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第１４回産業福祉常任委員会会議録 

平成２９年１２月５日（火） 

    開 会   午後 ２時２５分 

    閉 会   午後 ３時４８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２９年度一般会計補正予算（町民課所管分） 

  ②平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  ③合葬墓の整備について 

 

 ●保健福祉課 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分） 

  ②平成２９年度介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 ●産業建設課 

  ①道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

  ②国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会規約の一部変更について 

  ③二十一号橋補修工事に係る契約変更について 

  ④平成２９年度一般会計補正予算（産業建設課所管分）について 

⑤平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

  ⑥平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

  ⑦平成２９年度除雪計画について 

 

 ●焼酎醸造所 

  ①平成２９年度焼酎事業特別会計補正予算（第２号） 

 

２．意見書の検討について 

  ①平成３０年度畜産物価格決定等に関する意見書 

 

３．次回委員会の開催について 

 

 

４．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    ■町民課主幹       樫村 亨子 

■町民生活Ｇ主査      山嵜 孝英    ■町民生活Ｇ主査     藤森 宏樹     

■保健福祉課長       薗部  充    ■保健福祉課参与     長野 徹也 

■福祉介護Ｇ総括主査    阿部 真也    ■福祉介護Ｇ主査     原田  了 

■産業建設課長       藤代 弘輝    ■産業建設課主幹     永野  宏 

■建設Ｇ総括主査      酒井 隆宏 

 ■焼酎醸造所長       清水 俊行    ■焼酎醸造所主査     北川  実 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第１４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。まず初めに町民課から提案説明です。はい、課長。 

 

○町民課長 

 それでは町民課からの協議報告事項３件につきまして、概要の説明を申しあげます。 

１点目の平成２９年度一般会計補正予算（町民課所管分）につきましては、今年度の子育て支援医
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療費及び療育医療費につきまして、給付の実績に基づく推計の結果、不足が見込まれることから補正

を行うものでございます。また、平成２８年度の後期高齢者医療費の確定に伴い、負担金の精算を行

うための予算の補正をするものでございます。 

負担金に関しましては、昨年度に協議会で９月に補正するべきではというご意見を頂きましたが、

今年度につきましても９月の補正予算の取りまとめの後に通知がありましたので、１２月５日に提案

するものでございます。 

２点目の平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算第２号につきましては、国保の都道府県

化に伴い、事業報告システムのクラウド構築に要する費用について補正を行うものでございます。こ

の件に関しましては、９月の第１号補正との関係もございますので、詳細は担当よりご説明いたしま

す。また今後につきましても、補助金の状況ですとか事業費の確定に伴いまして金額に変動が生じた

場合には、年度末に調整させていただきたいと考えております。 

３点目の合葬墓の整備につきましては、以前から検討を続けておりましたが合葬墓につきまして、

現時点での考え方についてご説明いたします。 

提出案件の詳細につきましては、担当より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はじめに、平成２９年度一般会計補正予算町民課所管分からよろしくお願いします。はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

一般会計の１２月補正について御説明申し上げます。議案の１ページ、補正予算概要をご覧くださ

い。 

２款総務費、１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費、出産子育て支援事業です。子育て支援医療

費扶助を５０万円増。内訳は今年度の１０月末時点の給付実績が９６７万円となっており、前年同時

期と比較すると５．２５％の増加となっています。昨年の１１月以降の実績より、今年度の給付実績

を推計すると１千７７４万円となり、約５０万円の不足が見込まれることから、今回増額の補正を計

上するものです。 

続いて、４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費のうち子育て支援事業であります。こ

ちらの養育医療費扶助を６０万円増額補正するものであります。養育医療費扶助事業については、未

熟児にかかる医療費を扶助する費用でありますが、今年度については、受給者が既に２名生じており、

今年度の対象となる２月診療分まで扶助したときに不足する６０万円を増額補正するものでありま

す。 

最後に、４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費、後期高齢者医療給付事業であります。

こちらは負担金補助及び交付金を６４９万７千円を増額補正するものであります。後期高齢者医療療

養給付費負担金について、平成２８年度療養給付費市町村負担金額の実績による精算で、平成２８年

度医療費確定に伴う精算による負担金の増額であります。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま、平成２９年度一般会計補正予算町民課所管分の提案説明ございました。各委員より質疑

を受けたいと思います。何かございませんか。 

続きまして、②平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、提案説明よ
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ろしくお願い致します。はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算第２号の概要を説明させていただきます。議案の

２ページをご覧ください。 

歳出を先に説明させていただきます。下段の表のうち、１款総務費で７０万円の増。内訳につきま

しては、国民健康保険事業報告システムのクラウド構築負担金であります。この事業報告システムの

改正については、９月の１号補正で、国民健康保険制度準備事業において、事業報告システム改修と

して計上していたところでありますが、新たに北海道より事務の標準化、コスト削減を図ることを目

的でクラウド化し、統一的・効率的な仕組みの構築を目指すとの方針が示されました。現在、北海道

内で１７７の保険者の内、９割であります１６０の保険者がクラウドを利用する予定でありまして、

スケールメリットによる費用の軽減も期待されるところであると、北海道より説明を受けておりま

す。 

今回、清里町においても、国民健康保険事業実績報告システムのクラウド構築負担金として、事業

を組みかえるものであります。 

この総務費の内訳について議案の３ページ、総務費、補正予算内訳をご覧ください。１３節委託料

のシステム改修委託料の３２万４千円を減額し、１９節負担金補助及び交付金の国保連合会負担金に

振替、クラウド化による経費増加分７０万円を加え、１９節負担金補助及び交付金国交連合会負担金

を、１０２万４千円の増。財源は、国民健康保険制度準備事業補助金の委託料減額分の３２万４千円

を充当し、残りの７０万円は国と北海道の特別調整交付金で２分の１ずつ、３５万円ずつとなってい

ます。 

２ページの補正予算概要をご覧ください。歳出、１款総務費７０万円の増となります。歳入、３款

国庫支出金、特別調整交付金３５万円の増。６款道支出金、特別調整交付金３５万円の増となります。

歳入歳出ともに補正額７０万円を増額し、補正後の予算額、８億７千８０万６千円とするものであり

ます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま、平成２９年国民健康保険事業補正予算（第２号）の提案説明ございました。 

各委員より質疑を受けたいと思います。何かございませんか。 

 

○町民課長 

よろしいですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 関連ではございますが、一番最後のページに医療費の動向について、グラフを添付しております。

そちらのご説明をさせて頂きたいと思います。 

今年度の医療費につきましては、グラフと表に記載のとおり、昨年度よりも高止まりの状況となっ
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ており、特に高額療養費が伸びております。全体としては、平成２６年度並みになるんじゃないかと

いうふうに予測しているところでございます。特に医療費の支出が突出しているのが１０月でござい

まして、この月につきましては心臓疾患ですとか、がんの患者さんが多く、総医療費で３００万を超

えた方もいらっしゃいます。現時点では予算の流用により、やりくりが可能な範囲内でございますの

で、補正の必要ありませんが、今後の医療費の状況により不足することも考えられます。 

また国保会計の歳入の状況についても、若干厳しいものがございますので、最終的に予算の手当て

が必要になると考えているところでございます。以上です。 

 

○前中委員長 

 関連の報告ということで健康保険事業の医療費傾向の説明がございました。これに関して何か委員

より質疑あれば受けたいと思います。良いですか。無ければ③の合葬墓の整備について。はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

それでは、合葬墓の案について御説明させていただきます。４ページをお開きください。 

合葬墓につきましては、近年、墓地使用者からの承継や心配相談を数件受けている状況です。その

ような町民のニーズに対応するため、焼骨を共同で埋蔵できる合葬墓の整備を検討します。 

整備予定地は、清里町字神威１千１２５番地、清里町葬祭場敷地内に予定しており、合葬墓整備予

定地案の赤枠で囲ってある部分に整備を検討しております。整備内容につきましては、モニュメント

及び焼骨を埋蔵する地下ピットを整備し、焼骨の収容見込みは１５００体を想定しています。また宗

教の種類等には関係なく、焼骨を埋蔵します。 

近隣の市町の整備状況及びモニュメントのイメージにつきましては、５ページの資料のとおりで

す。今後設計を行い、平成３０年度予算要求を行う予定です。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま、合葬墓の整備について説明がございました。各委員より質疑を受けたいと思います。は

い、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 参考までに整備されたときに、お骨の保管金額と言いますか、そういう形はどう考えておられです

か。 

 

○前中委員長 

 担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

まだ詳細について確定はしておりません。今後整備するということで、決まり次第、条例の方を法

改正しなければなりませんので、またその時には常任委員会等にお諮りをして金額の設定をしたいと

思っております。 
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○前中委員長 

加藤委員。 

 

○加藤委員 

詳細が分かっていないところで聞くのは失礼なんですけれども、例えば入れることのできる対象者

をどういう形にするというのが一番大きなポイントになってくるのかなと。清里に墓地があったり、

住んでいたりだというのは当然のことのようにオッケーだと思うんですけども、例えば他の地域の中

でもこの地に入れたいと言えば、それでオッケーになるのか。そういうあたり色んな問題があると思

うんですけど、その辺についてはまだ具体的には検討されてないという。 

 

○前中委員長 

 いいですか。課長。 

 

○町民課長 

 山崎の方からも言いましたように、具体的にはまだ決まっていないんですが、近隣の状況を見ます

と、小清水町さんなんかは住まれていた方、また縁のある方という方で受け付けてはいらっしゃいま

すので、その辺を考慮しながら考えていきたいなと。あと使用料につきましても、だいたい標準的な

もので進めていきたいなと考えておりますが、これについては検討段階でございますので、先ほど申

し上げました通り、これから協議させて頂きたいと思っております。 

 

○前中委員長 

 他によろしいですか。無ければ、全体を通して町民課で受けたいと思いますけども。ありませんか。

それではどうもご苦労様です。 

 

○前中委員長 

 続きまして、保健福祉課より２点ほど提案をしていただきます。まず、課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からは２点ご協議いただきたいと思います。 

１点目は、平成２９年度一般会計補正予算保健福祉課所管分です。補正については３点ございます。

障害者自立支援システムのシステム改修にかかる補正。もう１つは介護保険システムのシステム改修

費用の介護保険特別会計への繰出金の補正。もう１つが特別養護老人ホーム清楽園の煙突の断熱材に

アスベストが含有しているということがわかり、その対策に対し、清里町福祉会より支援要請があり

ましたので、対策費を老人福祉施設整備補助金として補正をしたいといったものです。 

２点目、介護保険特別会計補正予算第２号。先程の一般会計からの繰入金等、国庫補助金を財源と

しまして、介護保険事業システム改修を行う費用の補正でございます。担当より、ご説明申し上げま

す。 

 

○前中委員長 

はい、担当。 
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○福祉介護Ｇ総括主査 

それでは資料の方の１ページをご覧いただければと思います。補正予算概要ということで説明さし

あげます。 

一番上ですけども民生費、社会福祉費、障害者自立支援費ということでございます。障害者の福祉

システム改修事業ということでございます。こちらにつきましては、来年の４月からの話になります

が、障害者への給付費の単価改正が見込まれております。こちらに対応するためのシステムの改修の

業務を行うというものでございます。国の改正というのでございまして、所要額は４５万９千円とい

うので、補正計上差し上げたいと思います。これにつきましては２分の１を国の補助ということでい

ただける形となっていますので、右の列にございますが、財源内訳としまして、国庫支出金でおよそ

２分の１の２２万９千円。そして残りにつきましては、一般財源という形で対応していきたいと思い

ます。 

次の段にまいります。老人福祉費の方に参ります。介護保険事業特別会計繰出金の事業でございま

す。こちらにつきましても、システム改修等ございます。この後介護保険事業特別会計の方で説明い

たしますが、一般会計からの求める繰出金につきましては、５７５万円ということでございます。こ

ちらにつきまして財源手当ては５７５万円、すべて一般財源でございます。説明につきましてはシス

テム改修と合わせて、介護保険の次のところで説明させて頂きます。 

３段目ですけれども、同じく老人福祉費になりますが、老人福祉施設整備補助事業と言うことでご

ざいまして、今、課長の方から説明がありましたが、特別養護老人ホーム清楽園の方の煙突の部分で

すけれども、断熱材等でのアスベスト含有ということがございまして、これにつきまして早期に改修

をということの要望等がございました。これに対応するために、改修工事につきましては清楽園で行

って頂きますけれども、それにかかる事業補助という形で工事費にかかる金額を５６０万円という形

で補正を行うものでございます。こちらにつきましては、財源内訳は一般財源でございます。 

 

○前中委員長 

 この②も続いて説明いただきますか。２９年度介護保険事業特別会計補正予算。よろしくお願いし

ます。担当。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

平成２９年度介護保険事業会計の補正予算について説明いたします。補正予算概要で事業内容をご

説明いたしますので２ページをお開き願います。 

今回の補正につきましては、平成３０年４月より実施されます、第７期介護保険制度の改正に対応

するため、本年度中に行うシステム改修に係る費用につきまして計上しております。 

それでは歳入についてご説明いたします。３款国庫支出金につきましては、介護保険事業システム

改修に係る補助金として、４２万６千円を計上しております。７款繰入金につきましては事務費繰入

金で５７５万円を計上しております。歳入合計しまして、６１７万６千円を計上しております。 

続いて歳出でございます。１款総務費につきましては、介護保険事業システム改修費として６１７

万６千円を計上しております。歳出合計しまして、歳入と同額６１７万６千円となります。以上で説

明を終わります。 
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○前中委員長 

 ただいま関連性がありますので、①、②意見についての同時説明頂きました。この点について各委

員より質疑を受けたいと思いますけれどもよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 何かございませんか。それでは全体を通して、保健福祉課関連で質疑を受けたいと思いますけども

よろしいですか。それでは大変ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは、産業建設課関連で、本日は７点提案説明でございます。はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 本日の産業建設課所管案件につきましては、①②につきましては、課で所管する業務の条例及び規

約の変更です。③につきましては、６月定例会で議決をいただきました請負工事の契約変更。④から

⑥につきましては１２月定例会で補正提案を予定しています。 

事業の内容⑦につきましては、今年度の除雪計画となっておりますので、各担当より説明させてい

ただきます。 

 

○前中委員長 

 まず初めに①の道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について、提案説明をよろしくお願いい

たします。担当。 

 

○建設Ｇ総括主査 

それでは道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。議案の１ページ

をご覧ください。道路法３９条において道路管理者の道路の占用につき、占用料を徴収することがで

きるとされており、本町の占用料につきましては、道路占用料徴収条例の別表、道路占用料料金表に

よって年間の額を定めております。 

占用料は従前より道路法施行令に準じて規定しており、今回、道路法施行令の一部改正に伴い、本

町の道路占用料徴収条例を改正するものでございます。議案の２ページから５ページが新旧対照表と

なっておりますのでご覧ください。 

改正の概要についてですが、占用料の額については算定の基礎となる民間における地価水準等を勘

案し算定した結果であり、全体的に減額傾向となっております。なお占用料の改定による歳入の減額

は約４％程度となる見込みです。 

続いて議案の５ページをご覧ください。その他の改正といたしまして、備考にあります占用面積や

長さの端数処理方法が変更となっており、算定上占用数量を整数としていたものを小数点第２までと

し、より詳細な数量を算定することとなります。 

なお、今回の改定につきましては、平成３０年４月１日施行を予定しております。以上で説明を終

わります。 
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○前中委員長 

 ただいま、道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についての提案説明がございました。各委員

から質疑を受けたいと思います。よろしいですか。はい。 

それでは②国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会規約の一部変更について、提案説明よろ

しくお願いします。 

 

○農業Ｇ主幹 

議案６ページでございます。国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会規約の一部変更につい

てであります。変更の理由でありますが、小清水町におきまして平成２９年１０月１０日より今まで

住所として使用しておりました、地番行政区制を番・号制に変更したため、協議会の事務所所在地を

変更する事由が生じたためでございます。 

変更の内容でございますけれども規約第５条中、斜里郡小清水町字小清水１５７番地の２９を斜里

郡小清水町元町１丁目１０番１７号の方に変更するものでございます。新旧対照表につきましては、

次７ページに記載してございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会規約の一部変更について提案説明で

ございました。各委員より質疑承りたいと思います。よろしいですか。 

続いて③、二十一号橋補修工事にかかる契約変更について提案説明よろしくお願いいたします。は

い、総括主査。 

 

○建設Ｇ総括主査 

二十一号橋補修工事に係る契約変更についてご説明申し上げます。議案の８ページをお開きくださ

い。本工事につきましては、平成２９年６月１６日、議案第３２号 工事請負契約の締結について可

決されまして、事業の進捗を図っているところでございます。しかしながら、次に挙げる理由により、

設計内容に変更が生じましたので、契約内容を変更するものでございます。 

変更内容につきましては、本年度実施しております、桁の塗装におきまして既存の塗膜や錆を除去

する素地調整、本工事では圧縮空気でスラグ等を衝突させ、塗膜を除去するブラスト処理というもの

を行っておりますが、当該作業後、現地において塗膜及びブラストの廃材を計測したところ、設計数

量と大きく乖離していることが確認されたため変更するというものでございます。 

変更の内容につきましては、産業廃棄物の堆積が当初設計２５立米から変更後１３立米となり１２

立米の減、同じく重量につきましては、当初設計５０．８ｔから、変更後２５．７ｔとなり、２５.

１ｔの減となります。以上の設計数量の変更に伴いまして、現請負金額５千１４６万２千円から変更

後５千３８万２千円となり１０８万円の減額を見込んでいるところでございます。 

なお今後、定例会の議決を経て、変更契約を締結する予定でございます。以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今二十一号橋補修工事に係る契約変更について説明がございました。各委員より質疑を受けた

いと思います。何かございませんか。よろしいですか。 

それでは④、平成２９年度一般会計補正予算、産業建設課所管分について提案説明のほど、よろし
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くお願いします。 

 

○前中委員長 

 はい、主幹。 

 

○産業建設課主幹 

 議案９ページをご覧願います。平成２９年一般会計補正予算、産業建設課所管分でございます。５

款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、事業名産地パワーアップ補助事業でございます。 

補正内容でございますけれども、当町の大豆生産体制確立の基盤整備を行うために、産地パワーア

ップ事業を活用するものでございまして、大豆乾燥機械一式をリース導入するものでございます。 

事業効果としましては、大豆の生産進行と面積拡大及び高品位、安定生産を期待するものでござい

まして、取り組み主体を清里町農業協同組合。計画申請主体を清里町地域農業再生協議会としている

ところでございます。事業費でございますけれども、補助対象となります粗選機と乾燥機の導入につ

きまして５千１００万。補助金額につきましては２分の１と補助率でありますので２千５５０万円と

なっております。補助残及び附帯設備ございますけども、こちらにつきましては農協の単独経費とい

うふうになっております。 

今回の補正予算計上でありますけれども、本事業につきましては間接補助事業となりますので、歳

入歳出ともに２千５５０万円、同額を予算計上するものでございます。 

今後のスケジュールでありますけれども、来年２月に入札契約を予定しておりまして、納品は９月

というところになりますので、納品後の補助金手続となることから予算の繰越し手続が必要になりま

すことをご報告いたします。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年一般会計補正予算、産業建設課所管分についてのご説明がございました。各委

員より質疑を受けたいと思います。よろしいですか。 

それでは⑤平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算第２号について、提案説明よろしく

お願いいたします。 

 

○建設Ｇ総括主査 

それでは議案１０ページをお開きください。今回の補正につきましては、職員の給与改定に伴う職

員給与費の不足額を増額補正するものであり、歳入歳出それぞれ４万８千円を追加し、予算の総額を

５千６８０万４千円とするものでございます。 

歳入よりご説明いたします。繰入金につきまして４万８千円を増額し、補正後の繰入金を３４２万

６千円とするものであり、財源は基金繰入金となってございます。 

続きまして、歳出についてご説明いたします。総務費につきましては給料職員手当等を４万８千円

増額し、補正後の総務費を３千１３０万５千円とするものでございます。以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただ今、平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算第２号について提案説明がござ

いました。各委員より質疑を受けたいと思います。よろしいですね。 
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続いて６番目ですけども、平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算第２号につい

て、提案説明よろしくお願いいたします。 

 

○建設Ｇ総括主査 

続きまして、議案の１１ページをお開きください。こちらにつきましても、職員の給与改定に伴う

職員給与費の不足額を増額補正するものであり、歳入歳出それぞれ３万９千円を追加し、予算の総額

を１億４８６万３千円とするものでございます。 

歳入よりご説明いたします。繰入金につきまして３万９千円を増額し、補正後の繰入金を５千６１

７万３千円とするものであり、財源は一般会計繰入金でございます。 

次に歳出につきましてご説明いたします。総務費につきまして、給料、職員手当等を３万９千円増

額し、補正後の総務費を３千７６３万２千円とするものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度、清里町農業集落排水事業特別会計補正予算の第２号の提案説明がございま

した。各委員より質疑を受けたいと思います。よろしいですか。 

それでは⑦、平成２９年度除雪計画について説明よろしくお願いいたします。 

 

○建設Ｇ総括主査 

それでは平成２９年度除雪計画について、御説明申し上げます。議案の１２ページ、１３ページを

お開きください。除雪体制につきましては、昨年例年以降からの変更はございません。 

続きまして議案１４ページの除雪計画でございます。農道を含めました道路１７０路線約１６５．

６キロ、歩道につきましては３３路線、２６．５キロメートルを予定しております。なお昨年からの

変更点につきましては、新町にございました水元第２団地の用途廃止に伴い、団地内の道路でありま

した、新町公住中通りが減となってございます。 

出動基準におきましては、記載の通りとなってございますが、積雪１０センチを目安に出動いたし

ます。 

続きまして議案の１５ページ。車両体制についてでありますが、こちらも昨年からの変更はござい

ません。町所有が７台、協力会社１０台の計１７台で対応いたします。 

１６ページには除雪路線を参考として掲載しております。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい、ただいま除雪計画について、提案説明ございました。タイムリーに本日降雪量がかなり多い

ということでかなり動いているかなと思いますけども。今回の除雪計画について質問受けたいと思い

ます。河口委員。 

 

○河口委員 

 除雪計画の中で、一度課長の方に御相談した件なのですが、緑地区の分譲の部分についてはあくま

でも町道ではないから、あそこについては除雪しませんという回答の中で、その辺の解釈の違い。あ

そこの部分は町道が左端に走っていて中の部分が約１キロ以内ですね。だいたい７～８００メートル

だと思うんですけれども、そこの部分は公道として使っているわけで、移住定住の一番の場所が冬は
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住みづらいという現状の中で、もう一度その辺については私道じゃなくて、公道という立場の中でど

う考えたら良いのだろうかということで相談に行ったと思うのですが、その辺の検討は若干されたの

かどうか、という事をお聞きしたいのですが。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

今おっしゃられました、緑の分譲地の中の道路につきましては、かなり前の年度からあの部分の除

雪の問題というのは何度か取り上げられてくる状況にあります。現状といたしましては、町でする除

雪に関しましては、あくまでも町道。あとは福祉課から上がってくる部分で一部ありますけれども、

その考えは今のところもまだ変わっておりません。 

それでおっしゃるとおり、町の人口増などの兼ね合いからも、大変貴重な地域ではございますが、

その辺はわけて、あくまでも町道部分の除雪を行うという。あくまでも向こうに関しては、その分譲

地の方の責任でやっていただくというふうに捉えております。 

 

○前中委員長 

はい、河口委員。 

 

○河口委員 

確かに町道以外については除雪することは出来ませんという、これは１つの議論の中では当然なこ

とだとは思うんですけども。しかし現実に都合よく解釈すると町道にならないでそのままにしておく

と、町はなにもそこに手をつけなくていいという解釈も１つあるのかなと思いますし。 

ただこの冬は避けて通れない、ここの地区の除雪は最低限生活に必要な部分になります。しかもあ

そこの地区は１軒２軒の問題じゃなくて、実際に家としては２５件ぐらいあって、そこに通年で暮し

ているのが１５件近くあります。先ほど補正の中でありましたように、あそこで商売された方が今度

で２件目になりますけど、本当にこの地域、私は非常に重要な部分なんだろうと思います。神の子池

があります、さくらの滝があります。景勝地を全部抱えたあの地区を、どうやってこれから活かそう

かといった時に、これは民間が自己資金で分譲をつくった場所です。町が持ち出して、そこを分譲開

発したわけでない。民間があそこを開発してきて、そこに移住して来た人たちが何件もあるわけです。

町道という色んな括りはあると思うんですけども、こと除雪に関しては、安全な暮らしを提供すると

いうことでは、もう一つ前向きな形でやっていけないのかと。 

他の地区を例に出すと、清里は清里の考え方。当たり前なんですけれども、他の別荘だとかいろん

なところを抱えている地区は、必ずそれだけじゃなく、来てもらっていただくために、冬の除雪だけ

はやります。これは他の地区のスタンスでもあります。清里は、全く町道以外は手つけられません。

と言うことなんかは、もう少しその辺の検討をしていただければいいのかなと私は思います。住みや

すい地区をつくる定住移住。本当の最先端の場所ですよ。それについては、もう少し考え方の拡大解

釈ということで対応してもらえないのかなと思いますので、町道でない所は一切やりませんというこ

とよりももう一つ何とか住みやすい地区を作りますという考え方もあるのではないかと思いますの

で。さらに検討をしていただければと思います。 
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○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

町内における分譲地としては、緑の地区がやはり一番大きくて、かなり多くの方も住んでいらっし

ゃいます。ただ分譲された土地が他に無いかといいますと、清里市街地の中でも何ヶ所かありまして、

そこに関しても同じように、町では除雪を行っておりません。それをやはり分けて考えることはでき

なくて、また行政としては同じ土台で考えなければならない。で、緑だけ特例として入るということ

もできなくなります。そうなると全ての部分も入らなければならないという。 

そんなところで現状と致しましては、確かに分譲地ができて新しい町民になられる方が増えて、そ

れはとてもありがたいことで、町としても住みやすいまちづくりを当然考えなければならない所では

ありますが、その辺は丁度良いというか、どの辺でその線引きをするかというのは、大変難しいもの

でもありますけど、現状と致しましては町道に関してのみ、町で行うというような線引きをしており

ます。 

 

○河口委員 

それをできるだけ前向きに検討していただきたい、というのが私の考えで、まさしく町道でなけれ

ば町が一番都合が良いわけです。道路整備しても、除雪も何も手をつけなくてもいい。都合良いのは

町の立場なんだと思いますので、できるだけそこで暮らしやすい生活を提供できるという環境も考え

方の一つに入れていただければと思います。以上です。答弁はいりません。 

 

○前中委員長 

 いいですか。関連で何か質疑ある方おられますか。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 単純に除雪計画にしてお聞きしたんですが、出動基準ございましたよね。積雪が１０センチが基準

になっているという話なんですが、実際この１０センチという基準が適正なのか。また、ここ数年町

民からいろんなこの基準に関して意見等は出されていないのか、まずこの２点を聞きしたいのです

が。 

 

○産業建設課長 

この除雪基準の１０センチというのがあります。これは目安としておりますが、現実的に地域によ

ってかなりの積雪というのは差があります。積雪量がたいしたことなくても、風が強い地域とかあり

ますので、その辺は除雪規約で謳っている除雪時のパトロールを、２時から４時の間でして、積雪が

あまりなくても吹雪いている地域で道路が閉塞しているようであれば、出動しなければなりません

し、そんな意味で体制をとってやっております。 

要望に関しましては、その１０センチのことに関しては、特段受けたたことはありませんが、時折

少し遅いといったような御指摘も、自治会などでいただくこともありますけれども、除雪に関しまし

ては、限られた機会で優先といたしましては、まず通学路を優先して、そのあと生活道でも幹線道路
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を優先してやっておりますので、一部遅くなることがどうしても積雪量によってはあるかもしれませ

んけれども。その部分、ご了承いただきたいなという風なお答えをしておきます。 

 

○伊藤委員 

昔確か、最初基準が５センチとか、あったような気がしていたんですが、ただその予算の関係上と

かで１０センチになるということは解るんですが、現実的な話させていただきますと、自分も走って

いて昔は基準が低かったので、すぐに除雪に入っていただいていたんですが、さすがにちょっと放っ

て置かれる状況。遅いとかではなくて、積もっている状況。かなり積もっているのに、あら、これ普

通の状況でも、本当に車が走りづらいどころか走れないわという状況をここ４～５年私なり多く感じ

るんですよね。 

さらに言わさせていただければ、いろんな町民の方々から、経費削減の部分は皆さん解ってはいる

んですが、余りにも酷過ぎないかいという話をけっこう聞くんです。車が本当に走れないという状況

も聞いているので、その辺どのように考えているのか、もう一度聞かせてもらいたいです。 

 

○産業建設課長 

積雪基準の１０センチというのは、私の記憶する限りでは１０センチで、５センチという記憶は私

にはないんですけれども。 

それでも除雪に関しましては、町の方で抑えている部分というのはなく、必要に応じて出動してい

ただいておりますので、出なくて良いとかそういうことをしたことはございませんので、それでオペ

レーターも時折変わりますし、まわる順番等も若干変わったりするのかなとそんな思いもありますけ

ど。そういう意見をいただいた時には、清建の方にこういう意見もありましたというふうに伝えてお

きますので。 

 

○伊藤委員 

もちろん町の方のうんぬんではないのは、わかっています。だから今こういうお話をさしていただ

いた中で、何が言いたいのかというと、予算足りてないんじゃないですか、と言う事なんです。指定

管理業者に対する。だから、出動も見合わせなきゃいけない部分が多分必要なことなんですが、そこ

に特化しすぎていて、本当に何ていうのかな、もうちょっと本当は出動しなきゃいけないのに、出動

したくても出来ないという状況が、この予算の中で起こり得てないのかなという気がしています。こ

の辺に関しては、どのようにお考えでしょうか。 

 

○産業建設課長 

指定管理を委託している中で、一番やはり難しいのは除雪かなというふうに思っています。これは

予想が全くできないというところがありますし、降り方もわからないという。そこで予算をどう見る

かというのは、難しい問題なんですけど、あらかじめそれを見越して、一番多いときの雪の量で見る

というのも、またこれも問題があると思いますので、ベースとしては平年並みのベースで予算を見て、

それでまずは委託をスタートしてもらって、今までも何度か除雪に関しましても補正をしていただき

ました。同じように特異的に雪が降った時には補正で対応させていただくという方法も、今後また同

じようにとっていきたいなと。 
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○伊藤委員 

特異的な状況の中で、やはりドカ雪の回数とかによってどうしても、例えば排雪の回数も変わって

くるでしょうし、そういう部分での補正というのは解るんですが、そのある意味、平常時。平年並み

の天候でも予算足りてないのではないかという気がしているんですよね。主観かなり入るかもしれま

せんが、一昔前に比べて、道路に雪が深く残っている状況というのが、増えているんじゃないかなっ

て私自身思っていますし、もちろんこれは主観ですが。ただそういう声も、今まで以上に聞くように

なったなと思っているんですが、そういうのも含めまして、今ここでずっとやっても、こうなかなか

言葉は間違っているかもしれませんが、埒が明かないので、こういうこともあるという事はだけ頭に

入れていただきながら、今後色々進めていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○産業建設課長 

指定管理につきましては、各期ごとに前年度の実績を基に多少変更しながらの新たな契約を結んで

います。その中で、除雪費がやっぱり一番ネックになっているというのも、我々は理解するところで、

なかなか調整できない部分で、雪が降れば当然出なければなりませんし。 

その中で妥当な積算がいかほどかというのは、なかなか難しい問題もありますけど、そういう御意

見もあると言う事を貴重な意見と捉えて業務にあたりたいと思っています。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。 

以前もあったんですけれども、農産物の集荷の関係で、今日のような状況で、ビートの堆積場まで

行くのに町道管理ですから、住宅がないということで、除雪が入らなくて３年前でしたかね、そのと

きにやはり除雪ができなかったという事案があったんですけれども、そこら辺の見解というのは、ど

のように判断しているんでしょうか。 

課長。 

 

○産業建設課長 

ビートに関しましては何年か前に、大雪があった時に、ビートの運搬ができないので除雪路線では

ない所も、除雪の方をした、という経緯があったということを聞いていまして。 

毎年ＪＡとホクレンさんの方で、その関係の打ち合わせに役場の方に見えられます。 

基本といたしましては、町道の除雪路線以外は、除雪しませんのでなるべくでしたら、除雪の入ら

ないところから、先に搬出していただきたいというお願いはしております。 

ただこの雪ですから、大雪が降ってどうしてもとりに行けないんだといった場合には、町としても

それは知らないという見解はできませんので、そういう状態にあった時には協力せざるを得ませんけ

ど、できるだけ除雪路線以外の部分から搬出をお願いしますというふうに毎年打ち合わせをさせてい

ただいております。 

 

○前中委員長 

 他に関連して除雪であれば受けたいと思いますけど、良いですか。 

 議長。 
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○田中議長 

 先ほど、河口委員が言われた、緑の分譲地。これはもう、何年も前から話が地域から上がって、あ

そこの住民からの要請も町の方にきていると思うんですけど。高齢者も住んでおられるし、緊急を要

する場合。それから極端な降雪と言いますか、そういう自体を招いた時でも、町は徹底的にしないと

いうことなのか。それとも時と状況によっては町をしますよという。これはどうなっている。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

町といたしましては、緊急時の除雪は入るように考えております。 

 

○前中委員長 

除雪に関連して何かあれば。良いですか。無ければ産業建設課全体を通して。河口委員。 

 

○河口委員 

 先程の産地パワーアップ補助事業の大豆の乾燥は、今清里としては件数・戸数等、どういう計画に

なっているのかというのは。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。主幹。 

 

○産業建設課主幹 

 現在の大豆の生産者数でありますけども、１２名というところで作付面積につきましては２２．２

８ｈａございます。この事業を活用いたしまして、農業者３０名に増やしまして、目標取り組み面積

を６２．２４ｈａというふうに設定するところでございます。 

 

○前中委員長 

 他に何かあれば。よろしいですか。それでは産業建設課終了いたします。 

 

○前中委員長 

 焼酎醸造所より、１件の提案説明がございます。はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは最初に、焼酎醸造所からの報告事項について、概要の説明をいたします。平成２９年度焼

酎事業特別会計補正予算第２号で、人事院勧告によります給与改正に伴う職員給与費の増額補正を行

うものです。詳細につきましては、担当より説明させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 



 

- 17 - 

○前中委員長 

はい。 

 

○焼酎醸造所主査 

それでは平成２９年度焼酎事業会計補正予算、第２号つきまして御説明いたします。１ページ、総

括表の方をご覧ください。 

歳出からご説明いたします。下段の方、歳出ご覧ください。今第２号補正につきましては、人事院

勧告での上昇分の補正となってございます。一般職給につきましては、職員３名分の本給。昇給分２

万８千円。一般職、期末勤勉手当につきましては職員４名分、０．１カ月分の上昇分となってござい

ます。時間外勤務手当につきましては、管理職のぞく３名分の本給上昇分の差額分となっており、３

千円の計上となってございます。 

それに伴いまして歳入につきましては、繰入対象分といたしまして職員２名分、管理職及び主査分

の１８万５千円を一般会計より繰入れまして、残り２名分を財産収入１２万８千円、こちらの方は焼

酎販売の上振れ分を見込んでございます。 

歳入歳出と両方とも、３１万３千円増額といたしまして１億３千５０万８千円の補正となってござ

います。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 それでは焼酎醸造所に関連して何か質疑があれば受けたいと思いますけども。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 資料をいただきましたけれども、基本的に一升瓶と言うのは原酒と樽と定番しかないわけですよ

ね。これは焼酎醸造所の説明によると、あくまでも町民還元用だというお話で、ずっと推移してきた

はずなんですよ。私自身もこれ買って飲みますけども、実は我が町でなくて、違う町で売られていた

という事実があるんですけど。焼酎工場としては、その辺把握しておりますか。 

 

○焼酎醸造所長 

一升瓶の販売におきましては、樽の一升は町内向けで、定番と原酒については一般販売しておりま

す。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 それはずっと前からそうでしたか。それはうちの町から北酒連関係ですか。そういった経由して流

れているというふうに、捉えてよろしいんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 
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○焼酎醸造所長 

 定番と原酒の一升瓶については、卸し経由で多いのが、管内の方に出荷されているみたいで、私が

見たことあるのは、網走のコープに定番と原酒の一升瓶が置いてあるのは確認しております。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 定番と原酒という話ですけどなぜ樽は売らないんですか。要するに、町民歓迎用として樽だけは町

内にしか売らない。だけど原酒と定番は、よその町にも売るって、どうしてそういうふうになったん

ですか。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 在庫状況見ていただけると分かるんですが、先ほども説明しましたが、樽については樽の本数があ

りますので、年間の生産量に制限がございます。 

樽を町外に出してしまうと、実際に出して欲しいという要望を受けるんですが、それだけの生産能

力がないということでお断りしているのが現状でございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○前中委員長 

 今、一升瓶の件に対して他になにかあれば良いですか。焼酎工場質疑を終わりたいと思いますので。

本日は大変ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは大きな２、意見書の検討について。 

 

○前中委員長 

 事務局。 

 

○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、産業福祉常任委員会所管の意見書が、１件提出されてお

りますのでご説明いたします。 

意見書の検討についての資料１ページをご覧ください。提出者は清里町の農民連盟委員長、山崎一

幸氏で持参提出です。７ページをご覧ください。 

平成３０年度畜産物価格決定等に関する意見書についてです。記、以下を読み上げます。 
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１、食料・農業・農村基本計画などで定める牛乳乳製品や肉類の自給率目標と生産努力の目標の達成

に向け、適切な国境措置の堅持、盤石な経営所得安定政策の構築、万全な受給安定対策の確立及び

生産基盤強化対策の推進などを図り、地域資源を有効活用する国内酪農、畜産の持続的な発展に資

すること。 

２、ＵＲ農業交渉合意等における牛肉関税の引き下げの代償として導入されたセーフガードについて

は、国産牛肉の生産振興に重要な措置であることから、四半期ごとに設定される法定の発動基準数

量の緩和などの見直しは、断じて行わないこと。 

３、改正畜案法下で設定される、「平成３０年度の加工原料、乳生産者補給金単価」については、将

来不安を払拭し、生産基盤の強化を図る観点から、経営努力が報われ意欲と展望の持てる安定的な

所得確保と再生産可能となる水準で設定すること。また交付対象数量については、国産乳製品が安

定的に優先供給されるよう適切に設定すること。 

４、集送乳調整金については、条件不利地の生乳をあまねく集荷する指定団体の機能が十分発揮でき

るよう、その機能発揮に見合った適正な単価水準で設定すること。 

５、肉用子牛生産者補給金制度については、算定方式の見直しや繁殖経営支援事業との一本化を早期

に行い、品種ごとに再生産確保と意欲の持てる保証基準価格を適正に設定すること。 

６、輸入飼料に依存しない自給飼料型酪農生産に取り組む酪農家を支援する飼料生産型酪農経営支援

事業については、将来不安を払拭し、国際競争に対抗する経営安定政策など政策として位置づけ、

支援対象要件の弾力的な運用・緩和や支援の水準を高めるなど事業内容の充実強化を図ること。 

７、畜産・養豚経営にさらなる体質強化、所得安定認定に向け、肉用牛肥育経営安定特別対策事業の

補填割合の引上げや養豚経営安定対策の補填割合の引上げ並びに国庫負担水準の引上げを早急に

図ること。 

８、酪農・畜産経営は、短期の運転資金から長期の設備資金まで多額の資金を要し、その資金の回収

には時間がかかり、畜産物価格や生産コストの変動も大きい等の特徴を有していることから、長期、

低利な資金の借り換え、利子補給等を通じた営農負債償還圧の軽減により経済再建を後押しする畜

産特別資金の事業を継続すること。 

９、乳製品市場の国際化が進展する中で、国産需要の喪失やチーズ向け等乳価の下落による、所得低

下などが強く懸念されることから、国産チーズ等の生産振興、品質向上などを図るための万全な生

産者等支援対策を講じること。 

１０、指定団体制度改革などに伴う、生乳の需給安定に対する生産者不安を払拭するため、国の責任

において、需給緩和時における生産者団体等による乳製品製造経費や調整保管経費等を支援する万

全かつ機動的な生乳需給安定対策を講じること。 

１１、専業地域及び兼業地域、大規模経営や家族経営など多種多様な地域実情を踏まえた計画的な事

業の推進が可能となるよう畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業や酪農経営生産性向上緊急対

策事業の十分な予算を確保の上、生産現場の要望に対応した事業内容に充実強化を図ること。 

１２、酪農経営安定化支援ヘルパー事業については、酪農家の働き方改革の上でも、酪農ヘルパー要

員の確保や雇用環境の充実等による定着及び新規就農の促進を図るためにも極めて重要であるこ

とから、利用組合など生産現場の要望を踏まえた事業内容に充実強化すること。 

また酪農ヘルパーに高度な専門技術者としての専門資格を付与する制度を創設し、資格取得した

酪農ヘルパーに対する給与、待遇面での政策支援を行うなど、人材養成対策を強化すること。 

１３、近隣アジア諸国を中心に各海外における口蹄疫等の家畜伝染病が発生し、家畜伝染病の国内侵
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入リスクが依然高いことから、国内における防疫対策並びに体制の充実強化を図ること。 

以上１２月定例会に委員長名での意見書の提出、また、内容のご協議をよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 ただいま、平成３０年度畜産物価格改定価格決定等に関する意見書の検討について提案がありまし

たけれども、提出するでよろしいでしょうか。 

それでは大きな３、次回の委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

次回の委員会でございますが年明け、２９日月曜日、総務文教常務委員会後、この会場で行う予定

ですのでよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 大きな４、その他。何かございましたら。よろしいですか。 

 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１４回産業福祉常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ３時４８分） 

 


