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第３回産業福祉常任委員会会議録 

平成２９年２月２７日（月） 

    開 会   午前１０時２５分 

    閉 会   午前１１時５９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２８年度一般会計補正予算(町民課所管分)について 

  ②平成２８年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について 

   

 ●保健福祉課 

  ①清里町介護保険条例の一部を改正する条例について 

  ②平成２８年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

  ③平成２８年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

   

 ●産業建設課 

  ①清里町普通河川条例の一部を改正する条例について 

  ②清里町流水占用料等の徴収条例の一部を改正する条例について 

  ③清里町簡易水道条例の一部を変更する条例について 

  ④清里町農業振興事業実施要綱の一部改正について 

  ⑤平成２８年度一般会計補正予算（産業建設課所管分）について 

  ⑥平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について 

  ⑦平成２８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 

  ⑧緑ダム小水力発電事業について 

 

●焼酎醸造所 

  ①平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第４号）について 

 

２．道外所管事務調査報告について 

 

 

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      清水 俊行 

■町民生活Ｇ総括主査    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    ■町民生活Ｇ主査    横畠 敏樹  

 ■保健福祉課長       薗部  充    ■保健福祉課主幹    進藤 和久 

 ■福祉介護Ｇ総括主査    阿部 真也    ■子ども子育てＧ主査  佐々木順子 

 ■福祉介護Ｇ主査      原田  了 

■産業建設課長       藤代 弘輝    ■産業振興Ｇ主幹    永野  宏 

 ■建設Ｇ総括主査      吉田 正彦    ■上下水道Ｇ主査    荒  一喜      

 ■焼酎醸造所長       二瓶 正規    ■焼酎醸造所主査    北川  実 

 ■焼酎醸造所主任      廣谷 淳平 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第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町民課から２点ほど提案がございます。はい。町民課長。 
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○町民課長 

 それでは最初に町民課からの協議報告事項２点について、概要のご説明を申し上げます。１点目、

平成２８年度一般会計補正予算町民課所管分につきましては補正の主なものを記載しており、医療費

の実績及び推計による扶助費予算額の調整と後期高齢者医療にかかる負担金及びその他工事請負費

にかかる執行残を減額するものでございます。 

２点目、平成２８年度国民健康保険事業特別会計補正予算第３号につきましては、事業費が確定し

た部分に対し予算の整理を行うとともに保険給付費において増加傾向にあります一般被保険者高額

療養費についての増額を行うものでございます。詳細につきましては、担当よりご説明いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 それでは１点目、担当。はい主査。 

 

○町民生活Ｇ主査 

それでは平成２８年度一般会計補正予算町民課所管分について御説明申し上げます。１ページをご

覧ください。２款総務費、１０項１目の出産子育て支援事業子育て支援医療費扶助につきましては、

現在までの医療給付実績と推計に基づき５７万円の増、財源は北海道医療給付事業による補助対象経

費について精査を行い、道支出金を１０２万２千円の減、高額医療給付で賄える分について７万５千

円の減、一般財源として１６６万７千円の増といたします。なお事業全体で増額であるものの、道支

出金が減額となるのは清里町独自で対象の拡充を行っているためであります。 

続きまして４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費、障害者生活支援事業、重度心身障

害者医療扶助につきましては対象となる医療費推計に基づきまして所要額の精査を行い、総額で１８

８万８千円を減額するもので、財源内訳は北海道から医療給付に対する補助金としまして９３万６千

円の減、それから高額医療費等医療給付で賄える分について２３万６千円の減、一般財源として７１

万６千円の減といたします。 

下段に参ります。同じく各種医療対策費子育て支援事業につきましては、ひとり親家庭等医療費扶

助について対象となる医療費推計に基づき、所要額の精査により行うものであり２７万円の減、養育

医療費扶助について２０万円の減、総額で４７万円を減額するものでございます。財源内訳は、国か

らの補助について３万９千円の減、北海道からの補助について２２万５千円の減。それから高額医療

費等医療給付で賄える分について２０万５千円の減、一般財源について１千円を減額いたします。同

じく下段にまいります。各種医療対策費、高齢者医療療養給付費事業につきましては、後期高齢者広

域連合の医療給付の２８年度で納めています町の持ち出し分のうち、平成２７年度の事業精査は終わ

りましたので納付負担金の精査に伴います減額であります。減額は１０万７千円を減額いたします。

こちらにつきましては財源はすべて一般財源となっています。説明を終わります。 

 

○町民生活Ｇ主査 

引き続き町民生活グループ生活環境担当分について説明させていただきます。 

４款衛生費、２項清掃費、１目清掃事業費清掃センター長寿命化改修事業です。事業執行に伴い請

負残が生じましたので、予算を減額するものです。減額する金額は４２６万３千円です。財源の内訳

につきましては過疎対策事業債が５９０万円減額し、総額４千２００万円、一般財源は１６３万７千
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円増額し、総額４０８万３千円になります。以上、生活環境担当分の説明とさせていただきます。 

 

○町民生活Ｇ主査 

私から町民生活グループ公住担当の分の説明をさせていただきます。７款土木費、３項住宅費、２

目住宅建設費、公営住宅建設事業であります。こちらにつきましては事業執行に伴う減額ということ

で、ひまわり団地１棟１戸の建設、札南団地、水元第２団地の解体工事、こちら１棟４戸の解体とな

っております。総額が２２１万５千円の減額となります。財源内訳でありますが、国庫支出金社会資

本整備総合交付金が１３８万３千円の増額。一般財源が３５９万８千円の減額となっております。 

続きまして下段になります。公営住宅改修事業であります。こちらも事業執行に伴う減額となって

おります。さくらんぼ団地の外部改修工事２棟４戸の改修事業で１５０万円の減額となっておりま

す。財源内訳ですが国庫支出金、社会資本整備総合交付金が２１万１千円の増、一般財源が１７１万

１千円の減額となっております。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２８年度一般会計補正予算町民課所管分についての説明がございました。各委員より

質疑を賜りたいと思います。よろしいですか。それでは続きまして、平成２８年度国民健康保険事業

特別会計補正予算第３号について、提案説明よろしくお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

それでは２ページをご覧ください。国民健康保険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。今回の補正は歳入では負担金の交付額などの確定に伴う補正であり、歳出では総務費に

係る事務経費の精査、保険給付費については年度末までの所要額を見込んだ補正となっております。

各款ごとに御説明申し上げます。２ページの表をご覧ください。 

歳入からご説明申し上げます。１款国民健康保険税につきましては３２０万円の増、２款使用料及

び手数料は督促手数料の現在の収納額により５千円の減、３款国庫支出金につきましては国の負担金

関係の確定により高額医療費共同事業負担金は１１万３千円の増、特定健康診査等の負担金が２６万

３千円の減、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金は２万２千円の減、合計１７万２千円の減。

４款療養給付費交付金については概算額の通知により６８５万８千円の減、５款前期高齢者交付金に

つきましては額の確定により３１万５千円の増、６款道支出金につきましては、高額医療共同事業負

担金、特定健康診査等負担金は４款の国庫支出金と同額となっています。７款共同事業交付金につき

ましては額の確定により２７９万６千円の減、保険財政共同安定化事業交付金につきましても額の確

定により５１４万６千円の増、合計２３５万円の増。１１款諸収入につきましては各種雑入等の現在

の収入状況によりまして２７万５千円の減、歳入合計の補正額は１５９万５千円の減額となります。 

歳出に参ります。１款総務費、一般管理費でございますが、事務経費の精査と国民健康保険制度関

係業務準備事業に係るシステム改修の実績により４２万７千円の減、２款保険給付費、一般保険者高

額療養費でございますが、こちらの方が現在高止まりになっている経過から、あと２カ月ほどの給付

の精査を行い２８５万円の増。続きまして３款後期高齢者支援金等から４款前期高齢者納付金、５款

老人保健拠出金、６款介護納付金、７款共同事業拠出金までにつきましては、額の確定により支援金

及び事務費拠出金、納付金を補正するもので、３款後期高齢者支援金等で１０８万２千円。４款前期

高齢者で４万６千円の減、５款老人保健拠出金で６千円の減、６款介護納付金で１０８万４千円の減、
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７款共同事業拠出金で１６万円の増であります。８款保険事業費特定健康診査等事業費につきまして

は特定健康診査特定検診委託料の減に伴い、２６５万６千円の減とそれから疾病予防費でインフルエ

ンザワクチン接種に係る国民健康負担分６９万６千円の増、合計で１９６万円の減であります。９款

から１１款につきましては補正はございません。歳出の総計としまして１５９万５千円の減額となり

ます。歳入歳出合計で１５９万５千円の減額補正といたします。説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２８年度国民健康保険事業特別会計補正予算第３号についての提案説明がございま

した。各委員より質疑を賜りたいと思います。何かございませんか。よろしいですか。 

 

○町民課長 

 国民健康保険特別事業会計につきましては、今回の補正のほか医療費の確定後に専決により予算の

調整を実施してまいりますので御理解を賜りたいと思います。 

また現状では金額が未確定ではございますが、国からの財政調整交付金が予算額を大幅に下回る見

込みとなっておりますので、合わせて調整を行っていくこととなっております。 

また後期高齢者医療特別会計につきましては今回補正を行いませんが、国保と同様に事業費が確定

後に専決により予算の調整を行ってまいりますので御理解をお願いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま各種保険の確定後にまた補正予算組みたいという話なんですが、何か今のに対して。

はい。河口委員。 

 

○河口委員 

 すいません。療養費交付金この６８５万８千円。これは今療養医療関係が変わってくるんでしょう

けども、どういうような形に変わっていくんでしょうか。 

 

○町民課長 

 こういった額につきましては市町村ごとに計算されて実績に基づいた額の中で交付されてくるわ

けですが、財源を道に一括纏めるということもございますので、そういった部分についても、道の形

で受けていくような格好になってくるというふうに理解しています。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に。課長。 

 

○町民課長 

 ちょっと議案にはございませんが、先日２月１３日の委員会の中で御意見をいただいた関係なんで

すが、１点目としましては町営住宅のいわゆる事故物件の関係の減免の関係でございます。金額と期

間についてご意見いただいたところですが、これについては今検討中でございますので、今ちょっと

出せるものはございません、申し訳ございません。 

２点目のパソコンの回収というか収集ですか御意見いただいたところだったんですが、家電リサイ
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クルの回収業者の方に確認しましたところ、パソコン本体とノートパソコンについては回収できる

と。ただモニターは回収してないんだということでパソコン本体とノートパソコンについて回収でき

るということでございましたので、町の方でもやっていこうという話になりまして、４月新年度から

回収の方進めてまいりたいと思います。つきましては３月１５日のお知らせとあわせまして周知して

まいりたいと思っておりますのでご理解賜りたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい。他に。全体を通して何かありましたら質疑を受けたいと思いますけども。

よろしいですか。はい、どうもありがとうございます。 

 

○前中委員長 

 それでは保健福祉課より３点ほど提案説明がございます。まず、課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からは清里町介護保険条例の一部改正について、それから今年度の一般会計補正予算３

月実行補正についてとそれから今年度の清里町介護保険事業特別会計補正予算第２号につきまして

担当より順番にご説明申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 それでは①清里町介護保険条例の一部改正する条例についての提案説明よろしくお願いしたいと

思います。はい、主査。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

清里町介護保険条例の一部改正について説明いたします。１ページをお開きください。今回の改正

につきましては、１点目として第１号被保険者の介護保険料段階の判定に合計所得金額から長期譲渡

所得・短期譲渡所得の特別控除の額を控除した額を用いるように改正いたします。 

現行制度では保険料段階を判定する合計所得金額に土地を譲渡した場合に生じる収入などに対す

る特別控除が適用されていないため、譲渡した年の翌年の介護保険料が高額になる場合がございまし

たが、土地の売却などには災害や土地収用などを含む本人の責めに帰さない理由による場合もあるた

め、それらを所得として取り扱わないこととするよう国が法令を改正したことによりまして条例も改

正し、譲渡所得の特別控除を適用するようにいたします。 

２点目として低所得の第１号被保険者につきまして、保険料の軽減を平成２９年度まで現行と同じ

料率とするよう改正いたします。現在低所得者の属する介護保険料第１段階の方には年額２千９７０

円。割合にして基準額の０．０５％を軽減しておりまして、さらに、平成２９年４月には消費税率が

１０％に引き上げられる予定でしたので、その引き上げ分を原資に第２段階、第３段階の方にも軽減

を拡大する予定でしたが、消費税率の引き上げが延期されたため、軽減の拡大も平成２９年度につい

ては取りやめ、現行の第１段階の方のみの軽減を継続することで国が決定されました。そのため条例

を改正し、現行の軽減を平成２９年度まで継続するようにいたします。 

以上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

 ただ今、清里町介護保険条例の一部を改正する条例についての説明がございました。各委員より質

疑を賜りたいと思います。それでは②平成２８年度一般会計補正予算保健福祉課所管分についての提

案説明よろしくお願いいたします。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

お手元の４ページをご覧いただければと思います。横の表になってございます。補正予算概要とい

うことで申し上げます。２款総務費、総務管理費、財産管理費ということでございます。老人保健施

設の剰余金の関係、積み立て事業ということでございます。こちらにつきましては、老人保健施設の

関係の介護報酬の利用料関係の実績の見込みによりまして減額をさしあげたいというふうに思いま

す。総額の部分で剰余が起きた場合につきましては積立を行っていくということに基づきましてであ

りますが、本年度につきまして利用料等の状況を鑑みまして、昨年もそうでしたけれども、今年度に

つきましてもまずは剰余の積み立ての方は見込めないということを含めまして措置の減額というこ

とでご理解いただければと思います。財源内訳としましては介護報酬収入の部分とそれから雑入との

一般財源という形で求めておりますけれども、そちらの方全額１千３６０万２千円を減額するという

ものでございます。 

３款民生費、１項社会福祉費、２目の障害者自立支援費でございますけども、障害者にかかります

自立支援事業の給付関係のものでございます。こちらにつきましては、これまでの給付実績等に基づ

きまして、年度末までの実績見込みによって給付の予算額の調整を行うというものでございます。中

身につきましては認定審査会等の区分関係での町村の割返負担額で５千円ほどの増、それから居宅介

護給付費ということで５０万円の増、移設等の訓練給付費におきましては１８０万円の減、特定の入

所者の食費等の給付につきましては９０万円の減、自立支援の医療給付につきましては医療の実績に

よりますので現在のところ１９０万円の減を見込んでおります。それから日常生活用具、障害者等へ

の給付の用具関係ですけども、現在の実績を見まして６０万円の減ということで、この減額によりま

しても３月年度末までの給付関係は行わないということで減額補正を行うものでございます。合計で

４６９万５千円。こちらにつきましては国それから北海道の方の給付関係の扶助費に対する負担金が

特定財源で入ってくるところでございますが、現在までの収入の状況、それから今後の見込み等によ

りまして、率で求めた分を減額さしあげています。国の支出金の方で８５７万６千円、道の方で６２

４万２千円という状況でございまして、それの今後の部分を加味しまして、１千３０万５千円につき

ましては一般財源で賄うという形で調整をさせているところでございます。 

次に参ります。福祉サービス事業でございます。こちらにつきましては、機能訓練のこれは言語聴

覚関係の訓練費になりますけれども、実績に基づきまして１１万８千円の減、それから送迎サービス

事業につきまして同じく実績によりまして１３０万の減を補正さしあげます。合計で１４１万８千円

の減でございます。こちらにつきましてはその他につきましては一部負担を利用者がいただく部分、

こちらが利用者の減ということに伴いまして３０万４千円の減、それから一般財源につきましては１

０７万８千円の減ということでございます。 

４目老人福祉費ですが、介護老人保健施設きよさとの指定管理の委託業務でございます。こちらに

つきましては現在までの運営費の等の利用実績によりまして、２８６万５千円の減額を行うものでご

ざいます。財源内訳としましては利用料の関係で３９８万７千円の減、同じく雑入等ということで利

用料の一部の関係も含めた一般財源という形になっていますが１１２万２千円の減で、合計で２８６
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万５千円の減額補正を行うものでございます。 

次の段に参ります。介護特別会計の繰出金事業でございます。こちらにつきましてはこの後介護保

険事業特別会計の補正関係を行うところでございますが、そのルール分に基づきまして２５３万４千

円の増額補正を行うものでございます。財源内訳としましては既に国と道が一定となっておりますの

で一般財源からのルール分としまして２５０万３千円を追加するものでございます。 

最下段になりますけれども、ケアハウス建設工事の事業関係でございます。こちらですけど実施設

計関係でそれから地耐力調査それから樹木の移設工事ということで、６月・９月ということで補正を

行っておりますが、それぞれ実施をしてございます。そちらの入札の執行残ということですべて事業

の方が終了をしております。その分につきましては当初の計画予算額から入札執行額の相当額を減額

補正するものでございます。こちらにつきましては財源内訳としまして、現在財政当局の方からは過

疎債の充当ということで３千２７０万円の充当が今回行っているところでございます。一般財源振替

で一般財源３千４２６万８千円は、財源振替措置ということで御理解いただければと思います。 

 

○前中委員長 

 主査。 

 

○こども子育てＧ主査 

次に５ページをお開きください。子ども子育てグループ所管分でございます。 

１点目、３款民生費、２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、斜里地域子ども通園センター運営費

負担事業につきましては、当初の積算では清里町の通所予定人数は１２３人でありましたが、実績予

定で１５８人となり、負担金の積算となります人員割において増額となるため１３３万円を増額補正

いたします。 

次に同じく児童母子福祉費、児童手当支給事業につきましては現況届により児童手当から特例給付

へ区分変更となった受給者が増えたことなど事業費全体の減により４５０万円を減額補正いたしま

す。特定財源の国庫支出金は、児童手当国庫負担金を３３２万６千円減額、道支出金は児童手当道負

担金を５５万９千円減額するものでございます。以上です。 

 

○前中委員長 

 次。はい主幹。 

 

○保健福祉課主幹 

引き続き５ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費、ミニドック事業３００万円の減額

につきましては、今年度の健診事業がすべて終了いたしましたので健診受診者数の実績によりまして

委託料を減額するものです。財源の内訳は道支出金が１２万円の増、その他の財源が１５万３千円の

増、一般財源が３１６万５千円の減となっております。 

続いて妊婦健診事業１０２万５千円の減額は、妊婦健診受診者の実績及び３月までの見込みにより

まして委託料を減額するものです。 

次に５目保健福祉総合センター費、保健福祉総合センター冷房設備更新事業の２５２万円の減額

は、冷房設備更新工事にかかる入札執行残額を減額するものです。財源の内訳としまして、その他の

財源２５２万円の減となっております。 
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続いて発電機設置事業８９６万円の減額は発電機設置工事にかかる入札執行の残額を減額するも

のでございます。財源の内訳はその他の財源が８９０万円の減となっております。以上で説明を終わ

ります。 

 

○前中委員長 

 ただ今平成２８年度一般会計補正予算保健福祉課所管分について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けど何かございませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

 民生費、老人福祉費、介護老人保健施設きよさと指定管理委託事業の利用者減で約４００万という

のは、これはやっぱり利用減が原因か。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 平成２７年度決算について思い出していただきながらご説明をさせていただきます。 

２８年の６月までは、旧体制７月より新たな管理者を迎えまして新体制で臨んでいるところです。

４月から６月までにつきましては、２７年度に比べれば改善はしているものの、やはり当初予算レベ

ルでの利用ではなかったというところです。７月以降の新体制になりまして７月につきましては数字

の伸びというのはありませんでしたが、８、９と伸びてまいりまして１０月以降は大変良い稼働状況

を続けています。そういったところで年度の前半が、稼働状況が余りよろしくなかったというような

ことで収入が落ちているということでございます。 

参考に申し上げれば、４月の入所と短期入所を合わせての平均値が６９．２、５月が６８．９、６

月が６７．３といった数字です。これは職員努力によりまして前年度よりはもちろん改善をされてい

る数字でありますが、やはり当初予定よりは届いていないということになります。７月に入りまして

６６．７と一旦落ち込みましたが、８月６７．８、９月６８．８、１０月７０．２、１１月７１．５、

１２月７１．３というふうに回復しております。この時点で実行予算を組んでいるということになり

ます。１月になりまして、また退所の方増えましたので若干１月落ちましたけれども、その後も回復

しております。今日時点が７１というようなことで報告を受けております。そういうようなことで収

入が落ちたと。今後も予断は許さないわけですけども回復にあるということでご理解いただきたいと

思います。 

 

○前中委員長 

 はい。河口委員。 

 

○河口委員 

 平成２６年度からの数字しかちょっと持っていませんので、２６年度からと同等の２８年の予算を

組んだときに、２７年がかなりへこんでいるんだと思うんですよね。そのときにいろんな要件もある

んでしょうけども、今回２８年度も同じように当初６９、７０切る状態が続いている。待機者は結構
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いると聞いているわりには、そのへんの稼働が少ないということの整合性はどうなのかなっていうこ

とは、特に何が問題なんだろうかっていうことについては、いろんな要件があるんだと思うんですけ

ども。 

それで２８年度の介護サービス状況っていうのが、例えば要介護だとか居宅介護だとか前に２７年

度の時に数字いろいろいただいているんですけども、２８年度の後半って言いますか、全部できあが

っている数字の利用状況の数字がいただければ助かるんですが。以前いただいたのが２７年１１月の

時に要介護認定者だとか居宅施設サービスだとかいろんな数値をいただいているんですけども、直近

２８年のラスト１２月かなんかの数字がもしあれば同じようにいただければと思うんですが。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 一昨年の１１月にご報告をしている月報の集計のお話だったかなと思うんですが、月報の集計をさ

らに纏めないといけないものですから。今回答ということにはならないんですが、それはまた次の機

会にでもご提示したいと思います。確か介護認定者数在宅の数、施設利用者数とは次回にお持ちでき

るようにしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○河口委員 

 はい。 

 

○前中委員長 

 ほかに他に何かございませんか。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 発電設備の請負が完了したとこういうことで減額が８９０万出ているんですが、これ、約１割近く

出ている。このへんっていうのは設備の変更があったのか入札が非常に上手だったのか、そして実際

に稼働がされたのか。どうなのか、そのへんちょっと。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 仕様等の変更は行っておりません。行っていませんというか、実際のテスト段階において若干の手

直しはしていただいていますが、むしろなんて言いますか、私たちの当初想定していたもの以上にし

ていただいたという若干の手直しですから、これはもともと入札後の話ですから影響はしないと思う

んですが、ですから仕様変更は行っていません。 
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しからばなぜ１割かというとちょっと分析ができていないところですけども、それから発電機につ

いては稼働しているというか準備をしていると言いますか、停電になれば自動起動になる状態、運用

ができる状態になってございます。検定前には２回実際に停電をして職員テストも行いながらという

ことで万全を期してやっております。 

 

○前中委員長 

 はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ２回実施されたということで問題はなかった、運用する段階で今後改善は最低限可能ですよという

確信を得たということで理解してよろしいんでしょうか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 使い勝手というところで改善してもらいましたけれども、機能しないとかという事例のものではな

くて、それについては、もうすでに運用状態ということで御理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 その関係は明年度他の施設にも導入するに当たって、その改善とその部分を良い方向に結びつけて

いただきたいとこのように思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 今回のことは本当に細かな話ですから、交換にかかわるようなことではないので何て言いますか、

それぞれの細かな仕様の違いと言いますか、機械設備等の制御関係のものでございましたので、２９

年度の事業にあたらないのかというとなかなか難しいかと思いますけど、いろいろ念を入れて試験を

したんですよとか、そういうようなところはアドバイスができればなというふうに考えております。

お互いに連携をとりながら丁寧な事業に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。 

 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。無いようなので、それでは③平成２８年度清里町介護保険事業特別会計補正予算
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第２号について、提案説明のほどよろしくお願いいたします。はい主査。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

平成２８年度介護保険事業特別会計の補正予算について説明いたします。６ページをお開き願いま

す。現在現計予算額の合計が、歳入歳出ともに４億５千３６５万７千円でございますが１千５９１万

８千円を増額し、４億６千９５７万５千円にて補正後予算を計上しております。 

続きまして７ページをご覧ください。補正予算概要で事業内容をご説明いたします。総務費、介護

認定審査会費につきましては、新規認定申請者の増による認定調査等費用の増より２９万４千円をそ

の他の財源で計上しております。保険給付費介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費につきま

しては、４月から１月審査分までの実績から２月、３月審査分を推計し、福祉用具購入費、介護住宅

改修費、居宅介護サービス計画給付費負担金の増により２２８万１千円を国庫支出金で１３７万４千

円、道支出金で２２万７千円、その他で５８万円、一般財源で１０万円にて計上しております。 

保険給付費介護サービス等諸費、地域密着型介護サービス給付費につきましては、４月から１月審

査分までの実績から２月、３月審査分を推計し、５４１万７千円を国庫支出金で３０７万９千円、道

支出金で５０万８千円、その他で１３０万円、一般財源で５３万円にて計上しております。 

介護給付費、介護サービス等諸費、施設介護サービス給付費につきましては、施設介護サービス費

４月から１月審査分までの実績から２月・３月分審査分を推定し、その結果により８０４万１千円を

国庫支出金、４１３万１千円、道支出金６８万２千円、その他で１７４万６千円、一般財源で１４８

万２千円にて計上しております。介護給付費高額介護サービス等につきましては、４月から１月審査

分までの実績から２月・３月審査分を推計し、５７万２千円を国庫支出金２６万６千円、道支出金４

万３千円、その他で１１万３千円一般財源で１５万円にて計上しております。 

地域支援事業費、介護予防事業費につきましては、４月から１月までの実績に基づき、２月から３

月を推計し、介護予防事業等の見込み減によりあわせてマイナス２０万１千円を国庫支出金でマイナ

ス１１万３千円、道支出金でマイナス４万７千円、その他の財源でマイナス１０万７千円、一般財源

で６万６千円にて計上しております。 

地域支援事業費、包括的支援事業費、任意事業費につきましては４月から１月までの実績に基づき、

２月から３月を推計し、成年後見制度利用見込減によりマイナス４８万６千円を国庫支出金マイナス

２７万３千円、道支出金でマイナス１１万２千円、その他でマイナス３万５千円、一般財源でマイナ

ス６万６千円にて計上しております。以上で、説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２８年度清里町介護保険事業特別会計補正予算第２号についての提案説明がござい

ました。各委員より質疑を賜りたいと思いますけども何かございませんか。よろしいですか。全体を

通して何か委員より質疑あれば受けたいと思いますけども。はい河口委員。 

 

○河口委員 

今の補正予算で最終的に４億６千９５７万５千円となって、２９年度予算は４億３千６００万で、

この差大きいってこういうもんなんですよということなのか、実際かかるのに予算は小さいという、

この辺の組み方というのはどういう理由がある。 
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○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 実は２８年の国庫支出金。ここが一番目立つところなんで、御説明したいと思いますけれども、国

が査定をするのは年前に査定をしまして、大きく入ってきております。交付決定額受けまして、その

分を大きく見込んでおりますので歳入歳出合う形で組まさせていただきます。ただ歳出も全く伸びが

ないかということではなくて伸びてはおりますけれども、そういうような組み方で本来で余すのであ

れば、基金に積み込むということが当然考えなくちゃいけないところでありますけども、介護特会に

つきましては基金の取り扱いにつきましては、制度があるわけではありませんけれども、従前からの

慣例的な約束事として一旦繰越して繰越額から過年度支払部分が出てきます。今の国の話でもそうな

んですが本来３月３１日でもってルールで国の分、道の分、町の分が決まるわけですから、そこを経

過しないと、歳入決まらないわけですが早くに決まってしまいます。 

ですから今回のように多く入ってくることも当然あります。１割ほど多く入ってきております。年

度が終わって決算後繰越額から過年度支払分過年度還付分について差っ引いて、残り２分の１は基金

に積み立てる、残り２分の１を一般財源として活用させていただくという形でやっておりますので、

今回につきましては歳入額の決定額が大きく入っておりましたので、歳入に見合う歳出を組まさせて

いただいたということでご理解をいただきたいと思います。以上です。 

 

○前中委員長 

 よろしですか。はい。それでは課長の方から口頭説明。 

 

○保健福祉課長 

 提出議題にございませんけれども２点ほど口頭で説明をさせてください。ケアハウスの再生エネル

ギーの活用についてございます。温泉熱それから太陽光の利用をして利用者負担の軽減を図りたいと

いうことで御説明をしてきておりました。その財源を探っていたところですけれども、ヒートポンプ

による温泉熱については再生可能エネルギーの補助金をというふうに考えておりましたけれども、そ

ういった財源確保の活動の中からヒートポンプと太陽光含めた形がより補助事業採択の可能性が大

きいということが見えてまいりましたので、ここはセットという考え方で再生エネルギーの補助に向

けて準備をしてまいりたいと考えております。そのためには前回の常任委員会では、太陽光は全量売

電が一番売電が収支的には良いわけですけれども、当初は設備にかかる費用については、まるまる町

負担というふうに考えてございましたけども、太陽光と温泉熱利用あわせて補助対象となることか

ら、全量売電から自家消費の方に切りかえてまいり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。 

 

○前中委員長 

 もう１点続けて説明お願いします。 

 

○保健福祉課長 

 前回の常任委員会で、平成２９年度以降の清里町の介護保険制度の改正あわせて要綱等の改正につ
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いてご説明いたしました。そのときに認知症対策というようなことが盛り込まれている中で、清里町

における認知症の方々はいかほどいるのかということで御質問いただきましたので、まとめてまいり

ました。これは２８年１２月末現在のものでありまして、認知症数そのものについては保険者側とし

ての集計というのがございませんで、地域包括支援センターがそれぞれのケアプランを立てる中でお

さえている認知度を推計したものです。もちろん集計はしてあるんですが、地域包括では集計してあ

りますがその数ということでご理解をいただきたいと思います。 

それで一番下の枠外に認定者数３０７人。平成１２年度末の介護認定の数は要支援要介護合わせて

３０７でございます。この集計については清里町の地域包括支援センターの集計ということですか

ら、住所地特例の１２名が除かれています。清里町の被保険者であるけれども、よその施設に入って

いるという方たちですね。で上の表が在宅認定者の数ということになります。その中の在宅というの

は介護保険施設特養、老健に入っていない人ということですので、ここにはよその町の老健に入って

いる方は清里町民ここに入ります。すいません。入院をしている方であったりとかたまたま住所を移

さないまま特定施設入居者生活介護といったような一般的にみると施設介護なんですが、介護保険制

度上は在宅になってしまうものですから、そういうような方も若干おられます。トータルで２２０人

の自立の方もいらっしゃるし、１という軽い方もいらっしゃるということで２２０人ということでお

さえていただきたいと思います。２段目の表は、これは完全に老健きよさとと清楽園の方たちの数字

ということです。７５人入所されていて７５人は何らかの区分の認知症ということになります。その

下の表はそれぞれを合わせたもの合わせて２９５人、認定者数３０７人から入所地特例１０人を引き

まして２９５となってございます。それからさらに４表目につきましては、認知症高齢者の日常生活 

ということでこのレベルを判断する基準が書かれているものであります。以上でございます。 

 

○前中委員長 

 ただいま２点ほど、ケアハウスの再生エネルギーの前回の説明との中での太陽光の活用の方法が変

わったという話と、あともう１点、自立度別認知症の数がお手元に配るレジメの中に記載していると

おりなんですけども、その２点合わせた中で質疑受けたいと思いますけど何かございませんか。はい

河口委員。 

 

○河口委員 

 まず１点目のヒートポンプの件なんですけども、前回は温泉熱を利用するというお話で御説明いた

だきました。そしたら冷房はどういうふうに計画されていたのかっていう細かいことをちょっと確認

してなかったものですから、そのへんどのように。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 冷房につきましても全く同じ逆サイクルで回すということでご理解をいただきたい。 

 

○河口委員 

 温泉熱は温泉の暖房のところではなくて冷房にも同じお湯を使うっていう話。 
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○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 室内で汲んだ熱については温泉に戻すという格好になります。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 一般的にヒートポンプはきよ～るあたりは地下に不凍液ですか、を戻したところで熱吸収をしてい

く、熱交換をして冷房あるいは今の場合は暖房を使っていくということでやっていますけど、温泉を

使うってことだったんで、私は当然出てくるのが湿度が４０度あるいは超える温度のときに、温泉熱

での使用っていうのは本当に効果あるのかなっていうのがひとつ疑問を抱いていたのと、それですと

ヒートポンプ、従来と同じように地下掘ってその費用っていうのは黙っても補助事業で通るわけです

から、改めてきよ～ると同じような熱交換施設っていうのは決して無駄じゃないんじゃないのかなと

いう疑問は１つありました。そうすると冷房については当然太陽光で昼間の電気をあるとそこで使っ

ていけるわけですから、かえってその方が良いのかなという疑問はあったものですから、再度その辺

を確認したかったっていうことなんですけども、あくまでも熱交換は温泉を使うということで間違い

ないですか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 別系統で暖房と別のヒートポンプをつくるというのはやはり合理的ではないというふうに思いま

す。高い熱を汲むということが効率悪いというようなイメージがあるかもしれませんが、それは冷媒

次第ということで、例えば冷蔵庫はマイナスのとこから室内の２０度あるいは３０度に汲み上げてい

ると、そこに熱を汲んで捨てているわけですから、それについては同じ夏場の冬場の熱を室内にと言

いますか、温水に汲み上げる、あるいは夏場の冷水から汲んで熱を温水に汲み上げる。サイクルとし

ては同じものというふうに考えてございます。 

技術的なことがもしあれでしたら私の御説明では素人が何言っているのかということもあるかも

しれませんので、それについてはうちの町の担当なりにご確認いただいたほうが間違いがないのかな

と思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい。はい河口委員。 
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○河口委員 

 先ほどの在宅認定者２２０のうちで実際居宅サービスを受けられているのは何人いらっしゃいま

すか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 認知症においてサービスを受けているか否かとなると、申しわけありません。基本的に保険者とし

ての細かな集計がないもんですから、手で拾うということになります。お時間をいただかないと難し

いということになります。 

ただ認定を受けている３０７人のうちサービスを受けているものということであれば、これは解り

ます。認知症の数のうちとなるとなかなか難しくなっています。３０７人のうち、これは住所地特例

も含まれた話ですけれども、サービスの提供を受けている者は予防給付、要支援１ですけども６１人。

それから要介護給付要介護１から５までが１１０人、合わせて１７３人の方がサービスの提供を受け

ています。ここで何とも感覚の話をしていますけど、そういうことで御理解いただきたいと。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかにはい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ちょっと１点だけ簡単に１つ。先ほど補助対象をソーラーも含めた２点で取る方が良いと、こうい

う形の表現があったわけですが、それによって補助率が変わるのか。あるいは補助対象の内容が変わ

ってくるのか。その辺についてはどうなんですか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 当初温泉熱について補助対象で財源を求めていました。太陽光については単独で売電をしながらと

いうふうに考えておりまして補助と考えていなかったところですけれども合わせて３分の２という

ことでいうことでご理解をいただきたい。補助率３分の２。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに、今課長から口頭説明２点について質疑あればよろしいですか。大変御苦

労さまでした。保健福祉課終了します。 

 

○前中委員長 

 それでは産業建設課から協議報告事項についての提案説明がございます。全部で８点ほどあります

ので課長の方からよろしくお願いいたします。はい課長。 
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○産業建設課長 

 それでは本日の産業建設課所管の案件につきましては①から③につきましては改正を予定してお

ります条例の改正内容について、④につきましては同じく事業実施要綱の改正内容、⑤から⑦につき

ましては産業建設課所管の一般会計と特別会計におけます２８年度の補正予算内容となっています。

また、⑧につきましては緑ダム小水力発電の維持管理体制の報告となっておりますので順次担当より

ご説明いたします。 

 

○前中委員長 

 それでは清里町普通河川条例の一部を改正する条例についての提案説明よろしくお願いいたしま

す。はい。 

 

○建設Ｇ総括主査 

清里町普通河川条例の一部を改正する条例について議案の１ページより御説明申し上げます。改正

の理由につきましては河川法が改正されたことにより許可を受けた水利利用に従属する発電に関す

る登録制度が追加されております。それに伴いまして清里町管理の普通河川におきましても河川法に

準じた内容で登録できるようにするための改正となっております。 

改正の内容につきましては従属する発電の登録にかかる条項の追加となっております。議案の２ペ

ージに新旧対照表となっております。第８条の第１号に許可を要する行為ということで普通河川の流

水を占用することということで規定されております。その後の方に、ただし次条に規定する発電のた

めに河川の流水を占用とする場合は、この限りではないという文章を追加しております。その後に８

条の２の流水の占用の登録、８条の３登録の実施。８条の４登録の拒否と３つの条項を新たに追加し

ております。これらの内容につきましては河川法の内容に準じたものとなっております。 

その後の条文につきましては登録が追加されたことに伴う文言の整理となっております。施行期日

につきましては、平成２９年４月１日からとなっております。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 関連性ありますので続けて、下の②清里流水占用料等徴収条例の一部も説明よろしくお願いいたし

ます。はい。総括。 

 

○建設Ｇ総括主査 

それでは続きまして清里町流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例ということで７ページよ

り説明申し上げます。改正理由につきましては清里町普通河川条例に許可を受けた水利使用に従属す

る発電に関する登録が追加されることに伴いまして、徴収及び減免する対象に従属する発電に関する

登録を追加するもの追加するための改正となっております。 

改正の内容につきましては徴収及び減免する対象に清里町普通河川条例第８条の２の登録を追加

するものであります。条文につきましては次のページにあります新旧対照表のとおりとなっておりま

す。施行期日につきましては平成２９年４月１日からとなっております。以上で説明を終わります。 

 

 



 

- 18 - 

○前中委員長 

 ただいま清里町普通河川条例の一部の改正する条例について、そして流水占用料等徴収条例の一部

を改正する条例についての提案説明がございました。緑ダムの小水力発電事業に鑑みて条例の一部改

正ということの提案でございます。各委員より質疑を受けたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。よろしいですか。それでは③清里町簡易水道条例の一部を改正する条例についての提案説明よろ

しくお願いいたします。 

 

○建設Ｇ総括主査 

清里町簡易水道条例の一部を改正する条例について、議案の９ページよりご説明申し上げます。改

正理由につきましては簡易水道事業の統合とそれによる変更認可に伴い、関連する条例の改正をする

ものです。 

改正の内容につきましては現行の第１と第２の２つの簡易水道事業を統合して１つの簡易水道事

業となるため事業名称と計画給水人口１日最大給水量並びに関連する別表を改正するものです。 

議案１０ページの新旧対照表をご覧ください。第１条の２の名称について簡易水道事業は１つにな

りますが、施設自体は今までと同様に２カ所に分かれて存在するため第１地区と第２地区の名称に変

更するものです。第２条の給水区域については１つの事業となるため別表第３に統一するものです。

第２条の２の計画給水人口と１日最大給水量については、１つの事業に統合し数値を現在のものにし

ております。あとは別表の統合によります別表の繰り上がりの整理となっております。そして議案の

１３ページと１４ページに別表の別図の区域範囲になっております。施行期日につきましては北海道

知事の認可のあった日からとなります。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま清里町簡易水道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

委員より質疑を受けたいと思います。それでは④清里町農業振興事業実施要綱の一部改正について提

案説明よろしくお願いいたします。はい主幹。 

 

○産業建設課主幹 

清里町農業振興事業実施要綱を一部にて議案４５ページでございます。今回の改正でございますけ

れども事業実施期間の更新と農業振興計画に対応しました事業を見直しということで畜産振興事業

の中に良質飼料生産処理対策事業を新たに設けまして、別表１を改正するものでございます。 

改正内容でございますけれども、新旧対照表にてご説明します。１６ページをご覧願います。左欄

が改正前、右欄が改正後でございます。第３条事業実施期間でございますけれども、平成２６年度か

ら平成２８年度までを平成２９年度から平成３１年度までに改正いたします。 

続きまして第２条の別表畜産振興対策事業中、良質飼料生処理対策事業につきまして新たに事業を

追加するものでございます。内容でございますけれども、畜産振興の取り組みといたしましてデント

コーン作付者に対しましてより栄養価の高い飼料を作成するための取り組みを支援するものでござ

います。事業要件でございますけれども農業者及び農業者を組織する団体を対象としまして飼料分析

の実施を要件としたところでございます。補助対象経費でございますけれども、耕作面積反当り１千

円を補助対象とするものでございまして補助率につきましては２分の１以内ということでございま

す。残りの２分の１につきましては、納期補助ということで実施済みでございます。施行期日であり
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ますけれども平成２９年４月１日からの適用といたします。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町農業振興事業実施要綱の一部改正についての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２８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をよろしくお願いいたします。 

 

○産業建設課主幹 

平成２８年度一般会計補正予算産業振興グループ関連についてご説明いたします。議案１７ページ

でございます。２款総務費、２項総務管理費、８目町有林管理費、施策名町有林新植事業費でござい

ます。補正内容でございますけれども昨年度皆伐地でございます。青葉町有林１８林班１２小班、３．

９８ヘクタールにおきまして苗木これはトドマツでありますけども５千９００本を購入し、植えつけ

の委託を実施しています。予算につきまして減額補正を行うものでございまして消耗品について５０

万２千円の減額、工事請負費について８４万 6 千円減額するものでございます。計１３４万８千円

の補正となります。財源内訳でございますけれども道補助金として森林環境保全整備事業６１万１千

円の減額、一般財源７３万７千円を減額するものでございます。同じく８目町有林管理費、施策名町

有林除伐事業費でございます。補正内容でございますけれども事業執行残にかかる減額及び間伐事業

を予定しておりましたが、場所につきましては向陽町有林５林班８６小班３．９２ヘクタールの事業

未実施にかかる減額補正でございます。事業未実施の理由でございますけれども当該地におきまして

水道管が埋設することが判明いたしまして重機の搬入により管を破損するおそれがあることから事

業を実施について見送ったところでございます。財源内訳でございますけども、道補助金として森林

環境保全整備事業２万円の減額、その他といたしまして、林野基金３２０万円を減額するものでござ

います。 

続きまして、５款農林水産業費、１項農業費、５目道営整備事業費、施策名道営農地整備事業費で

ございます。こちらにつきましては道営畑総事業清里地区の最終年度でございまして事業入札残に伴

う予算の減額でございます。財源の内訳ございますけれども、四角で囲まれた部分こちらが道支出金

になりまして食料供給基盤強化特別対策事業補助金こちらパワーアップ事業になります。６５万６千

円の減額、農業経営高度化促進事業補助金につきまして１２１万７千円の減額、道営整備事業監督補

助業務委託金につきまして、２万５千円の減額としております。 

起債につきまして道営農地整備事業債を１０万円減額いたします。一般財源１５２万１千円を減額

とするものでございます。同じく５目道営整備事業費、施策名地域用水環境整備事業でございます。

こちらにつきましては平成２７年度に実施しました小水力発電事業の概略設計につきましてより詳

細な調査を北海道にて実施したものでございます。清里町負担分につきましては、５４万３千８００

円でございますので、予算残を減額するものであります。一般財源１２４万９千円を減額いたします。 

続きまして５款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興費、施策名造林推進事業費でございます。

こちらにつきましては民有林事業でございまして、未来につなぐ森づくり推進事業にかかる国の補助

配分が下回ったことから全体事業費の減というところでございます。財源内訳につきましては道補助

金として未来につなぐ森づくり推進事業費補助金が３０万円の一般財源につきましては１０２万５

千円の減額でございます。同じく１目林業振興費、施策名網走地区森林組合出資事業費でございます。

こちらにつきましては平成２６年度に清里地区森林組合を解散いたしまして、平成２７年度より網走
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地区森林組合に加入したところでございますが、組合に対する出資金につきまして本年度配当金がご

ざいましたので、配当分について新たに出資するものでございます。配当金につきましては６万３千

円ございましたので一口３００円となることから２１０口新たに出資するものでございます。財源に

つきましてはその他といたしまして、配当金６万３千円を歳入予算計上するものでございます。 

続きまして１２款災害復旧費、１項災害復旧費、１目８．２０災害復旧事業費、施策名農地災害復

旧補助事業費でございます。昨年８月の発生に伴います台風の農地災害について町単独補助を実施し

たところでございまして実績につきましては５４件９１３万２千円となっております。予算執行残に

つきまして減額補正するものでございます。２０９万８千円を一般財源より減額いたします。以上で

産業振興グループの説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい総括主査。 

 

○建設Ｇ総括主査 

それでは引き続きまして、建設グループ分につきまして説明させていただきます。２款総務費、１

０項総合戦略費、１目総合戦略事業費、事業名民間賃貸住宅建設促進事業です。これにつきましては

補助事業の実績に伴います減額で１千２００万円の減額となります。財源につきましては一般財源の

１千２００万円の減額となります。 

次に４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、事業名農業集落排水事業特別会計繰出金事業

です。これにつきましては、農業集落排水事業特別会計の分担金の増額に伴う歳入の増額と管理費の

減額に伴う歳出の減額により一般会計繰入金が減額したことに伴い、繰出金を１６７万９千円減額す

るものです。財源内訳につきましては一般財源の１６７万９千円の減額となります。 

次に７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費 事業名道路等整備事業です。これにつきまし

ては町道の補修整備事業の実績に伴う減額で、委託料と工事請負費の入札残額を合計で２１６万２千

円減額するものです。財源内訳につきましては道路等占用料の増額に伴い、その他で１１万４千円の

増額と一般財源で２２７万６千円の減額となります。 

次に７款土木費、１項道路橋梁費、２目道路新設改良費、事業名道路新設改良事業です。これにつ

きましては社会資本整備総合交付金の配分額が減額になったことによる事業実績に伴う減額で、委託

料工事請負費など合計で８千４３５万９千円の減額となります。財源内訳につきましては事業費の確

定に伴い、国庫支出金の社会資本整備総合交付金が４千８２０万９千円の減額、町債の社会資本整備

総合交付金事業債が３千２４０万円の減額、一般財源が３７５万円の減額となります。 

次に７款土木費、３項住宅費、１目住宅管理費、事業名住宅用太陽光発電システム導入費補助事業

です。これにつきましては、導入費補助実績に伴います減額で１２０万円の減額となります。財源内

訳につきましては一般財源で１２０万円の減額となります。 

次に１２款災害復旧費、１項災害復旧費、１目８．１７災害復旧事業費、事業名８．１７災害復旧

事業です。これにつきましては災害復旧事業の実績による減額で１８３万５千円の減額となります。

財源内訳につきましては一般財源で１８３万５千円の減額となります。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今平成２８年度一般会計補正予算産業建設課所管分についての提案説明がございました。各委
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員より質疑を賜りたいと思います。ございませんか。よろしいですか。それでは引き続きまして⑥平

成２８年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算第３号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 

平成２８年度簡易水道事業特別会計補正予算第３号につきまして議案の１９ページよりご説明申

し上げます。今回の補正は実行予算に基づき委託料と公課費、工事請負費の不用額を減額するととも

に積立金を調整するもので歳入歳出それぞれ１４５万８千円を減額し、予算の総額を６千５４８万８

千円とするものであります。 

それでは歳入より説明いたします。財産収入につきましては基金積立の利率低下によりまして２千

円の減額となります。繰入金につきましては基金繰入金を１４５万６千円減額するものです。 

続きまして歳出です。総務費につきましては一般管理費の委託料１２６万４千円と消費税額確定に

よる公課費５万円の不用額をそれぞれ減額し、総額で１３１万４千円の減額となります。施設費につ

きましては工事請負費の不用額２１万６千円の減額となります。基金積立金につきましては７万２千

円の増額となります。これにより歳入歳出それぞれ１４５万８千円を減額し、予算の総額を６千５４

８万８千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 

 ただ今、清里町簡易水道事業特別会計補正予算第３号について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。 

はい。続きまして平成２８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。はい。総括主査。 

 

○建設Ｇ総括主査 

平成２８年度農業集落排水事業特別会計補正予算第２号の予算概要につきまして、議案の２０ペー

ジより御説明申し上げます。今回の補正は、実行予算に基づき職員給与と公課費及び委託料の不用額

を減額するもので、歳入歳出それぞれ１２４万４千円を減額し、予算の総額を９千９６２万８千円と

するものであります。 

それでは歳入よりご説明いたします。分担金及び負担金につきましては４３万５千円の増額となり

ます。繰入金は一般会計繰入金で１６７万９千円の減額となります。 

続きまして歳出です。総務費につきましては一般管理費で給料で６万２千円、職員手当等で６１万

４千円、共済費で２７万円、消費税額の確定により、公課費を８万円、施設管理費の施設管理委託料

の不用額１４万２千円とそれぞれ減額し、総額で１１６万８千円の減額となります。需用費につきま

しては下水道台帳作成委託料の不用額７万６千円の減額となります。これにより歳入歳出それぞれ１

２４万４千円を減額し、予算の総額を９千９６２万８千円とするものであります。以上で説明を終わ

ります。はい。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町農業集落排水事業特別会計補正予算について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。はい。それでは、緑ダム小水力発電事業について説
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明よろしくお願いいたします。 

 

○産業建設課主幹 

それでは緑ダムにおけます小水力発電事業の経過についてご説明いたします。先月２３日に開催さ

れました当常任委員会におきまして緑ダムにおける小水力発電事業の現状況、スケジュールについて

御報告したところでございます。 

施設の管理形態につきましては、事務委託方式としたところでございますが、受託市町につきまし

て今月２月１５日に開催されました国営畑地かんがい斜網地域維持管理協議会、首長会になりますけ

れども、この場におきまして当町清里町が代表町となることを正式に決定いたしましたのでご報告い

たします。本日の報告内容でございますけれども、受託理由と現段階での組織管理体制についてご説

明をさせていただきます。それでは議案２１ページをご覧願います。 

１の受託、事務受託理由でございますけれども、５点ほど挙げさせていただきます。まず１点目と

しまして、緑ダムが清里町行政区域にあるというところでございます。これにつきましては発電施設

の建設場所でありますけれども緑ダムの維持放流に隣接していることと斜里川水系アタックチャ川

の河川管理者が清里町というところでございます。事業推進に当たりまして当町の関連が大きいとい

うところでございます。 

２点目につきましては発電施設の維持管理について、人件費及び必要経費の充当が見込まれるとい

うところでございます。この点につきましては発電開始までは１市４町の畑かん受益割合にて負担す

ることとなっています。発電後におきましては売電収入を充当というところになります。 

３点目につきましては施設の管理、日常のメンテナンス業務となると思われますけれども地元業者

に委託するということが可能となりますので雇用の促進と活性が期待できるというところになりま

す。この点につきましては業務内容を十分精査したうえで委託可能な部分について進めていきたいと

いうふうに考えています。 

４点目につきましては、本事業におきましては複数自治体に事業について全国的に見ても事例がな

いというところでございますので本事業における代表町として当町の知名度向上、まちのＰＲ効果が

期待できると判断したところでございます。 

５点目でございますけれども、資源の有効活用という視点から再生可能エネルギーの取り組みとい

うことで教育現場での活用も可能ではないかと考えているところでございます。これにつきましては

関係各課と連携し、どのような取り組みができるか協議をすすめていくということになります。以上

の点につきまして内部協議を十分に進めた上で最終的にメリットが大きいと判断しまして事務委託

を受けたところでございます。米印の事務委託に係る議決及び費用負担にかかる協定時期でございま

すけれども、事業の採択通知が４月以降になるということになりますので、こちらにつきましては１

市４町で協議の上進めさせていただきたいというふうに思います。 

次に２の組織管理体制についてでございます。主な協議内容についてご報告をさせていただきま

す。まず１の事業費負担でございますけれども、電気事業債の活用を検討してきたところでございま

すけども、昨年１１月末に管理形態について事務委託方式にするということを受けまして、再度事務

方に起債の活用について検討しました結果、事務受託先に起債を一括借入させる負担を避けるために

１市４町それぞれにおいて自主財源で対応するということになっております。平成３０年度、３１年

度におけます事業費でございますけれども、資料に記載のとおりでございまして、当町におきまして

は３０年度は２千５００万、３１年度につきましては３千６００万円の負担というところでございま
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す。ただ電線の架替え費用ございますので、こちらは北電との協議次第で事業費が下がることも十分

あるところでございます。 

次に２の各種事務手続でございますけれども、発電施設完成前完成後について記載のとおりでござ

いますけれども現段階におきましては全体の事務量が明確になっていない状況でございますので、引

き続き関係機関との協議を実施しまして整理をしていくということになります。 

続きまして３の人員配置でございますけれども、こちらにつきましても事務量が定まらない中でど

の程度人員が必要か不明でございますので順次整理していくことになります。平成３１年度になりま

すけれども現行の予定でいきますと、建屋工事を予定しておりまして専任による職員の配置を検討し

ているところでございます。この点につきましては道営事業であるということと、完了後の施設管理

において有資格者の配置という関連ございますので、どのような人員配置が適正であるか、今後検討

していくことになると思います。 

４の会計処理でありますけれども事業を実施中におきましては、当町の一般会計予算にて必要経費

を計上することになります。施設完成後の平成３２年度より発電事業特別会計の運営及び複式簿記を

予定しているところでございます。特別会計の設置理由でございますけれども売電収入の充当先を明

確にするということが条件となっておりますので、なお且つ収支の決算につきましては、道農政局長

に報告するということになっていうことになります。複式簿記の導入でありますけども、こちらにつ

きましては発電事業におきましては資産や負債等を含む全体ということで管理が必要となっており

まして、このことから減価償却の考え方を取り組むものでございます。将来のインフラ整備コストを

賄うというところになりますけれども、こちらにつきましては単式簿記の取り扱いでは減価償却費、

引当金を支出として計上できませんので、もし余剰金が出た場合には、国庫返納をしなければならな

いというところで取り決めがあるところであります。 

５の経費負担でございますけれども小水力事業におきましては原則１市４町の事業でございます

ので、施設完成前につきましては係る経費の負担を畑かん受益割合ということで当町以外の１市３町

の負担分につきまして清里町一般会計の歳入として受けるよう調整中でございます。施設完成後にお

きましては、必要経費について売電収入を充当するということになります。なお人件費なんですけれ

ども、適正充当額につきましては協議中でございます。以上現段階においての小水力発電事業にかか

る説明とさせていただきます。 

 

○前中委員長 

 ただいま緑ダム小水力発電事業についての受託事務並びに今の段階で決定事項の説明がございま

したけども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。 

それでは全体を通して、何かありましたら受けたいと思いますけれどもよろしいですか。それでは

産業建設課終了いたします。ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それではお昼が近いですけども、最後焼酎醸造所からの案件１点ございます。それでは所長 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは平成２８年度の清里焼酎事業特別会計の補正予算第４号について説明させていただきた

いと思います。担当より説明いたしますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○焼酎醸造所主査 

 それでは、平成２８年度清里焼酎事業特別会計補正予算第４号の説明をいたします。１ページ目お

開きください。総括表の上段、歳入をご覧ください。１財産収入、補正額３８０万８千円を加えまし

て、補正後予算額１億５３万２千円となっております。これは焼酎等製品の売り上げ好調に伴う増額

補正となっております。財産収入利子及び配当金につきましては積立金の利子が見込めないため皆減

といたします。 

次に２繰入金であります補正額マイナス１２４万３千円で補正後２千３７７万７千円となってお

ります。これは繰入対象分人件費の精算分と備品購入費の残となっております。３繰越金は変わらず、

４諸収入につきましては１万円減で５千円となっております。歳入合計につきましては、現計予算額

１億２千８１０万８千円に対しまして、補正額２５５万５千円を加え、補正後合計１億３千６６万３

千円となっております。 

総括表の下段、歳出の方ご覧ください。総務費現計予算額６千１２２万円に５９万３千円を増額し

て、補正後予算額６千１８１万３千円となっております。内訳につきましては人件費、職員手当で３

万円の減、一般職員共済組合負担金２８万円の減としております。賃金につきましては、臨時事務職

員賃金の不用額１２万円となっております。報償金で１万円の減額。需用費につきましては、館内暖

房用の燃料費の増額。それと事務室内での電話機材等、２機ありますダムウェーター、火災報知機等

緊急を要するものの修理をするための修繕料の増額としております。合わせまして１４６万１千円と

なっております。役務費につきましては車両管理費の手数料の不用額４万円の減額、使用料及び賃借

料につきましては会場使用料及び機械借り上げ料あわせて５万５千円の減額としております。負担金

補助及び交付金につきましては、一般職員退職組合負担金の率の確定に伴う不用額で７３万円の減と

なっております。公課費酒税につきましては、売り上げ増に伴う酒税の増といたしまして３９万７千

円の増額としております。次に製造費でございますが、現計予算額６千６８５万８千円に１９６万２

千円の増額をいたしまして、補正後予算額６千８８２万円となっております。内訳といたしましては、

共済費３万円の不用額の減額、賃金５５万円の減額となっております。これにつきましては製造及び

瓶詰め臨時職員の賃金ですが、扶養や保険等の関係で月の出勤日数を調整しております。それに伴い

まして不用額が生じております。需用費につきましては、消耗品、印刷製本費分合わせまして２１３

万１千円の資材購入といたしまして増額としております。これにつきましては新年度へ向けた製品在

庫の確保により必要となる資材の購入分となっております。光熱水費につきましては電気料金の上

昇、生産ラインの稼働増による電気料の増額となっており１１万１千円の増額となっております。修

繕料につきましては蒸気ボイラーと貯蔵用機器の修繕といたしまして１２７万７千円の増額を計上

しておりまして、燃料費２万１千円の増額とあわせまして、需用費合計で３５４万円の増額となって

おります。原材料費３４万５千円の減、備品購入費６５万３千円の減で、こちらの方は執行残となっ

ております。 

３の公債費につきましては変動なく、歳出合計は現計予算額１億２千８１０万８千円に対しまし

て、補正額２５５万５千円を加え、補正後合計１億３千６６万３千円となっております。以上で説明

を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第４号について、提案説明がございまし
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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。それでは全体を通して何か質疑あ

れば受けたいと思います。よろしいですか。はい。それでは大変ご苦労様でした。  

 

○前中委員長 

 それでは大きな２、道外所管事務調査の報告についてよろしくお願いいたします。 

 

○議会事務局長 

 この本常任委員会でいたしました通り、各それぞれ視察先の概要が載りますので、その後に各委員

さん方のレポートということでもう一回整理して提出したいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○前中委員長 

 続いて次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 よろしくお願いいたします。３月２７日月曜日を予定しております。 

 

○前中委員長 

 その他何がございませんか。先ほど総務文教委員の方からもありましたけども、両委員長の中で町

内所管調査今後検討してほしいということがありましたので、産業建設課の方も町内所管調査してい

きたいと思いますので、そのときはよろしくお願いいたします。 

     

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第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 午前１１時５９分） 

 


