付金事業につきましては、今年度も国が実施する臨時福祉給付金事業

に係る補正になります。事業の内容といたしましては後ほどの実施要綱でご説明をさせていただ

きたいと思います。昨年同様、消費税率が昨年８％に引き上げられたことに対しまして、所得の

低い方々への負担の影響に鑑みまして暫定的臨時的な措置として行うもので本事業に係る事務費

として臨時職員賃金を１９万５千円。消耗品、印刷製本費に係る需用費を５万３千円。郵送のた

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

す。また事業費につきましては、対象者へ給付される給付金今年度は１人６千円×８５０人分の

５１０万、合計５４６万５千円を全額、国庫補助金で計上するものです。 

続きまして、３目福祉サービス事業費福祉入浴事業経費、補助事業につきましては、福祉入浴

券に係る入浴料金利用実績の２分の１の額を温泉管理者に補助するもので、ここ３ヶ年の利用実

績に基づき、１４２万５千円を一般財源にて計上するものです。 

続きまして、高齢者等の除雪困難者に対する支援事業につきましては、昨年度より実施した事

業で高齢者等が冬期間の日常生活を健全で安心して営むことができるよう私道の除雪が困難な箇

所の除雪支援を行うもので除雪業務委託料１シーズン１０万円５カ所として×消費税分５４万円

を一般財源で計上するものです。 

次に、４目老人福祉費です。救急通報機器更新事業につきましては、在宅のひとり暮らしの高

齢者等に家庭用の緊急通報機器を貸与し、日常生活の安全の確保と不安の解消を図るもので機器

１０台分の購入費及び取りつけの手数料として、１６６万８千円を一般財源にて計上するもので

す。 

次に介護保険事業特別会計繰出金につきましては、介護保険制度改正によるシステム改修に伴

う経費の２分の１を介護保険事業特別会計へ繰り出すもので９７万２千円を一般財源にて計上す

るものです。 

次に、介護老人保健施設きよさと指定管理委託事業につきましては、国の介護職員処遇改善加

算の拡充に伴いまして介護給付費の上乗せ支給分について介護手当を増額支給するもので総額３

３２万２千円をその他の収入として介護報酬収入で計上するものです。 

次に２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、子育て支援保育料補助事業につきましては、第２

子以降に係る保育料の２分の１に相当する額を年２回清里商品券により補助するもので、幼稚園

保育所合わせて６８３万８千円を一般財源にて計上するものです。 

続いて８ページをお開き願います。斜里地域子ども通園センター通園費補助事業につきまして

は、斜里町にあります斜里地域子ども通園センター利用者の保護者の負担軽減を図るため、その

通園に係る交通費、１３万２千円を一般財源にて計上するものです。 
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続きまして、子育て世帯臨時特例給付金事業につきましては、臨時福祉給付金と同様本年度も

国が実施するもので、こちらも後ほどの実施要綱でご説明させていただきますが、本事業に係る

事務費として消耗品に係る需用費を５千円。郵送料の通信費給付金振込みのための口座振りかえ

手数料の役務費を９万７千円。また事業費として対象者へ給付される給付金１人３千円×５５０

人分の１６５万円。合計１７５万２千円を全額国庫補助金で計上するものです。 

次に２目保育所費、札弦保育所トイレ改修事業につきましては、札弦保育所の和式便器を、洋

式便器に改修するもので工事費として６４万円を一般財源にて計上するものです。 

次に清里保育所幼児用暖房便座設置事業につきましては、清里保育所の洋式便座を暖房便座に

するもので工事費として１４万１千円を一般財源にて計上するものです。 

次に札弦保育所屋根塗装事業につきましては、札弦保育所の屋根の塗装及び補修に係る工事費

として４７９万円を一般財源にて計上するものです。 

続いて衛生費につきましては担当よりご説明いたします。 

 

○保健Ｇ総括主査 

 それでは、保健グループ所管の補正予算についてご説明いたします。４款衛生費、１項保健衛

生費、１目保健衛生総務費、診療所医療機器整備事業６３万４千円の補正でございます。町から

診療所に貸し付けをしている調剤専用電子天秤とスパイロメーターの老朽化に伴い、更新を行う

ものです。調剤用電子天秤については入院患者の薬の管理に使用し、スパイロメーターは肺の機

能検査や呼吸状態を把握する機器で電子カルテとつなぐことにより治療にデータが有効活用され

ます。この２点の医療機器の備品購入経費を予算計上しております。以上でございます。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 引き続き９ページ、ご覧いただきたいと思います。介護保険事業特別会計の補正予算について

ご説明いたします。 

１款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費介護保険システム追加改修事業につきましては、

介護保険制度の改正によるシステム改修に係る経費としてシステム改修業務委託料１９４万４千

円を国庫補助金９７万２千円その他として、先ほどの一般会計における特別会計繰出金９７万２

千円により計上するものです。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２７年度一般会計補正予算並びに介護保険事業特別会計補正予算の説明がありま

した。この１と２について質疑を賜りたいと思います。各委員質疑のほどよろしくお願いいたし

ます。はい。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ６ページの福祉医療従事者人材確保事業について、ちょっとお伺いしたいんですけど、まずこ

の事業というのは介護福祉士さんとかに対するものなのですか。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 はい。この人材確保事業の対象としましては福祉医療従事者介護福祉士・看護師・准看護師・
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理学療法士・作業療法士及び歯科衛生士も該当します。 

 

○前中委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 もう１点なんですけど、この事業ってずっともう大分長年継続されてこられているんでしょう

か。 

 

○保健福祉課長 

 はい。この事業、最初に事業が始まったのは平成２０年の年から始まっております。始まった

年はですね、１人新卒１人当たり２万円ということで事業がスタートしたところなんですが、平

成２５年の要綱の改正で引き続き継続して従事される方は翌年度に限り１万円補助するというこ

とで少し事業の広がりを持たせて現在進んでいるところです。 

 

○前中委員長 

 はい。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今２０年からというお話だったんですけれども、２５年度からさらに改定がされましたという

お話だったんですけど、近年現場から話を聞いていますと、どうしても人材を確保するのが、す

ごく難しくて、働いている人間がすごい大変な思いをしているという話をよく聞くんですが、こ

ういう人材確保が２０年から始められていて、２５年にさらに改定して実際効果が出ているのか

どうなのかっていうのは、２５年から変えましたけども、さらにこれで良いかとかいうような話

を原課の方でいろんな話し合いとか、かなりされているんですか。それともこのままこれぐらい

かなという感覚で考えておられるのか。そのへんちょっとお聞きしたいですよね。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 人材確保事業につきましては、やはり求人票なりを見て、まずそこから清里町のどこという医

療施設、あるいは介護保健施設はというところに目がとまってというところから始まりますので、

こういった制度があるというのは有効というふうに感じています。 

それで実はこの制度２５年４月から今年度まででして、来年度以降また継続をすると。それに

向かっては、このさらに充実をさせるのかどうか、ちょっと検討した上で、また委員会の方には

ご協議いたしたいとふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。はい、池下委員。 
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○池下副委員長 

 民生費の社会福祉費のですね、６ページの難病者の通院に関して交通費支援して２００万とい

うふうな金額が出ているんですけども、障害者と特定疾患患者というのは何名ぐらい今おられる

のか。わかりましたら教えていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 この対象としては難病で通院されている方、それから障害者については３級以上１、２級です

ね。重度の方というふうなことで、それについての実績は押さえてきたところだったんですが、

障害者手帳を持っている方、難病認定をされている方はちょっと数字持って来ていません。ただ

障害者手帳をお持ちの方は大体２８０人前後で推移しているところです。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員 

 はい。今２８０名ということですけど、ちょっとこれまた質問違うんですけど、７ページの民

生費の方福祉入浴券の方で１４２万５千円。こうやってあがってきているんですけども、うちの

町３カ所温泉がありまして福祉入浴券使っているところが、それぞれあると思うんですけども、

個々に緑清荘、パパス、緑とどのぐらいの人数行っているのか。もし把握しているのであればち

ょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

はい。平成２６年度の実績です。平成２６年度、まず緑清荘につきましては、高齢者の利用が

４千７９５、身障者が１千２９２です。次にパパスランドですが、高齢者３千４６、身障者が２

０１です。次に、緑の湯。高齢者が３千６０５、身障者が４３０。３施設の合計が、高齢者が１

万１千４４６、身障者が１千９２３人となっています。以上です。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員 

 いいです。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。無ければ次に移らさせていただきます。③清里町臨時福祉給付金支給事

業実施要綱案についてご説明お願いいたします。 
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○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは１０ページをお開き願いたいと思います。清里町臨時福祉給付金支給事業実施要綱案

についてご説明いたします。先ほどの一般会計補正予算のところでも触れましたが昨年４月から

の消費税率が８％に引き上げられたことに伴いまして、本年度も引き続き低所得の住民に与える

負担と影響を緩和するため、暫定的臨時的な措置として臨時福祉給付金。それとこの後の子育て

世帯臨時特例給付金が支給され、事業の実施にあたっては、それぞれ要綱を定めて行うものです。 

初めに臨時福祉給付金事業につきましては、平成２７年１月１日時点で清里町に住民登録があ

り、給付対象の要件を満たしている方に支給されます。給付要件は２７年度分の住民税非課税者

ですが、御自身を扶養している方が課税されている方や生活保護を受けている方は対象外で昨年

と同様です。該当する場合は、本年は１人６千円。さらに昨年は老齢基礎年金、障害基礎年金遺

族基礎年金また児童扶養手当特別障害者手当等を受給していれば５千円の加算がありましたが、

今年度はその加算はございません。事業の周知につきましては、６月の広報に一度事前の告知と

いうことでチラシを配布いたしました。今後７月１日付で広報と一緒に申請受け付けのお知らせ

と申込書を添えて事業を開始してまいりたいと考えております。なおこの事業実施要綱につきま

しては、国からの示された要綱に基づき作成しております。受付けの期間を７月１日からの６カ

月間とし、その間幾度と広報等で周知するとともに民生委員さん等の力も協力を得ながらこの事

業を進めてまいりたいと考えております。以上です。 

 

○前中委員長 

 今御説明がありました。各委員質疑ございませんか。ありませんか。無ければ、④に移らさせ

ていただきます。清里町子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱案についてご説明お願いし

ます。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 はい。それでは２７ページをお開き願います。清里町子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施

要綱案について。この子育て世帯臨時特例給付金につきましても先ほどの臨時福祉給付金と同様、

昨年４月からの消費税率引き上げの影響を踏まえ、子育て世帯に対して臨時的な給付措置として

給付するもので対象児童１人につき本年度は３千円を支給するものです。こちらの給付金は、昨

年、臨時福祉給付金の対象から外れた方が対象となっておりましたが、本年度は、平成２７年６

月分の児童手当を受給している方で、特例給付を受けている方以外が対象となり臨時福祉給付金

の支給要件を満たせば両方を受け取ることができることとなりました。どちらの給付金とも申し

込み受け付け後書類審査を行い、該当非該当の決定をし、給付金の支給は口座振込で支払うこと

を原則としている事業です。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町子育て世帯臨時特例給付金支給事業の実施要綱についての説明がございまし

た。各委員より質問ございませんか。はい。なければ、⑤平成２６年度、介護老人保健施設きよ

さとの運営状況についてご説明お願いいたします。 

 

 



 

- 15 - 

○保健福祉課長 

 平成２６年度介護老人保健施設きよさとの運営状況についてご説明いたします。４２ページを

ご覧いただきたいと思います。最初１の入所者、通所者の利用状況について表の下の網掛けの行、

平均をごらんいただきます。１日当たりの入所者の年間の平均は６４．６人です。短期入所者、

ショートステイですね、１日当たりの平均利用数は２．３人です。表に記載されてはございませ

んが、入所とショートステイ合わせた入所部分の合計は６６．９となっております。この表の一

番右端の備考欄のところにございますが、年間平均入所率は９２．９２％となっております。次

に中ほどの通所部門ですが、１日当たりの平均利用者数は１５人となっております。次の表に移

ります。 

２番目、入所の状況です。３月末の入所者数は６３名でその内、清里町のからの入所の方３２

名で概ね半分となっております。 

３番目、利用者の介護度区分でございますが、右端の平均欄をご覧ください。入所者の介護度

の平均が２．８通所者の介護度の平均が１．９となっております。 

４つ目の表。利用者の年齢でございますが、入所者は平均８６．５歳。通所で御利用の方は８

３歳となっています。 

５番目職員の配置ですが、町からの派遣の事務長を抜き、社会福祉協議会の職員、臨時職員等

で構成されておりますが、委託を含めまして平成２７年度当初５６名の体制で運営を行っており

ます。 

１番下の表６番目になりますが、１月当たりの施設入所料これは介護保険の負担段階と介護度

区分によって決定をされますが、第１段階から第３段階までは負担限度額を超える部分は介護高

額介護サービス費としてあるいは特定入所者介護サービス費として介護保険から超えた部分を負

担しておりますので、居住費と食事代を含む実質の負担額がこの表のとおり利用した負担段階で

固定された額となっています。第１段階の入所であれば、２万４千円。第２段階であれば３万７

千８００円。第３段階は５万の５千２００円、これ以上は介護保険の方から給付があるというこ

とです。それから第４段階からは、それぞれの負担限度額の内数となりますので要介護１の７万

７千８８０円から要介護５の８万４千４２０円となってございます。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい。今説明がございました。御質問はありませんか。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 先程の私からの意見というか、関わってくることにつながるんですけども、この５番目の職員

の配置状況ってございますよね。そこのところの配置基準ってありますよね。これが基本的に今

の規模に対してこれだけの人員が国から必要ですよと言われている数字ってことなんですか。ち

ょっと僕このへんの見方がわからない。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 
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○保健福祉課長 

 おっしゃる通りです。国から１００人当たり何人をという職種ごとにあるいは今比較にあたる

例ですから、もっと細かく区分がございますが、これ以上の職員を配置しなさいという基準であ

ります。 

 

○伊藤委員 

それでいくとこの表を見ていると基準を満たされている状態ですよね、全部。少ないっていう

状況ではないっていうふうにみえるんですけども。その形でよろしいんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 この基準を満たすと逆にペナルティーがありますので、これ最低これはないといけませんよと。

これを下回ると介護報酬にペナルティーが課せられて減額をされるということです。当然ながら

これよりは十分な数は確保できていると思います。トータルで見ましても老健きよさと職員数と

してはですね、いわゆる民間と比べて少ないというふうには感じておりませんが、より良い介護

をしていきたいというところでは、当然ながらそのためには職員の負担が少なくて余裕を持って

ということも当然ありますので、それは常に人の確保においては、老健、社会福祉協議会はもと

よりですね、町とも協議をしながら努めてまいりたいと思っております。 

 

○前中委員長 

 はい。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の課長の御説明である程度今納得はできたんですけど、ただどうしても現場サイドと話して

いるとどうしてもやっぱりきつい、足りない。でも実際には足りている。この矛盾ってどっから

来るのでしょう。ちょっと勝手に思っているんですけど、要は、配置基準は最低限であって、今

それ以上の確保はしてあると。たださらに働いている人間としてはもう少し人手がやっぱりなけ

ればちょっと苦しいのかなって勝手に僕は思ってしまうんですが。それで先ほどの人材確保にあ

たって１人あたり２万円つきますとか、あと翌年度は新卒２万円で翌年度は１万円そっちの方の

手当よりは違う部分での確保のことも考えていかなきゃいけないんじゃないのかなという。もう

少し単純に人をもっと増やす様な方策転換は出来ないのでしょうか。ちょっとあの変な質問の仕

方なんですけれども。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 人材の確保に向かっては、町からの支援というところでは先ほどの補正の介護保険施設、医療
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施設に対しての支援ということでやっております。それから介護施設そのものについては、今回

の補正の中にもありますように、介護報酬の中で介護者へのそういう手当は厚くしなさいという

ことで基準を満たすと介護報酬が介護者１人当たり、１月に１０００分の２７くれますよという

事ですので、当然ながらそういうものも受けながら手当を増しながらということで、やってござ

います。報酬だけの問題では当然ないと思います。人を確保するためにはいろんな条件が整って

いかないといけないと思いますけども、報酬という点でいけば、老健きよさとそのものは決して

低いところではないというふうに考えています。そういう点からいけばですね、やはり余裕を持

って仕事ができるような余裕のある職員の配置、経営との兼ね合いもありますけれども、そのへ

んのところを目指して、確保に努めてまいりたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 この入所者通所者の利用状況というものを見るとショートステイ短期入所の部分で２５年度よ

り、２６年度の方がはるかに低いんですよね。上回っているのは、９月の３．８っていう。これ

１ヶ月だけで２６年度に至ってはですね平均で１．何人という減少にあるんですけども、この辺

に関しても結局職員が少ないからこういうふうに減っているのか。それとも単なる通所に来る人

方が減っているのか、その辺はどうですか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 職員数の不足による利用の制限というのは行ってはございませんので、そういうことにはあた

らないと思います。その分職員頑張っていることになるかもしれません。これについてはですね、

２５年については長期で長期間入所者が下がっているというところで、ショートステイでカバー

しましょうということで、ショートステイを入れられたというところあると思います。２６年度

については、実はその完全こういった利用上の集計では、空きになるわけですが、病院への入院

というところでベッドが空いてしまった。介護保険施設は、それは完全に退所の扱いなんです。

利用しているというカウントにはならないものですが、かといって入院されている方のベッドを

入所で埋めるわけにはいきませんので、ショートステイで埋めるという努力を通常するわけです

が、短期ですと調整つかないということもありまして若干効率が落ちてしまったと。 

２５年、６年以降は、施設から病院へ入院するって方が多くなってございまして、そういった

関係でということで理解をしております。職員は、精一杯の調整をしながら、有効なベッドの活

用ということで努力していただいているということでございますので、御理解をいただきたいと

思います。 

 

○前中委員長 

 はい。池下委員。 
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○池下副委員長 

 やはりそういった状況っていろいろなことが考えられるんですけども、先ほど伊藤委員が言っ

たように、この配置状況を見ても介護支援専門員というのは、そこそこ足りているのかなと思う

んですけど、看護師と准看護師の部分に関しては、最低数値より０．１しか高くないってことは、

ほとんどもう大変だなというのはわかるんですよ。数字を見てもね。課長初めいろいろと尽力さ

れているという話も私は聞いていますけども、やはりこういった施設に関して、やはり人材不足

というのが一番ネックになってくると思うんで、いろんな方策を練りながら人材確保に向けて、

これからも努力していっていただければというふうに私は思います。よろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 老健きよさと、社会福祉協議会、町と勉強しながらより一層努力してまいりたいと思いますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。無ければ、５件の案件に対して何か質問漏れがございましたら質問のほ

どよろしくお願いいたします。ありませんか。無ければ保健福祉課終わりたいと思います。ご苦

労様でした。どうもありがとうございました。１０分休憩。５５分から。 

 

休憩 午後 2時４５分～ 

                                 午後 ２時５５分 

 

○前中委員長 

それでは産業課所管分の提案を御説明願います。まず今回１番から９番まで出ております。ま

ず１番目、平成２７年度一般会計補正予算産業課所管分についてご説明願います。 

 

○農業Ｇ主幹 

 審議の前に御報告させていただきます。産業課長が諸般の事情によりまして、本日の委員会、

欠席となります。併せてこちらじゃがいも焼酎北海道清里完成報告書となりまして、冊子が出来

上がっております。遅れましたが、配布をさせていただきますので、ご一読いただければと思い

ます。それでは順次担当よりご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい。どうぞ。 

 

○農業委員会次長 

 それでは、平成２７年度一般会計補正予算について説明をさせていただきます。議案４３ペー

ジをご覧ください。 
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１段目農業委員会関連について御説明申し上げます。５款農林水産業費、１項農業費、１目農

業委員会費において、農業担い手育成支援事業実施するもので、内容につきましては、農業農村

を担うすぐれた若者の育成支援確保と定着を図り、農業後継者の重要課題の総合的な解決を目的

とした清里町農業担い手育成協議会への負担金６０万円を支出するもので、財源内訳につきまし

ては全額一般財源で計上しております。 

以上で、農業委員会関係の説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。どうぞ。 

 

○農業Ｇ主幹 

 続きまして、産業課所管分農業グループ関連についてご説明いたします。上から２つ目となり

ます。まず１点目ですが、５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費 事業名、農業振興

事業費補助事業です。 

これにつきましては清里町農業振興計画に示された農業施策に基づき、農業経営の強化を図る

ために必要な事業を支援するため１千７５０万円を補正いたします。内容につきましては、地力

増進対策じゃがいも生産振興対策、畜産振興対策、農業農村元気づくり事業、生産体制整備事業

について補助することとし、財源は一般財源となります。 

次に同じく２目農業振興費、事業名農業経営基盤強化資金補助事業です。これにつきましては

経営改善計画等の認定を受けた農業者の資金、借り入れ利子の軽減により、経営基盤の強化を支

援するため３１７万３千円を補正いたします。内容につきましては、スーパーＬ資金の借入利子

の負担軽減として、道２分の１、町２分の１により負担します。財源につきましては道支出金１

５８万６千円。一般財源１５８万７千円となります。 

次に同じく２目農業振興費、事業名農家負担軽減資金利子補助事業です。これにつきましては、

既往債務の負担軽減を図るため、必要な資金の融資を受けた農業者に対し、金利負担の軽減によ

り経営基盤の強化を支援するため、５千円を補正します。内容につきましては、農業負担整理関

係資金の借入利子に対して０．５％以下の利子助成を行います。財源は全額一般財源となります。 

次に同じく２目農業振興費事業名農業者経営安定対策事業です。これにつきましては経営所得

安定対策等推進事業に基づき地域農業再生協議会の事業を支援するため１４９万４千円を補正い

たします。内容つきましては事務費となります。財源につきましては全額道支出金となります。 

同じく、２目農業振興費事業名環境保全型農業直接支援対策事業です。これにつきましては、

環境保全型農業直接支払交付金実施要綱に基づく化学肥料農薬等による環境への負荷の軽減を図

る農業者を支援するため、５４万５千円を補正いたします。単価支援につきましては単あたり８

千円となりまして、負担割合につきましては、国費２分の１、道費４分の１町費４分の１となり

ます。財源につきましては、道支出金４０万８千円、一般財源１３万７千円となります。 

次ページ４４ページをご覧願います。同じく２目農業振興費事業名緑情報利活用促進事業です。

これにつきましては航空写真を基とした農地地図情報システムを運用するため、５１万３千円を

補正します。内容につきましては航空写真及びシステム利用にかかる負担金及び旅費となります。

財源につきましては全額一般財源であります。 

次に同じく２目農業振興費、事業名次世代農業者融資利子補助事業です。これにつきましては、
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農業経営を継承し、経営発展計画の達成に必要な資金の融資を受けた、意欲ある若い農業者を支

援するため１万６千円を補正いたします。内容につきましては、次世代農業者支援融資事業関連

資金の借入利子に対して０．６７５％の利子助成を行います。財源につきましては道支出金１万

５千円。一般財源１千円となります。 

同じく２目農業振興費、事業名、農業団体活動補助事業です。これにつきましては、農業青年

女性団体による優れた営農活動を営むために行う研修、学習活動に対し支援するため４４万１千

円を補正します。内容につきましては、ＪＡ女性部、ＪＡ青年部の活動に補助することとし、財

源につきましては全額一般財源となります。同じく２目農業振興費、事業名 農山漁村活性化プ

ロジェクト支援交付金費用対効果算定業務委託事業です。これにつきましては、農山漁村活性化

プロジェクト支援交付金実施要綱第７の規定による事業実施後の効果発現状況についての把握と

分析を行うため、１１２万円を補正いたします。内容につきましては、本交付金を活用して整備

した施設にかかる費用対効果算定業務委託となります。財源つきましては全額一般財源となりま

す。 

同じく２目農業振興費、事業名 農地集積協力金事業です。これにつきましては農地集積協力

者に対し、農地集積協力金の交付を行いましたが、一部の農地について補助要件を満たさなくな

ることから補助金返還を行うため３１万５千円を補正いたします。内容につきましては、補助金

返還金となります。財源については、その他雑入として３１万４千円一般財源１千円となります。 

次に、３目畜産業費、事業名 牧野利用者組合補助事業です。これにつきましては清里町営牧

野利用者組合による小型ピロプラズマ病対策を支援するため、６万３千円を補正します。内容に

つきましては牧野利用者組合へ補助することとし、財源につきましては全額一般財源となります。 

次に５目、道営事業道営整備事業費事業名多面的機能支払交付金事業です。これにつきまして

は、平成１９年より農業用資源や農村環境保全に対する地域活動の支援施策として、上斜里江南

の２地区において実施しているところです。 

平成２７年度よりこの事業が法律による位置づけがなされまして４月より本格運用となってお

ります。また事業の対象メニューが拡大されまして、より手厚くなったということから農業施策

として、現行の２地区から全町的に一つの地区として取り組むことについて支援していきます。

現行の２地区を公益的組織に移行するものとして３月３１日に、清里町農地水保全広域協定が設

立されておりまして、２７年度以降の事業メニューの詳細につきましては、ＪＡ清里町とのＪＡ

清里町の集団長により構成されている清里町農地水保全広域協定運営委員会と検討協議を行って

いる状況であります。交付金の交付対象となる対象面積は、２地区合計２千５６０ｈａから８千

７６０ｈａに拡大されております。 

交付金の算定につきましては、対象の用地に単価を乗じた額となりますが、畑地については、

反あたり１千４８０円、草地につきましては反あたり２５０円の単価計算となります。したがい

まして交付金につきましては、現行予算１千８９５万４千円から９千５３７万３千円増の１億１

千４３２万７千円となります。交付金の負担割合につきましては、国費５０％、道費２５％、町

費２５％となり、交付金は、町の会計を通り広域協定に交付されることになります。今回面積増

にかかります、９千５３７万３千円の補正財源としては、国費を合わせた道費７５％分として道

支出金７千１５２万９千円。町費負担分２５％を一般財源として、２千３８４万４千円を補正す

るものであります。 

以上で、農業グループ関連の説明を終わります。 
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○商工観光・林政Ｇ総括主査 

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

たします。４５ページをお開き願います。 

５款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興費につきましては、すべて一般財源で合計で１

千２９７万５千円を計上しております。林業につきましては、木材価格及び需用の変動、輸入材

との協業等によりまして大きな打撃を受けているのが現状であり、引き続き補助の次の補助事業

を実施してまいります。事業ごとに御説明いたします。 

事業名、林産協同組合補助事業につきましては、地元林業関係団体支援として、清里地区林産

協同組合に事務委託費として４８万円を計上しております。 

製材等流通経費補助事業につきましては、木材輸送コストが増大している林業事業体の経営安

定化のため事業費の２分の１５００万円を限度に、２社分１千万円を計上しております。 

森林作業員長期就労促進事業補助につきましては、林業労働力確保のため本人掛け金、事業主

掛け金、全額補助として２社８名分の予算３２万円を計上しております。 

林業労働者退職金共済制度補助につきましては、林業労働力確保のため事業主に係る掛金全額

補助として延べ２１６名分の予算１９８万８千円を計上しております。 

猟友会補助事業につきましては、農作物の保護町民生活環境の保全を図るため猟友会に対し、

適正な組織運営の為に運営費として、９万８千５００円、ハンター保険料として８万８千円。計

１８万７千円を計上しています。 

４６ページをお開きください。６款商工費、１項商工費、１目商工振興費につきましては、合

計ですべて一般財源１千２４６万円を計上しております。事業ごとに御説明いたします。 

店舗出店改修等補助事業につきましては、後ほど要綱案についてご説明させていただきますが、

昨年までの清里町店舗出店等支援交付金事業及び清里町店舗改修事業合わせまして、新要綱を制

定させていただき、地域の優れた資源を生かした新商品の活用や空き店舗等の活用による新たな

事業者、現に店舗を抱えている事業者に対し、店舗出店改修費用等の助成を図るため店舗出店１

軒分３００万円店舗改修９軒分９００万円、合わせまして１０軒分といたしまして１千２００万

円を、計上しております。 

清里地区連合補助事業につきましては、勤労者の雇用や生活安定への取り組みの運営を円滑に

行うため活動費等といたしまして、４６万円を計上しております。 

６款商工費、１項商工費、２目観光振興費につきましてもすべて一般財源で８５７万８千円を

計上しております。 

さくらの滝、トイレリース事業につきましては、先の委員会でお話しさせていただきましたが、

周辺の土地の寄附を受けております。雑誌等の紹介によりまして、来客数が増加しており、サク

ラマス遡上時期の６月から９月の４カ月間のトイレリース事業費として、清掃用消耗品汲み取り

料として５万９千円。清掃業務委託料１０万８千円。トイレ２台×４カ月のリース料として、３

４万円。計５０万７千円を計上しております。今年１年間分となっております。 

緑清荘消防設備等修繕事業につきましては、平成２６年度の消防設備点検によりまして故障箇

所等の指摘がございましたんで、施設利用者の安全確保のため熱感知機通報装置消火栓等の修繕

として、５５万円を計上しております。 

緑温泉照明器具改修事業につきましては、緑温泉が建設から１５年以上が経ちまして、機器も

ある程度老朽化してきております。またランニングコストである電気料金の軽減も図っていくこ
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ともあわせまして、屋外、ロビー休憩室、事務室、浴室、非常灯など緑温泉全体の照明をＬＤＥ

に切り替える予算といたしまして、６７１万円を計上しております。 

４７ページをご覧ください。特殊建築物定期報告書作成業務委託料につきましては、建築基準

法第１２条の規定によりまして、北海道知事が指定する特殊建築物に該当する建物について、北

海道知事に定められた期間内に報告をしなければいけないというもので、ホテル緑清荘、道の駅

パパスランドさっつるが該当となります。 

緑清荘につきましては、建築基準法に定める用途の旅館等に該当いたしまして、２階建てから

３階建てになったことにより報告が必要となります。これは３年に１度の報告となりまして、１

回目の報告年度は免除となりまして、２回目に当たる平成２７年度の報告が必要となります。そ

のための予算の４４万３千円を計上しております。 

道の駅パパスランドさっつるにつきましては、建築基準法に定める用途、飲食店等に該当し、

建築基準法上主な用途、飲食店としたために５００平方メートルを超える建物が該当となるため、

報告が必要となります。こちらは、毎年の報告となりまして、こちらも１回目の昨年度の報告は

免除となり、２回目に当たる平成２７年度の報告が必要となりそのための予算３６万８千円を計

上しております。定期報告書作成業務については、専門的な知識、資格を有することが必要とな

ることから、業者に作成、業務を委託するための費用計上するものです。 

６款商工費、１項商工費、３目オートキャンプ場費につきましては、こちらも一般財源１５１

万２千円を計上しております。キャンプ場備品購入につきましては、施設オープンから１０年以

上が経過しまして、老朽化し、故障が多い、芝刈り用のモア用トラクターを更新し、スムーズな

管理を図っていきたいと思います。また、購入後は、パークゴルフ場と兼用で使用しまして、機

械を効率的に使用していきたいと考えています。 

以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。今平成２７年度一般会計補正予算の説明がございました。少し関連性がございまして、

各農業関連事業の実績及び店舗出店交付金事業の実施状況等々、できれば引き続いて⑦まで説明

願えればなと思うんですけども、各委員よろしいでしょうか。お願いします。 

 

○農業Ｇ主幹 

 はい。議案４８ページをご覧願います。平成２６年度農業関連事業の実績についてご説明いた

します。ご説明する事業につきましては、町の会計を通らず各団体等へ直接支払われている事業

となります。 

まず、多面的機能支払交付金事業ですが、清里町上斜里地域資源プロジェクトにつきましては、

収入８５３万１千５１円、支出７９６万７千１００円。残額５６万３千９５１円となっており、

主な用途は畑かん等の農業施設の維持管理費用となっております。 

清里町江南地域資源保全プロジェクトにつきましては、収入１千４７万８４６円、支出１千２

５万１千５３２円。残額２１万９千３１４円となっており、主な用途は上斜里地区と同様に畑か

ん等の農業施設の維持管理費用となっております。なお両プロジェクトの残額につきましては、

清里町農地水保全広域協定会計へ持ちこしとなっております。 

次に、経営所得安定対策直接支払い推進事業につきましては、清里町地域農業再生協議会によ
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る運営であり、収入支出ともに９３万円。主な用途は事務費となっております。 

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

運営で清里町関連事業の収入支出ともに１８３万６００円となっております。主な用途は個体数

調整のための一斉捕獲・研修会費用となっております。 

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策推進事業につきましては、清里町農作物鳥獣被害防止対策協議会

による運営であり、収入支出ともに９４万６千円。主な用途は、捕獲奨励金の上乗せ助成となり、

鹿につきましては１頭当たり８千円の上乗せ、きつねにつきましては１頭当たり１千円の上乗せ

となっております。 

次に、経営所得安定対策交付金ですが、これにつきましては、国から直接各農家に支払われる

ものとなります。内訳ですが営農継続支払いにつきましては、１３億８千８０３万４００円。数

量払いにつきましては、２５億３７５万４千６６５円。産地資金につきましては１億９千３９４

万７千７４３円となっており、合計４０億８千５７３万２千８０８円となっております。 

農業関連５事業を合計しますと、４１億８４４万１千３０５円となります。以上で説明を終わ

ります。 

 

○前中委員長 

 はい。続いてどうぞ。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 はい。続きまして、清里町店舗出店等支援交付金事業経過についてご説明いたします。４９ペ

ージをお開きください。本説明につきましては、事業認定者からの報告書、また聞き取りにより

まして、作成しております。 

初めに、平成２３年度認定の事業３件、原田自動車工業さん、毘和吉さん、炉憩さんにつきま

して、ご説明いたします。事業開始年度の翌年から３ヶ年が経過いたしました。３件とも空き店

舗を利用することにより、効率的に事業が展開され、他店との相乗効果による、集客力の増、雇

用機会の創出などの事業が継続されているところです。４の実施状況につきましては、３事業者

とも当初予定どおり事業を実施してきているところです。５の取り組みの成果につきましては、

原田自動車工業さんにつきましては、ほぼ予定を達しているとのことで、車両トラブル等へ迅速

な対応により満足していただいているようです。今後も、車両販売促進に取り組んでいきたいと

のことです。飲食店２軒につきましては、冬場の吹雪で宴会の中止等の集客の減となり、予定よ

り少ない集客数と売り上げとなってしまったということですが、収入支出のバランスは概ね良好

とのことです。オープンから３年が経過し、町内外に利用が拡大しまして、お持ち帰りの注文の

増など開店した効果は上がってきているものと思われます。また２店が開店したことによる、他

店への相乗効果による集客にもつながっています。６の課題、問題点といたしましては、継続し

て営業してきている中で物価の上昇による原価率が上昇していること。また、働き手の不足があ

ります。また地場産の野菜を使ったメニューを増やすこと等を考えていきたいとのことです。７

の今後の展開につきましては、人員不足の解消を考えつつ、営業規模の見直しを図っていく必要

があるようです。またメニューの工夫やＰＲも行っていくこととしています。 

続きまして、平成２４年度認定２事業、ＴＯＫＯＴＯＫＯさん、らいむさんにつきまして、ご

説明いたします。４の実施内容につきましては、自家農産物を使った新商品の開発への取り組み
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と販売。また空き店舗を活用した飲食店の営業で、町の賑わいづくりに取り組まれています。５

の取り組みの成果でございますが、２店舗とも営業開始し、２年目を経過することができ、新商

品の開発から販売、また新たなイベントの開催などによりまして着実にＰＲと運営がなされ、お

店の知名度も上がってきているようです。町内外からの集客も増加しているようで、お土産品と

しての利用の増、また新たなお店の利用方法など、それぞれの分野での需要が増えているようで

す。６の課題、問題点につきましては、消費者のニーズにこたえる商品のラインナップ、販路の

拡大、スタッフの育成、また新たなイベントを企画していくことや集客の増による人手不足が挙

げられています。今後の展開につきましては、課題、問題点を克服するため、商品の充実、販路

の拡大、スタッフの増員、イベント回数の増などを図りまして、積極的に町民と交流を図ってい

きたいと考えているとのことです。５軒とも継続した営業がなされております。今後さらなるＰ

Ｒ、新商品の開発など新たな取り組みを考えて今後の事業の継続に向けて努力されている状況で

す。 

平成２６年度認定事業のさっつる工房さんにつきましては、平成２７年３月２７日に、雪室が

完成し、現在はジャガイモを貯蔵しているとのことで、問い合わせも数件ありまして、これから

夏、秋にかけて収穫される野菜等の品物の確保に向けて動いているという状況です。以上で説明

を終わります。 

 

○前中委員長 

 続いて、住宅リフォーム事業及び店舗改修事業についてよろしくお願いします。はい。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 ５０ページをご覧ください。住宅リフォーム事業及び店舗改修事業の実績について、御説明さ

せていただきます。両事業とも地域別の実施件数を参考に記載しております。平成２６年度の件

数及び補助金額を説明いたします。住宅リフォーム事業につきましては、平成２３年から実施と

なりまして、２６年で４年目となりました。２６年の実績につきましては、屋根の塗装、外壁の

改修、窓の取りかえ、システムバスへの改修など１９件５４７万２千円の補助実績となっており

ます。 

続きまして店舗改修事業につきましては、平成２４年１０月から実施２６年は３年目となりま

した。２６年につきましては、外壁の改修、ＬＥＤへの改修など４件、１６３万２千円の補助実

績となっております。以上で説明を終わります。はい。 

 

○前中委員長 

 続きまして、各温泉施設山小屋利用実績お願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 続きまして、各温泉施設山小屋の利用実績についてご説明いたします。５１ページをお開きく

ださい。 

初めに緑清荘について、２６年度の実績でご説明いたします。利用人員の入浴施設につきまし

ては、５万３千７３３人。前年比９５．４％、２千５８５人の減。宿泊施設は１万２５２人。前

年比１２４．８％、２千３５人の増。会食施設１万２４４人。前年比１０３．６％、３５７人の
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増。レストラン１万８千８４７人。前年比１２７．１％、４千１９人の増となっており、全体で

９万３千７６人。前年比１０４．３％、３千８２６人の増となっております。使用料の入浴施設

につきましては、１千３５６万１千３９４円。前年比１２４．１％、９９７万７千１９１円の増。

施設研修施設０円。前年比４万８５６円の減、こちらは会議等の使用がなく、会食での使用しか

なかったとのことで、０円となっております。食堂施設６千６８８万４千３５４円。前年比１０

５．４％、３４３万２千１９３円の増。販売施設４２５万６千２２５円。前年比１２８．６％、

９４万６千６０２円の増。全体で、１億３千５７３万２千２９７円。前年比１０９．７％、１千

２０３万９千１０１円の増となっております。 

次にパパスランドについてご説明いたします。利用人員の入浴施設につきましては、４万２千

２４９人。前年比９９．９％、３０人の減となっております。使用料の入浴施設につきましては、

１千３４９万４千９５０円前年比１００．９％、１２万６千３３０円の増。食堂施設３千４９３

万１千７０３円。前年比１０６．２％、２０４万６千８３９円の増。販売施設３千４７１万３千

２６７円。前年比１２１．９％、６２３万８千４４４円の増。全体で８千３１３万９千９２０円。

前年比１１１．３％、８４１万１千６１３円の増となっております。 

次に緑の湯についてご説明いたします。利用人員の入浴施設につきましては、２万１千４５６

人。前年比１０５．９％、１千１９９人の増となっております。使用料の入浴施設につきまして

は、６００万４千９２０円。前年比１０９．９％、５４万２千６２０円の増。販売施設４１３万

６千１７５円。前年比１３１．３％、９８万５千９８０円の増全体で、１千１４万１千９５円。

前年比１１７．７％、１５２万８千６００円の増となっております。 

次に斜里岳山小屋についてご説明いたします。利用人員の登山者につきましては、４千５９７

人。前年比９５．７％、２０８人の減。山小屋宿泊人数６４９人。１０２．４％、１５人の増。

駐車場利用者１５０人。前年比１０５．６％、８人の増。寝具利用者２６６人。前年比１１２．

７％、３０人の増となっております。使用料の協力金につきましては、５８万９千１５１円。前

年比１２９．６％、１３万４千４２６円の増。宿泊施設９９万９千４６０円。前年比１０５．３

％、５万４６０円の増。駐車場使用料７万８，５４０円。前年比１１０．６％、７千５４０円の

増。寝具利用料７万３千８００円。前年比１０９．２％、６千２００円の増となっており、合計

で１７４万９５１円。前年比１１２．９％、１９万８千６２６円の増となっております。登山者

数につきましては、登山者名簿に記載の人数を集計した数字となっております。以上で説明終わ

ります。 

 

○前中委員長 

 続きまして⑥清里町畜産クラスター協議会の概要についてご説明願います。はい、主幹。 

 

○農業Ｇ主幹 

 議案５２ページをご覧願います。清里町畜産クラスター協議会の概要についてご説明いたしま

す。平成２６年度国の補正事業によりスタートしました畜産クラスター事業ですが、農家戸数や

使用頭数の減少など生産基盤の弱体化が懸念されている中、地域に存在する各関係者が連携結集

した高収益型畜産体系を構築することを支援する事業となります。 

清里町畜産クラスター協議会の体制でありますが、町内の畜産農家畜産関係機関をひとまとま

りとし、平成２７年２月１２日に清里町畜産クラスター協議会を設立しました。また畜産振興政
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策を進める上で必要となる畜産クラスター計画につきましても、平成２７年３月１７日付で承認

を受けているところです。取り組みの内容につきましては、表の左下の欄に記載のとおり増頭に

よる生産性向上の取り組み、先端技術の導入によるコスト低減の取り組み、高能力作業機械の導

入による使用持久力向上及び生産コスト減の取り組みとしております。 

補正事業から始まった事業は大きく２つあります。１つは畜産収益力強化支援事業でありまし

て、機械のリース整備を支援する事業となります。もう１つは、畜産競争力強化整備事業であり

まして、施設整備ハード事業となります。両事業とも補助率は２分の１となっており、地域の収

益力向上のための事業に対して補助を行う事業となっております。 

今後国の畜産振興政策の中で、畜産クラスター協議会を活用した施策が各種実施されることが

予想されること、また経営基盤の強化に取り組むには関係機関の連携が必要不可欠であることか

ら協議会設立に至っています。町については協議会事務局を担っておりまして関係機関と連携を

とりながら進めてまいりたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。７番目清里町店舗出店改修等補助事業実施要綱の制定について、説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは清里町店舗出店改修等補助事業実施要綱案について、ご説明いたします。５３ページ

をお開き願います。 

本要綱につきましては、５月開催の常任委員会で、新要綱制定に向けての概要を御説明させて

いただきました。地域の優れた資源を活用した新商品の開発や店舗の新築、空き店舗等の活用、

雇用創出のための取り組み、また各店舗のイメージアップと地域経済の活性化のため、この要綱

を制定し、６月定例会にて予算を計上するものであります。 

要綱の内容をご説明いたします。５４ページをご覧ください。 

第１条につきましては、本要綱の目的を記載しております。 

第２条につきましては、交付対象及び支援期間で、第１項で補助対象者、第２項で該当要件、

第３項で支援期間、第４項で対象とする事業を記載しております。５５ページをお開き願います。

第５項で対象となる経費を記載しております。 

第３条については、補助率及び補助額で、補助率は対象経費の３分の２に相当する額以内とし、

第４項で、店舗の出店等については３００万円を限度。店舗の改修については、１００万円を限

度、下限額を２０万円としております。第５項については商店街の活性化のため店舗改修を以前

に行った事業者も新たに改修を行う場合、５０万円を限度に支給する規定を記載しております。

第６号と第７号においては、きよさと商品券での交付について、 

第４条については、対象業種を記載しております。 

第５条については第１項から第２項で、それぞれの対象経費について第３項につきましては、

借家の場合の同意について。続きまして、５６ページをご覧ください。第４項につきましては、

対象費用に含まないものを記載しております。 

第６条につきましては補助対象事業の申請について記載しております。 

第７条につきましては、申請の審査及び認定についてで、第２条第４項の第１号から第４号の
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事業。こちら店舗出店等の事業ですがそちらの方には審査会の実施第２項では審査委員会の構成

を記載しております。第３項から第５号については、認定事務処理について記載しております。

第６項につきましては、店舗改修支援事業につきましては、審査会は省略することとしています。 

８条につきましては、事業の変更または中止があった場合について記載しております。５７ペ

ージをご覧ください。 

第９条につきましては事業実績報告書について。 

第１０条につきましては、事業の継続義務で店舗改修以外の認定事業者は、認定事業を開始し

た年度の翌年度から３年間の継続義務を記載しております。第２項につきましては、違反した場

合の対応について記載しております。 

第１１条につきましては、財産の処分について。 

第１２条につきましては、認定事業者の責務。第２項で事業実施に当たっては町内業者を優先

して活用すること。第３項で、店舗出店等の認定事業者は、事業認定を開始した翌年度から３年

間、毎年度末現在における事業報告書を翌月の４月３０日末に提出しなければならないこととし

ています。 

第１３条、第１４条につきましてはその他事務処理上の規定を掲載しています。 

附則につきましては施行期日を記載したもので、この要綱は交付の日から施行し、平成２７年

７月１日から適用させていきたい旨の記載であります。 

５８ページから５９ページの別表につきましては、事業別の交付対象経費、必要書類また６０

～６５ページの別記様式につきましては申請様式を記載したものです。 

以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま産業課所管分の①から⑦の説明がございました。この中で質疑のある委員はよ

ろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 はい。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 最初の方で説明をいただきました、４３ページ農業担い手育成支援事業についてですけども、

自分もこの担い手育成支援に数年関わっていたんですけども、その関わっていた中で最初は、関

西地域の女性との集団お見合いということで始まって、なかなかマンネリ化もあってうまくいか

ない。参加者もなかなか集まらないっていうことで、今は札幌の民間の結婚相談所なんかにも相

談したりとか、地元の農協青年部ですとか、そういう企画に対しても幅広く窓口を広げるという

ことで、次第に結果が出てきているんだと思います。それを踏まえながら、継続して幅広い窓口

を広げながらしっかりやっていただきたいっていう要望と、あとこの事業は、農業者に限ってと

いうことになっているんですけども、今も清里の町の人口なんかを考えると、農業者に限った活

動ではなしに、まち全体を考えて、その担い手をどうするか、結婚対策をどうするかっていうふ

うなことを考えなきゃなんない時期に来ていると思うんですよね。ですので、農業ひょっとした

ら課をまたぐことになるかもしれませんけども、そのへんも踏まえて農業者だけでなく、清里全
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体の若い人たちの担い手支援っていうふうな形に繋げていけたらなっていうふうに思うんで、そ

の辺の検討もお願いしたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 次長でいいのかな。はい。 

 

○農業委員会次長 

 農業者担い手育成支援事業の関係ですけども、今堀川委員の方からありましたとおり、昨年度

札幌の民間事業者の方にお願いをいたしまして、農業青年の結婚に向けたいわゆる紹介活動、交

流会の開催をさせていただいております。 

実績としましては、１件成婚に至っているということと、もう１件成婚に向けて継続して、今

おつき合いが進んでいるというような状況で、一定程度成果が見られております。また農協青年

部の方で開催をしております。異業種交流の方にも支援をさせていただき、そちらの方も、広く

いろいろな形で男女の交流を広げているというような状況に至っておりますので、これらについ

ては今後も継続をしてまいりたいというふうに考えております。 

後段の農業以外の支援の部分につきましては、農業委員会の立場としてちょっとお答えできま

せんので、上の方にその旨しっかりと伝えさせていただきたいというふうに思いますのでご理解

賜りたいと存じます。 

 

○堀川委員 

 よろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 いいですか。 

 

○堀川委員 

 はい。 

 

○前中委員長 

 他に。はい、よろしいです。 

 

○堀川委員 

 今回の補正予算からはちょっとはずれてしまう話なんですけども、清里町の観光地っていうよ

うなことで、ちょっと気になった点をお話したいんですけども、清里の観光名所、見どころと言

うと裏摩周・さくらの滝、神の子池、斜里岳等があるわけですけども、たくさん人が訪れるとこ

ろで言えば、裏摩周あたりはかなり訪れて来ていると思うんですけども、その中で施設というか

柵が随分と傷んでいたりですとか、看板、写真を撮るちょうどいいような裏摩周っていうような

看板がちょっと朽ちていたりだとか、そういうのが、気になっているので、そういうこともちょ

っと調査しながら、直すべきところは、直していただきたいなっていうことと、あと裏摩周で言

えば、展望台に上って湖を見ると枝が随分茂っていて、葉っぱが茂ると湖が見えないような状態
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になるんですよね。せっかくのいい景観のところなので、そこはちょっと管外で釧路管内にお願

いするということになるのかもしれませんけども、せめてこの辺が見えるようなその景観の保持

っていうか、自然保護との関係もいろいろ難しいとこがあるかもしれませんが、なんとかうまい

方法を見つけて綺麗な景観を保てるようにということでお願いしたいということ。それと今言っ

た裏摩周、さくらの滝、神の子池。その３つもやっぱりそのラインでつなぐといいますか、そこ

に、１カ所に行ったらその次の名所もこんな綺麗なところもありますよというようなＰＲの仕方。

プラスおそらく家族連れだとか、乗用車で訪れる人が多いと思うので、そのラインプラス緑の湯

の日帰り温泉に入っていってくださいだとか、パパスに行って道の駅で何か食べていってくださ

いみたいなラインでつないだような情報発信って言いますか。それには清里焼酎もありますよと

か。いろんなことができると思うんですけども、そういう継続っていうかラインでつないで関連

づけたような観光を狙っていったらどうかなっていうふうに思うんですけども。よろしくお願い

します。 

 

○前中委員長 

 主幹でいいですか。 

 

○農業Ｇ主幹 

 ただ今いただいた御意見になりますが、施設の老朽化につきましては、点検をしまして訪れる

方が気分よく観光できるような体制をしていきたいというふう思います。そのためには定期的な

見回りですとか、そういった部分の点検も必要なのかなというふうに感じます。 

２点目の枝の関係でありますが、これにつきましては国立公園内の部分ということで南部森林

管理署との関連等ございます。これは関係機関と協議をして前向きに要望していきたいというふ

うに考えております。 

もう１点の裏摩周、神の子池、さくらの滝につきましては、かなりの部分で３施設訪れている

というようなことは聞いています。こういった部分で町をＰＲするということでいけば当然費用

対効果も町に出てきますし、そういったものの情報発信につきましては、観光協会とも連携しな

がら、観光に来られる方が一連の流れで訪れることができるような、そういうようなロードマッ

プといいましょうか。案内を情報発信していきたいというふうに考えています。以上です。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川委員 

 よろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 他に。何かございませんか。 

 

○池下副委員長 

 はい。 
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○前中委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ４５ページの林業振興費についてお伺いしたいんですが、製材と流通経費の補助事業で２社分

１千万というふうになっているんですが、これ当初３社で１千５００万。一昨年までは出してい

たんですよ。去年は若干減って１千３００何万ぐらいになったんですよ。今年これ見ますと２社

分で１千万っていうふうになっているんですけど、どことどこなのか、どうして１社減ったのか。

その理由をちょっとお聞かせ願いたいですが。 

 

○前中委員長 

 主幹。 

 

○農業Ｇ主幹 

 ただいまの御質問ですが、２社ということで札弦べニヤさんと清里林産工業になっております。

もう１点の質問ですが３つから２つになったということでありますが札弦林材さんと、札鶴ベニ

ヤさんが合併したということで２つになっています。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい。 

 

○池下副委員長 

 今現在木材の需要がすごく高まってきている中で、製材を流通するという経費がかかるという

話を聞いている中で、平成１７年から資金出している補助金をもう１０年過ぎて、いつまでこれ

やるんですかって話聞いたことあるんですけども、毎年こうやって出てくるんですよ。検討する

って話は聞いてはいたんですけど、今後続けていく予定でやっているのかなというふうに、捉ら

さるんですけども。 

実質木材の需要が最近多々増えてきておりまして、我が町のプールも木材を使っていることは

あるんですけども、どうなるでしょうね。こういった補助事業がどっかで区切りをつけなければ

いけないのかなというふうには思うんですけども。それとも永久的に続けていくのか。そこらへ

ん主幹に聞いてもなかなか難しい問題かなとも思いますけど。こういうところもですね、理事者

とも協議をしてもらいたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、主幹。 

 

○農業Ｇ主幹 

要綱の中で、取扱期間っていうのが今までなかったんですが、今回４年という区切りを設けま

して、改正しております。以上です。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下副委員長 

 今年から４年。 

 

○農業Ｇ主幹 

 今年です。今年から４年はい。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に。田中委員。 

 

○田中議長 

 先程堀川委員の方から質問があったわけですけども、担い手育成支援事業。これについて従来

農業委員会に任せっていうか、今回この農業にですけど、どうも従来からずっときている。これ

はこう名前だけで、民間の業者にも推進していると。それからまた異業種との交流を考えている

ということで、少しは進歩しているのかなと思うんですけど。どうも農業委員会だけでこの問題

は解決していくのか、なかなか難しい問題。本当にＪＡだとか農業委員、全体的に全体的に取り

組むべきだと。私も思うんですけども。 

やはりその今回色んな部分を町がやっぱりもう少し関わって、もう少し力入れてやるべきかな

と思うので、やっぱりそういった十分検討していただきたいなと。農業委員会だけにお任せじゃ

なくて。一応名前だけは、担い手育成協議会って、町長も入ったり、偉い人たちで組織はなされ

ているんだけど、実際はやはり農業委員会がやっていると。今回そういうのも十分検討してもら

いたいなと。 

 

○前中委員長 

 はい、次長。 

 

○農業委員会次長 

 担い手育成協議会の関係につきましては、本年ちょっと選挙の関係もありまして、総会が今月

に開催される予定でございます。まだ総会行われておりませんが、会長は農業委員会の会長筆頭

に、構成機関としましては農業委員会の他に農協、農民連盟。それに町議会それと教育委員会農

業改良普及センター、オホーツク農業共済組合。それに酪農組合などの農業機関の代表の方に構

成メンバーとなっていただき、協議会を構成しております。で、事務局としましては農業委員会

もそうでありますが、農業委員会と農協の経営課の方も事務局として入っていただきながら、農

協とも連携をして事業の推進に当たっているところでありますので、御理解を賜りたいと思いま

すし、今後も活発な活動が進められるよう事務局一体となって進めてまいりたいと思いますので、

ご理解賜りたいと存じます。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ５４ページの出店等改修補助事業の実施要綱で、今回３００万１件予算つけておられますけれ

ども、これ要綱を読んでいますと３年間はやらなければならないっていう決まり事がありまして、

それに対して、まずお伺いしたいのは３年以内にやめた場合、その返還を実施した実例があるの

かどうなのか、まずその辺ちょっとお伺いしたいんですけど。 

 

○前中委員長 

 はい、主幹。 

 

○農業Ｇ主幹 

 今のところございません。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 そういった中においてですね。３年以上経っているとこもいっぱいあるわけですけれども、余

り機能していないところも見受けられるんですけど、そういったところに関して町側から何らか

の指導っていうんですか。そういったことで弊社と話し合ったことがあるのかどうか、その辺い

かがですか。 

 

○前中委員長 

 担当者いない。説明できますか。 

 

○池下副委員長 

 できなきゃいいですよ。いいです。それではですね。ちょっと質問変えて聞きたいと思うんで

すが、今回店舗出店の他に、店舗の改修事業で９００万予算つけられまして、当初５０万円から

１００万円になったわけですけども、前年度の状況見ますと２６年度は４件で、１６３万円だと。

これ金額は倍になりましたからこれ以上増えるのは、確かかなというふうに思うんですよ。町側

からもこういった９００万予算付けてやるということは、関係する街中の店舗いっぱいあります

けども、こちら側から逆に働きかけをする、そういった行動も必要でないかと。そうした中で活

用していただいて、より活力あるまちづくりをお互いつくりあげていくっていう視点に立たない

と、これ街中もどんどん寂れていくような状況になっていますので、十分活用方法をこちら側か

らいかがですかという話もしながら推し進めていただきたい。それと同時にやはりこういった店

舗出店とかいろんなことで経過が一覧で出ていますけども、やはり３００万何件も今まで出して

きていますけども、町側の提案により、我々も賛同して議会採決された上で議会議員をはじめ、

行政職員もこういったところを大いに活用していくような動きそれは町側も十分に職員同士で話
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し合うなり、課で話し合うなり、いろいろとそういう協議事項をたくさん増やして利用していく

ようなことにしていかないとお金を出すけど、後は知りませんよじゃこれ困りますので。そうい

た施策を十分理解した上で町職員もやっていただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 主幹大丈夫ですか。 

 

○池下副委員長 

 今日でなくてもいいですよ。 

 

○前中委員長 

 意見ということで。 

 

○前中委員長 

 他に。他にございませんか。ありませんか。なければ⑧⑨と続けて進めたいと思います。平成

２６年度焼酎事業実績及び決算について、そして平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算

についてご説明お願いします。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 それでは説明いたします。６６ページお開きください。まず平成２６年度焼酎事業実績であり

ます。 

１番目の表こちらは製造数量の内訳であります。表の左側につきましては平成２５年度、右側

につきましては平成２６年度分となっておりまして、上からじゃがいも麦、南瓜の順となってお

ります。じゃがいもの欄をごらんください。平成２６年度は、仕込み回数１４回、製造量２万６

千５３８リットルとなっておりまして、平成２５年度より仕込み回数で２回、製造数量で約３千

リットル多くなっております。また平成２６年度につきましては、じゃがいものみの製造となっ

ております。 

下段の表につきましては、販売結果であります。酒類別に集計をしております。こちらの詳細

が次のページになりますので、そちらの方で説明させていただきます。６７ページをお開きくだ

さい。こちらの表は先ほどの表の詳細となっております。 

まず表の説明をさせていただきます。まず、縦列で割ります。縦列では左から商品名、容量、

ブランド区分、平成２６年度の実績その前年度であります、平成２５年度実績そして平成２６年

度と、平成２５年度の対比となっております。このうちブランド区分につきまして、縦列の話で

ＮＢというのがあるかと思いますが、こちらがナショナルブランドとしまして自社製品の区分と

なっております。下の方、ＰＢというのがあるかと思いますがこちらの方はプライベートブラン

ドということとなっておりまして、提供ブランドという形になっております。次に横列でござい

ます。上から順番に、１２％、２０％、２５％、３５％、４４％。そしてその他、種類、合計、

という順に並んでおります。％の表示につきましては、アルコール度数となっております。平成

２６年度は９月に北海道清里シリーズリニューアルを行っております。そこからナショナルブラ

ンドＮＢの方の廃盤を含めた切りかえが進んでおります。 
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新製品の北海道清里につきましては、平成２６年度は９月より３月まで７カ月程度の販売とな

っておりますが、表の中ほど、縦表の２５％換算数値というのがあるかと思います。こちらの方

ご覧いただきますと、表の中ほど２５％の北海道清里樽の部分なんですが、こちらの製品で１万

５千８０６本販売しております。次に、中ほどの縦計にもあります、平成２６年度２５％換算数

量をご覧ください。こちらアルコール度数が例えば１２％、４４％、２５％ばらばらであります

ので、２５％で比較できるように計算しております。下段合計あります、こちらの合計からです

ね５行上、種類計というところでありますが、総販売数量４万７千２３５リットルということに

なっております。こちらの方のうち北海道清里シリーズにつきましては、約４割のですね、数量

にして約２万リットル販売という形になっております。 

一番下の下段をご覧ください。合計欄ございます。こちらの方で平成２５年度対比で、１番右

側３４８万４千４６９円増の左側が２６年度の合計６千６１１万１千４７８円となっておりまし

て、これが平成２６年度焼酎売払収入の決算数値となっております。こちらに関しては、以上で

説明を終わります。 

続きまして補正もよろしいですか。それでは続きまして、補正予算についてご説明いたします。

６９ページの方ご覧いただきたいと思います。第１号補正予算につきましては、一般会計より焼

酎事業特別会計６４０万円の繰り越しを行いまして、製造費、製造管理費、醸造費、需要費を６

４０万円の増額とするものであります。内容といたしましては、焼酎製品を製造するための資材

購入等であります。 

次のページ７０ページをご覧いただければと思います。北海道清里の瓶等の製造計画でありま

す。まず、表のご説明をいたします。３つ表があるかと思いますが、このうち上段の表をごらん

ください。現在の北海道清里を製造するに当たり、製造に係る日数と現在の在庫量の推移を記載

しております。左から、北海道清里の種類ロットの数量、それぞれの項目説明という販売計画数

量、納品数量等の項目説明がありまして、４月から３月までの予定数量等となっております。表

の中の発注時期の欄ございます。まるを結んだ線があるかと思いますが、こちらはそれぞれの資

材の納品までのおおよその期間をあらわしております。 

下の表の方ご覧ください。こちらは先ほどの表も含む資材費用金額の方を集計しております。

こちらの表の上段につきましては、資材が月額にかかる金額の計となっております。こちら側に

なりまして、その下に先ほどの１つ目がありました瓶の部分の資材の含むそれぞれの内訳という

形になっており、その右側につきましては、４月から３月までの集計となっております。 

そして一番下の表をごらんください。こちらは予算の現段階執行状況を表しております。上か

ら、予算の累計執行額予算に対します残額執行率となっております。こちらも４月から３月まで

となっております。それでは表の内容の説明をさせてもらいます。 

まず１つ目の表、１番上の表なんですが、北海道清里の瓶、つきましては発注から製造まで、

大体３カ月から４カ月かかっております。それは北海道清里シリーズ北海道清里、北海道清里樽、

北海道清里原酒、北海道清里原酒５年どの瓶をとっても同じという形になっております。またそ

れぞれ最低ロット数というものがありまして、発注はその数量以上が必要となっております。上

段の北海道清里北海道清里樽につきましては、ともに透明瓶ということでありまして、印字だけ

が違うということありまして、この２種類はその２種類の中でロットの中で数量を自由に設定で

きるということになっています。次に中段の北海道清里原酒５年の２種類につきましては、とも

に白い瓶でありまして、先程の透明瓶と同様に、ロットの中で数量の自由に設定できるという形



 

- 35 - 

になっている。そしてコルク栓につきましては、こちらのシリーズすべてに使用します。という

ことになっておりますが、こちらについては納期が２週間程度ということになっておりますんで、

その在庫抱える必要がなくその都度発注という形になるかと思います。こちらもロット単位での

発注が必要となっております。 

次にそれぞれの在庫数量見ていただきたいと思います。北海道清里、一番上の定番ではですね。

在庫数量につきまして４月で５千３２２とありますように、それぞれ４月のこちらの在庫数量に

つきましては、４月時点での繰越数量となっております。こちらが１番上段、販売計画数量こち

らを差し引かれまして、翌月での繰り越し数量となっていきます。それぞれ４月発注を行いまし

て納品の無い部分はですね、７月上旬の納入を予定しております。現在、７月のところになるか

とこちらの方ですね予定しております。その分は７月に納品数量で積み上げられまして２段目樽

の方でなんですが、そちらの７月部分ご覧いただければと思います。こちらの方ですね、在庫数

量６千６０７となっておりましたところ８千本が入荷したということになりまして、こちら側が

増えまして、７月の販売予定額３千本を消費しまして、差し引き１万１千６０７本が８月分への

繰り越しという形になります。しかしながらこの数量の推移ですと１２月にありますお歳暮時期

に、資材の不足が想定されるということでありまして、３カ月から４カ月前ということで、６月

中に、発注でお歳暮商戦前の１０月の中までには用意したい。それに伴いまして、コルクの栓に

つきましても、数量も合わせてあります。またこの他は、この表には記載がありませんが、この

北海道清里の瓶やコルク栓含め、他の酒の種類の瓶やキャップなどの資材を管理しております。 

下から２つ目の表は資材を発注した月額表となっております。一番下の表が先ほど御説明しま

したが、予算額に対する執行率を集計しておりまして、新年度に入り４月当初に必要な資材発注

を行っている状態である、こちら４月に全体予算の８５％、こちらの方の発注を行っているとこ

ろでありまして、５月には９０％越、６月には今度新規の瓶を発注いたしますと、予算が回らな

いという状態になっております。こちらが、リニューアルした瓶の方は、６月、７月、８月とい

うふうに１年間経過していない状態で、どういうサイクルでそちら量が出ていくのかということ

が把握しかねているということ。あと製造した北海道清里シリーズにつきましては、この清里で

しか使っていませんので、出回っている瓶の数量が少ないということがありまして、ある程度の

瓶数の確保ができれば、安定した回転が見込めるのかなと予想しております。また１部銘柄です

ね、単価は低いんですが、販売数量は予定より好調になっておりまして、資材を必要とする状況

も多少なりとも出てきてでおります。ある程度資材に余裕をもって運用をしていける環境を整え

させていただきまして、現在見込んでおります販売計画数量を上回る状況になった時、こちらも

自由に対応できるようにしていきたいと。１年間で必要数量は現段階で以上のような設定として

おります。今後観光シーズンがこれからなりますが、北海道清里、まだ経験していない時期７月

から９月についてどの程度販売実績について上がってくるのか、未知数の場面であります。１２

月の歳末商戦の方でどういった売れ具合がでてくるかということも見極める必要があるのかなと

いうことを考えております。この状況いかんによっては来年度持ち越し用の資材と４月からの部

分もある程度を確保する必要性もありまして、こちらの方ですね、精査が出来た段階で協議させ

ていただくこともあるだろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

以上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

 ただ今２６年度焼酎事業実績及び決算についての説明と平成２７年度清里焼酎事業特別会計の

補正予算についての御説明ございました。各委員より質疑を賜りたいと思います。ございません

か。 

 

○前中委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

昨年の９月に焼酎のリニューアルをしまして販売中でありますけども、１０日に正副議長の会

議があったんですね。田中議長、私、町長と副町長、総務課長の中で話もしたんですけれども、

現在皆さん方がわかっているか私わかりませんけれども、この網走まで行く間の観光地でこうい

う瓶がないんです。この瓶でなく、もとの浪漫倶楽部、旧のリニューアル前の瓶を飾って売って

いるんですね。この目で見て来たんですけれども。それで、１０日の日にお話をちょっとしたん

だけれども、古いものを回収してあげますよという話はしていると町長は言っていました。だけ

どもやっぱりこういういうものが出ているんであれば、販売する方の行政側から求めていかない

と。向こうからこれと交換してくださいだのお願いいたしますという話にはならないと。これは、

７００ｍｌで向こうは７２０ｍｌそういう量の関係もあるんだけど、やっぱり清里焼酎は焼酎の

４０年経って、一村一品から始まった事業ですから、これを何とか頑張ってやらなければならな

い。 

去年の９月の産業まつり、副委員長である池下副委員長と私も売らしていただきました。また、

沼津まで行って売ってきました。この焼酎は、完売しましたよ。武山君行っていましたけれどね、

そういうことであるだけに新しい瓶が出ているのに、もう９ヶ月も経つのに古い瓶で売っている

のでは、何がリニューアルなのか。もう少し、力入れるところは、力をいれてやっていかないと。

焼酎の利益をあげるなんて何年もやってきているけれども、帳尻さえ合えばいいという感じ。悪

いけれども現実には。今回もこう補正組まないかと思ったら足りないから組ませてもらうと。で

すから、先ほど似たような話をしておられたけれども、本腰入れてやらないと。特別会計でやっ

ておられるけれども、なかなかやるだけのことはきちっとやって頑張らないと、売る方、作る方

とのバランスを取りながら、瓶も足りなかったというような話で去年あったけど、やっぱり議会

側もこうやってこの焼酎に関してはいろいろと心配しているんですよ。皆さんも行政側として携

わっている方も大変だと思うけれども町全員、町民職員、議員も力を合わせてやらなければ、こ

れ乗り越えられないよ。今後は頑張っていくしかないと私も思いますけれども。やはり先ほど言

ったように、古い瓶を９ヶ月も経って手遅れという感じなんですよ。ですからどこらへんにどれ

だけ出しているかわからないけれど、やっぱりもう古い瓶は回収しちゃって、新しい瓶を飾って

いただくと。観光地に。そちらの方で把握していると思うから。そこらあたり連携をとりながら、

やってくださいよ。議会もやっぱり心配しているからね。お願いしたいなと。要望しておきます。 

 

○前中委員長 

 はい。主幹。 
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〇農業Ｇ主幹 

ただ今いただきました瓶の関係につきましては、順次訪問をして取り替えをするということで、

対応したいというふうに思います。 

もう１点。焼酎の販売にかかる取り組みつきましては、焼酎の職員のみならず、産業課のみな

らず、町の職員を含めて、町民が取り組めるような環境づくりを考えていきたいと思いますので、

これからもして引き続き努力して行きたいというふうに思います。 

以上です。 

 

○前中委員長 

 宜しければ最後になりますけど、２７年清里町焼酎事業特別会計補正予算の説明をしていまし

たか。実績報告を受けたんですけど。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 それでは、６９ページ。ご覧ください。第１号補正予算としまして、一般会計より焼酎事業特

別会計６４０万の繰り入れを行いまして、製造費、製造販売費、醸造費、需用費の方を６４０万

円増額させていただきたいと考えております。内容といたしましては、焼酎製品の資材購入等と

いう形であります。 

 

○前中委員長 

 わかりました。はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 １点だけ確認。現在こういう形の瓶の在庫関係の中で、こういう実態だったという説明が今ま

でなかったところに大きな問題点があり、なおかつこの価格の単価や内容等の整備の部分はおい

て、今年度の当初予算の時の御説明の中に、今年度価格設定をしますと説明があった訳ですが、

今回補正を組んで原材料、瓶代等にかかる諸経費で増額補正するわけですが、価格設定の変更は、

実際にいつ頃どのような形で行うのか。その時にはどのような補正を取り組んでいくのか。その

辺について。 

 

○前中委員長 

 説明できます。主幹。 

 

○農業Ｇ主幹 

 価格改定の件でありますが、まず平成２９年４月に消費税の改定があります。価格を改定する

に当たりまして２度も３度もということにはならないというふうに考えております。そこの部分

も、販売本数の推移ですとか、次期も今年度中ということ話がありますので、協議をしてまた御

相談をさせていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい。加藤委員。 
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○加藤委員 

 それも解るんですが、今年度中にやるということは、前もって当初で言われているわけ。６４

０万の瓶が年間を通して足りないから、ここで補正をすると言っています。でも２７年度当初予

算の時に大変厳しいので、その２９年度から１０％の消費税増税におけることを考慮し、価格改

定をいたしますということを言われたわけなんで、その価格改定の時期がいつごろになり、その

ことによって極端なこと言うと歳入が出るわけですよ。そのときに、６４０万の補正をここでか

けるんだけども、その状態でいくと逆にマイナスじゃなくてプラスの要因が大きくなるわけです

よね。歳入が。その辺についての捉え方考え方については、翌年度に持ち越すスタンスをしてい

くのかですね。その価格改定するときに６４０万円入れてもらったことによって、価格を上げる

ことを抑えるのか。この基本的な考え方やそういう方向性について、この時点で６４０万やって

瓶の発注ができない年間予算として足りないからという発想なんです。財源が足りないとすれば、

一般会計からの借り入れも可能なんですよ。でも、あえてここで６４０万の補正を組む。なおか

つ今年度中には価格改定がある。この整合性をどのようにとらえて今回提案したのかっていうこ

とをお伺いをしたいと。 

 

○前中委員長 

 休憩します。 

 

○前中委員長 

 それでは休憩を解きまして、焼酎事業実績あるいは清里町焼酎事業特別会計補正予算について

ご質疑がある方、再度質問のほどよろしくいたします。何かございませんか。無ければ全体を通

して、産業課所管９項目ございますけども、質疑賜りたいと思います。無ければ産業課所管の案

件すべて終わりました。ご苦労様です。 

続いて大きな２、意見書の検討についてすいません、よろしくお願いします。 

 

○議会事務局主査 

 それでは２番目の意見書の検討についてご説明させていただきます。産業福祉常任委員会所管

分について２点の意見書の提出がされておりますので説明いたします。資料は７１ページからで

す。 

初めに、平成２７年と北海道地方最低賃金改正等に関する意見書案でございます。資料７２ペ

ージです。提出依頼者は清里地区連合が持参提出となってございます。主な内容といたしまして

は、平成２６年度北海道の最低賃金が現在７４８円でありますが、雇用戦略対話における全国最

低の８００円確保というところまでまだ到達していないという状況の中、平成２７年度の北海道

最低賃金の改正に当たり、３項目の措置を講じるよう要望が上がってございます。記以下はお読

みください。 

次に、２件目の所得税法第５６条の廃止を求める意見書でございます。資料は、７３ページか

ら７４ページまで、添付してございます。提出依頼者は、北見民主商工会婦人部部長 富田茂子

氏でございます。持参提出となってございます。まず、７３ページに陳情書となっていますけれ

ども、これは意見書の採択をお願いいたしますという意味での陳情書であって持参時に、意見書

と同様に扱う旨を確認しておりますので、ここでは意見書と同様に扱わさせていただきます。 
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内容につきましてなんですけれども、パンフレットもあったかと思いますが、所得税法５６条

は、配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないとなってい

ます。それで家族がどんなに長時間働いていても、すべて事業主の所得に合算されていまして、

事業主の所得控除は、配偶者が８６万円、家族が５０万円の控除しかありません。そのため、配

偶者や家族は家や車のローンが組めないだとか社会的にも経済的にも自立できない状況の中で、

後継者育成にも支障があります。税法上では青色申告すると賃金を経費にすることは可能であり

ますが、青色申告には要件が足りないというところだそうです。このことから、時代に即した概

念のもとに、所得税法５６条の廃止を求めるものです。 

なお、５月１日現在で３８４自治体が採択しておりまして、近隣では網走市や斜里町なども採

択しています。以上ですが、６月定例会に委員長名での意見書の提出また内容のご協議をお願い

いたします。 

 

○前中委員長 

 ２点北海道最低賃金改善に関する意見書と２つ目ですけども所得税法第５６条廃止を求める意

見書の提出提案がありました。委員の皆さま意見ございませんか。よろしいですか。２点を意見

書として取り扱う旨了承いたしました。 

続きまして大きな３議会閉会中の継続調査について。 

 

○議会事務局長 

 最後の７５ページになります。産業福祉常任委員会の議会閉会中の継続調査について、でござ

います。３項目載せてございます。１項目につきましては、特定資源を活かした産業振興につい

て。２点目少子高齢化福祉医療対策について。３点目は総合計画重点プロジェクトについてとい

うことで、第５次総合計画重点プロジェクトに第４次から引き続きなっておりますので、３件に

ついて確認お願いいたします。 

 

○前中委員長 

 今、提案がありました。各委員何か質問等ありませんでしょうか。無ければ、この継続調査に

ついて３つの項目、そして３番目、この総合計画重点プロジェクトについて３項目これは総務文

教委員会と同じようなテーマで取り進めてまいりたいと思います。そういう意味で何かあれば時

期的なもの、もしあればどうですか。この時に。 

 

○議会事務局長 

 本年につきましては、道内の視察を予定しておりますので、次回の委員会の時に何か関心事項

があれば報告していただきたいと。 

 

○前中委員長 

 ということで、次回の委員会までに視察場所等あるいは時期の考えをもって。 

 

○池下委員 

 この間、議会終わったあとで、いろいろと何人かで話が出て、所管事務調査は毎年１１月に行
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われていたということですが、９月の定例議会後でもいいじゃないか。という話があったので、

その辺もこの間大勢いた中で話をしたので。支障がなければ。時間がありますので協議していけ

ればと。 

 

○前中委員長 

 時期的な部分は、今後でも早める方であれば、１１月の前、９月、１０月、２泊３日で調整し

ます。その辺調整して。ある程度、時期を要する視察内容であればやむを得ないけど、そうでな

い場合は。何とかなるんであれば８月中に行き場所をまとめて、委員会まで考えていけば、まだ

７月８月あるんで。あとは各自どういうところがもしあれば。視察したい居場所があれば。お願

いして検討してください。 

 

○前中委員長 

 ４．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。 

 

○前中委員長 

 ５．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 

 

○前中委員長 

 それでは、第３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４２分） 

 


