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第２回産業福祉常任委員会会議録 

平成３０年２月１９日（月） 

    開 会   午後 ２時３０分 

    閉 会   午後 ５時４０分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●保健福祉課 

  ①清里町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱（案）について 

  ②清里町福祉医療従事者人材確保支援事業実施要綱（案）について 

  ③ケアハウスの低所得利用者への支援について 

  ④平成３０年度一般会計当初予算主要施策事業（保健福祉課所管分） 

  ⑤平成３０年度清里町介護保険事業特別会計予算 

 

 ●産業建設課 

  ①平成３０年度一般会計当初予算主要施策事業（産業建設課所管分） 

  ②平成３０年度簡易水道事業特別会計予算 

  ③平成３０年度農業集落排水事業特別会計予算 

  ④清里町製材等流通経費事業補助要綱の改正について 

  ⑤清里町狩猟免許取得経費等補助事業について 

  ⑥緑ダム小水力発電事業について 

 

 ●焼酎醸造所 

  ①平成３０年度焼酎事業特別会計予算 

 

●町民課 

  ①平成３０年度税制改正の概要について 

  ②清里町税条例等の一部を改正する条例について 

  ③清里町営住宅条例の一部を改正する条例について 

  ④国民健康保険の都道府県化に伴う国民健康保険税率について 

  ⑤清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

  ⑥清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

  ⑦清里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

  ⑧第３期清里町国民健康保険特定健康診査等実施計画について 

  ⑨平成３０年度一般会計当初予算主要施策事業（町民課所管分） 

  ⑩平成３０年度国民健康保険事業特別会計予算 

  ⑪平成３０年度後期高齢者医療特別会計予算 
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２．次回委員会の開催について 

 

 

３．その他 

 

 

 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  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     

 

 

○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 

■税務収納Ｇ総括主査    泉井 健志    ■町民生活Ｇ主査     山崎 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    ■保健福祉課参与     長野 徹也 

■保健福祉課主幹      進藤 和久    ■福祉介護Ｇ総括主査   阿部 真也 

■保健Ｇ保健師長      武山 悦子    ■福祉介護Ｇ主査     原田  了   

■子ども子育てＧ総括主査  鈴木由美子 

■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    ■建設Ｇ主査       荒  一喜 

 ■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 

 

 

 



 

- 3 - 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第２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、まず初めに保健福祉課より提案がございます。 

はい、保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からは、平成３０年度予算に関連いたします新規事業について要綱案をもって御説明い

たします。続きまして、一般会計当初予算の主要政策の概要につきまして保健福祉課所管分。最後に

介護保険事業特別会計の予算について御説明をさせていただきたいと思います。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清里町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱案についてをよろしくお願いします。 

 

○保健福祉課主幹 

 それでは清里町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱案について、資料の１ページにて要綱の概要に

ついて御説明をさせていただきます。 

始めに新生児聴覚検査につきましては、新生児が自然に寝ている時を見計らって検査を行い、原則

として生後１カ月以内の乳児を対象に聴覚障害の早期発見を目的として実施するものです。 

先天性の難聴は千人に１人から２人起こると言われているので、聴覚障害を早い時期に発見して適

切な援助を受けることにより、聴覚障害を持った子供のコミュニケーションや言語発達を促すために

とても大切なものです。 

この新生児聴覚検査において、検査費用の公費負担の取り組みの充実を図るため、国また道より通

知がありましたが、斜網地域の中ではこの検査を行うことができる産科医院がこれまではありません

でした。こうした中、３０年度より網走厚生病院において、新生児聴覚検査を行うための機器を整備

し検査を行うことが出来るようになりましたので、斜網地域におきましては網走厚生病院が唯一分娩

を取扱い、本町においても多くの町民の方々が網走厚生病院で出産されていますので、１市４町にお

いて公費負担に取り組むこととなりました。 

それでは、要綱の概略を御説明いたします。第１条は趣旨を述べております。新生児聴覚検査に要

する費用を助成し、経済的負担の軽減と受診機関を確保することにより、新生児の聴覚障害の早期発

見、早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることとしております。

第２条は助成の対象者について述べており、検査を受けた者の保護者で、清里町に住所を有するもの

としております。第３条は検査について述べており、厚生労働省の通知による検査としております。

第４条は助成額について述べており、助成の額を初回検査及び確認検査にかかった費用の全額として
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います。なお検査を受けても検査料を定められていない場合は、初回検査及び確認検査にかかった費

用をそれぞれ４千３２０円としております。第５条は助成の申請について述べており、申請の際は助

成金交付申請書に検査の領収書、検査結果が記載されている母子手帳の写しなどを添えて、１歳の誕

生日前日までに申請することとしております。第６条は助成の決定について述べており、申請書を受

理したときは速やかに審査を行い、適正であると認めたときは通知し、助成金の交付をするとしてお

ります。第７条はその他必要な事項は町長が別に定めるとし、附則として、この要綱は平成３０年４

月１日から施行することとしております。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま清里町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱案についての提案説明がございました。

各議員より質疑を受けたいと思います。よろしいですか。 

それでは引き続きまして、②清里町福祉医療従事者人材確保支援事業実施要綱案について。提案説

明よろしくお願いします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 はい。それでは３ページからになりますけれども、清里町福祉医療従事者人材確保支援事業実施案

ということでございます。３ページから４ページにかけましては概略。それから５ページ６ページに

つきましては、実施要綱の案ということで掲載されてもらっております。３ページからの説明で行い

たいと思います。 

１、目的ですけども 1 条関係という事になりますが、清里町の福祉医療従事者によります人材の

確保の取組に対して町が支援を行うという形でございます。これまでも色々福祉医療関係の人材確保

の事業を展開していたところでございますが、各福祉法人それから医療機関等が行うものに対して町

が支援をするという形のものとして計上させてもらっているところでございます。 

２番目ですけれども、支援の対象ですが、2条関係になります。こちらにつきましては清里町内に

住所を有します社会福祉事業を営む法人それから医療機関ということで定めているものでございま

す。対象資格職としましては、介護福祉士から社会福祉士までの１０資格職の人材の確保に伴う者の

支援ということで考えているところでございます。③にあります対象者でありますが、現在、資格を

保有している方。それから資格を取得するために就学するものの２者という形で考えております。就

学をするものにつきましては、現在事業者との雇用関係はないという形で将来雇用に及ぶものについ

ては対象という形で考えているところでございます。 

３に参りますが支援の基準です。第３条関係とありますが表という形で表現させてもらっておりま

すが、福祉医療従事者の継続的な人材確保のため対象者へ行う就学就業にかかる費用の貸与・給付を

行う事業に対する支援という形で提起させてもらっております。 

中身ですけれども、まず（1）ということでございます。種別ですが就学期の貸付給付に係る経費

であって、対象者に直接支払いがなされるということでやっています。一人当たりつきまして年額８

０万円上限とします。そして同一対象者においては総額で２４０万円という形でさらに上限を設けて

おります。こちらにつきましては、就学という要素がございますので複数年にまたがるところがある

かと思います。その部分への手当を考えた形の額面ということで御理解いただければと、このように

思います。 

（2）ですけれども、就業に係る支度金等の貸付給付にかかる経費であって対象者へ直接支払され



 

- 5 - 

るものということございます。こちらにつきましては年１００万円という形の上限で、いわゆる即戦

力での中途採用。それから新規でも有資格者をすぐ確保が出来るといった形のものに対して支度金等

と名をうって、インセンティブをうちながら人材の確保に努めていただければといったものに対する

手当でございます。補助率としましては、いずれもこの経費に対しての２分の１を町が支援をしてい

きたいというふうに考えているところでございます。 

その表の下の方に②、③と※がございますが、こちらにつきましては当然ながら実施事業者は明文

化した制度等によって、それぞれ対象者と実施者の間での取り交わしがあるということを行ってもら

うということでございます。それから同一対象者への同一種別の補助金の適用は一回限りとするとい

う注釈を設けてございます。例が載せてございますが、就学資金の制度を受けた方がそのまま引き続

き支度金の制度を持っている事業者に入った場合、こちらの方を受けることは１回目に限りは認めて

いくと。連続した形を整えたいと思っています。ただ、この方が何らかの理由で退職をして別な町内

の事業所に移った場合、中途採用者の支度金の制度の活用を見込まれる可能性がありますが、この部

分は町の補助の性格上認めていかないということで、１回限りについては行っていきたいとこのよう

に考えているところでございます。 

４ページです。支援実績の構成ということがございます。補助金の性格上ということで記載をさせ

てもらっておりますが、実は各事業者等に既にリサーチを入れているところでございますと支度金の

制度それから修学資金の制度というのがすでに本町内の福祉事業所等では行われているというふう

に確認をしてございます。こういった部分の中ですが、やはり継続した就労のことを考えまして、例

えば３カ年ほどの就労によりますと就学資金の返済を免除するとか、そういった制度がございます。

支度金においても同様です。ただし、その期間内の間に退職等をやむを得ずされた場合については、

その年月相当を返していただくと言うような取り決めもあるように伺っております。そういった場合

には、実は町から拠出している補助金の関係にも変動がおきます。その場合には各事業所それから対

象者の本人含めての償還金と合わせて補助金の変動はおきますので、この部分の変動の関係は生じて

くると、そういった部分の整理でございます。 

５番目ですけれども、補助金ということでございます。清里町の補助金の規則に合わせて、運用さ

せていただきたいという事でございます。 

６につきましては町長の委任ということで、委任事項が生じた場合の事務的手続きございます。 

附則としまして、施行は３０年４月１日からの施行を考えているところでございます。また時限と

いう形をとりまして、３カ年ということでございます。３３年の３月末には一旦、この事業は見直し

をかけるために終了ということで考えていた次第でございます。また３につきましては、その期間中

に行った補助金については、この効力を失った後も更生等に対応していくという形の事務手続の条文

でございます。以上をもちまして実施要綱の説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ②清里町福祉医療従事者人材確保支援事業実施要綱案についての提案説明でございました。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③、ケアハウスの低所得利用者への支援について。提案説明よろしくお願いします。はい、

参与。 
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○保健福祉課参与 

 それではケアハウスの低所得利用者への支援について、資料に基づいてご説明いたします。７ペー

ジをご覧ください。本日、事業の概要ということで御説明をいたします。 

まずこの事業の目的についてですけれども、本年秋、１０月を目途に今準備を進めておりますけれ

ども、秋に開所予定のケアハウス清里の入居者のうち町内に在住されている低所得の方向けの利用料

に対する支援を行うというものであります。 

次に利用料（月額）の内訳ということで表を記載しております。これ補助対象とする経費について

考え方を整理した表でございます。 

まず上から順番に参ります。基準が定められているものということで、これは国あるいは道におい

て基準が定められているものですけれども、まず１つ目が生活費。これは４万３千７百円というのは

下記の値段でありまして、冬期はプラス８千１００円というふうになっております。その下の段、サ

ービスに要する費用最下層ということで低所得者向けの事業ですので、一番下の１万円のみ引用して

おります。この２つの費用につきましては、補助対象外ということで整理をしております。まず生活

費については食糧費、食料材料費ですとか共有部分の光熱水費ということで、生活にかかる部分は生

活費であるということ。次のサービスに要する費用につきましては、これは国の方で所得に応じて区

分が設けられておりまして、一番抑えた額になっているということで、こちらに対しては町の補助は

適用しないということで整理をしております。 

その次の段ご覧いただきまして、町で定めるものということで記載をしております。先月の本委員

会でも御説明させていただいた額で記載しております。まず最初の個室分の光熱水費５千円。こちら

につきましては、先ほどの生活費と同じ考えで、これも生活にかかる費用ということで補助の対象内

というふうに整理しております。その次の段。居住に要する費用ということで家賃相当ということで、

先月１万円ということで御説明をいたしました。この費用について町の補助対象ということで整理を

しております。表の下○２つで説明を書いておりますけれども、まず支援の実施に当たっては毎月補

助申請支給手続を行うというふうに記載をしております。これは低所得者対策ですので、毎月やはり

補助が欲しいという方向けにこういう記載にしておりますけれども、ただ申請する側も毎月手続きを

するのに非常に煩雑だということであれば、要綱の方は検討中ですけれども御希望に応じてまとめて

申請をして交付すると言った形もとれるように検討しております。その下の段、収入要件は年１回確

認するというふうにしております。その下の方に基準の表があります。前年度所得で基準を切るもの

ですから年１回確認するということで考えております。 

支援の額、基準の考え方については以下の通りということで、下の表をご覧いただきたいと思いま

す。左の方にケアハウスきよさとということで記載をしております。区分につきましては、町民税非

課税で課税年金収入と合計所得の合計額が８０万以下の方は１００分の７０の補助、８０万円を超え

て１００万以下の方は１００分の５０補助、１００万円を超えて１２０万以下の方は１００分の３０

の補助ということで３段階の補助で構成しております。この区分にした考え方ですけれども、表の右

側の方に介護保険料に係る所得別段階ということで、第１段階、第２段階ということで記載しており

ます。こちらの介護保険の区分が８０万円と１２０万円ということで、まずこの２つを参考にしてお

ります。８０万円と１２０万円の間が結構間があくものですからその真ん中に参考ということで記載

をしております。２番目の障害基礎年金の１級。こちらが年額で９７万４千１２５円。約１００万円

ということで、２つ目の所得区分を設けて３段階にしております。 

めくっていただきまして、８ページでは補助を受けた後の入居者負担額、年額幾らになるかという
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ことで記載をしております。一番大きい７０％の補助を受けた方につきましては７９万７千１００

円、５０％の補助を受けた方につきましては８２万１千１００円、３０％補助の方は８４万５千１０

０円。参考までに補助を受けてない方は８８万１千１００円というふうになってございます。以上で

す。 

 

○前中委員長 

 只今、ケアハウスの低所得利用者への支援について提案の御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。河口委員。 

 

○河口委員 

 冬季料金の８千１００円。これは１０月から４月までの７ヶ月間。 

 

○保健福祉課参与 

はい。 

 

○河口委員 

１０月から７ヶ月と間いた時に、冬季費用はトップシーズンの冬との平均で１０月からという考え

方になったんでしょうか。１０月、１１月、今の施設は全くかからないと思うんですけども。  

 

○前中委員長 

はい、参与。 

 

○保健福祉課参与 

 この８千１００円プラスに関しましては、国の方の基準で１０月から４月で定まっているものでご

ざいます。 

 

○前中委員長 

 他に何かありませんか。よろしいですか。 

よろしければ、次④です。 

平成３０年度一般会計当初予算主要政策事業保健福祉課所管分について提案説明の方よろしくお

願いします。はい、担当。 

 

○こども子育てＧ総括主査 

 続いては、平成３０年度一般会計当初予算の政策事業保健福祉課所管分につきまして順に説明をさ

せていただきます。 

９ページをご覧ください。まず１ヵ所訂正をお願いしたいのですが、１款総務費というふうに記載

されているところを、２款総務費に訂正をお願いいたします。 

それでは説明をさせていただきます。継続事業でございます。２款総務費、１０項総合戦略、１目

総合戦略事業費、乳幼児紙オムツ用ごみ袋支給事業につきまして、事業内容といたしましては乳児を

養育する保護者に対しまして、紙おむつ用のごみ袋を支給することにより、子育て家庭への経済的負
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担を軽減するとともに育児不安を抱える保護者の早期発見を図るためのものでございます。 

支給対象のお子さんにつきましては、０歳児から未満児まで。支給につきましては、各健診等の機

会に一人につき合計で１００枚を支給するものでございます。事業費といたしましては２１万円を計

上するものでありまして、財源内訳はこども子育て基金より２０万円。残りを一般財源とするもので

す。 

同じく１目総合戦略事業費、出産祝い金支給事業につきましては、本町の次世代を担う子供の誕生

を祝福するとともに子育てに要する経済的負担の軽減を図るために支給するものでございます。対象

者につきましては、本町に出生した新生児の保護者でありまして、本町に住所を有する方を対象とし

ております。支給額につきましては一人５万円ということで支給することといたします。事業費は１

７５万７千円を計上するものでありまして、財源内訳はこども子育て基金より１７０万円。残りは一

般財源でございます。 

同じく１目継続事業でございます。子育て支援保育料補助事業につきましては、第２子以降のお子

さんが町内の幼稚園、保育所に入園入所している保護者の方に対しまして、保育料の２分の１を補助

するものでありまして、子育て世代の負担軽減を図るものでございます。事業費といたしましては６

３９万３千円を計上するものでありまして、財源内訳はこども子育て基金より６３０万円。残りは一

般財源でございます。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

続きましては次の段にあります、福祉医療従事者人材確保事業でございます。こちらは継続をすで

にしているものでありまして、町の福祉医療従事者の新採用に係ります給与への手当ということで、

３年間でそれぞれ初年度に３万円、次年度２万円、さらに３ヶ年目の継続という雇用につきましては

１万円という形の部分をこれまで実施してございます。この部分につきまして所要額を計上するもの

でございます。事業費としましては１８０万という規模で考えているところでございます。財源は一

般財源を予定しております。以上で説明終わります。 

 

○保健福祉課主幹 

次に不妊治療助成事業です。この事業につきましては、人工授精や特定不妊治療に要する費用の一

部を助成することによりまして、経済的負担の軽減を図ることを目的とします。 

経費につきましては、特定不妊事業に対する助成金を３０万円、人工受精に対する助成金を３６万

円、合わせて６６万円を計上しております。財源の内訳はこども子育て基金より６０万円と残りは一

般管財源となっております。 

次に妊婦の歯科検診事業です。妊娠期はホルモンの影響によって齲歯や歯周疾患を発症しやすくな

るため早期に発見し治療に結びつけ、妊婦の口腔衛生の状態を健全に保つことによりまして胎児の健

全な発育を図ることを目的としております。これに係る歯科検診業務委託料１３万７千円を予算計上

しております。すべて一般財源となっております。 

次のページの安心出産支援事業です。この事業は北海道の実施している事業に基づき行うもので、

町内には産科医療機関がなく、分娩可能な医療機関までの距離が遠いため、斜里郡以外の産科医療機

関への通院に要する費用の交通費の一部を助成することによりまして、母子ともに安心して出産する

ことができる環境づくりを実施することを目的とするので、安心出産支援事業扶助として７７万３千

円を計上しております。財源といたしましては、道補助金の２６万６千円、子ども子育て基金より２
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０万円、残りは一般財源となっております。 

次に、新規事業の新生児聴覚検査事業です。この事業は先ほど御説明いたしましたが、新生児の聴

覚障害の早期発見、早期療育を図り、聴覚障害による音声言語等への影響を最小限に抑えるための検

査に要する費用を助成するもので、新生児聴覚検査費扶助１５万２円円を計上しております。すべて

一般財源となっております。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 続きまして３款民生費、社会福祉費、社会福祉総務費ということで御説明差し上げます。継続とい

うことで社会福祉協議会補助事業でございます。社会福祉協議会の交付要綱等に基づきまして人件費

の補助ということでございます。今年度につきましては所要額の計上が社会福祉協議会側からござい

まして、事務局長それから活動専門員そして事務局職員書記ということで所要額上がっておりまして

１千８３２万９千円ということでございます。財源内訳としましては１千２００万円を地域福祉基金

から残りは一般財源という形で賄うものでございます。 

次の段に参ります。難病者等の通院交通費の支援事業でございます。継続事業でございまして、こ

こにございます身障精神それから療育手帳それから難病等と人工透析等も踏まえました支給対象者

への交通等の給付を行うものでございまして、これまでの継続を行っております。５０３万４千円の

所要額でございます。こちらにつきましては基金としましては、地域福祉基金とふるさと基金の方を

併せて投入しているところでございます。残りにつきましては一般財源でございます。 

次に、高齢者等の暖房費支援事業でございます。こちらにつきましても継続事業でございまして、

低所得者に対しまして１万円の清里商品券を給付するというものでございます。 

１５０世帯ほど見込んでございまして１５０万円の計上を行っております。一般財源で行うものでご

ざいます。 

その下に参りまして、高齢者等への除雪困難者に対する支援事業ということでございます。こちら

につきましても高齢者等で除雪が必要な方の関係でございますが、認められた方につきまして除雪を

ということでございます。３世帯分ほど見込んでおりまして３２万４千円の計上でございます。こち

らにつきましては一般財源で賄う予定でございます。     

先ほど説明しました要綱でございます。福祉医療従事者人材確保支援事業ということでございま

す。各医療機関、それから社会福祉法人等が行う人材確保事業に対しまして、支援を行うものでござ

います。 

先程要綱で説明いたしましたが、おおむねの初年度としましての所要額を計上させてもらってござ

います。２１０万円に対しまして一般財源２１０万円で賄うものでございます。 

１１ページの方に参ります。障害者自立支援費でございます。こちらにつきましては、障害者の自

立支援サービスの給付に伴います給付費用を継続して所要するものでございます。居宅それから施設

等々を含めました障害者支援の役務費につきまして、１億１千１４２万３千円の計上を考えてござい

ます。こちらにつきましては国の負担金が５０％、それから都道府県、道の負担分が２５％、町費が

２５％ということで賄うものでございます。国と道費、そして一般財源という形の財源内訳を計上す

るものでございます。 



 

- 10 - 

次に参りまして、福祉サービスの事業費でございます。こちらつきましては町単独ということで必

要な介護等への高齢者、それから障害者等への福祉サービスを提供するものでございます。５４４万

６千円の計上でございます。こちらにつきましては財源としまして、福祉基金と負担金を所要してお

りまして、残りは一般財源ということであります。 

その下段にまいりまして、福祉入浴事業経費補助事業ということでございます。町で配布しており

ます、福祉入浴費にかかります利用実績の分を各温泉事業者に２分の１を補助するという形ものでご

ざいます。高齢者それから身障者の形で所要額を計上してございます、１５２万１千円。一般財源で

賄うという形で考えているものでございます。 

老人福祉に参ります。介護老人保健施設きよさとの運営事業でございます。１０年間の指定管理の

現在途中でございますけども、本年につきましては３億２千７６４万円の所要計上をさせてもらって

いるところでございます。こちらにつきましては介護報酬収入とそれから利用者の負担分を含めた雑

入という形のものでの賄いを考えているところでございます。 

最下段ですけれども、ケアハウス整備事業、３０年は２カ年目になるところでございますけれども、

残りの後期についての所要額を計上させてもらっているところでございます。消耗品につきましては

確認申請等の印紙代等、見込んでいるところでございます。それから工事請負につきましてはすでに

建設事業費は進んでおりますが、この部分の２カ年目の支払いということに考えてございます。委託

料も同様でございまして、６億１千８７８万円の計上でございます。財源内訳につきまして、国庫支

出金は２ヶ年目ヒートポンプ等の再生エネルギー関係の補助金を２千３００万ほど見込んでいると

ころでございます。道支出金つきましては、２ヶ年目のケアハウスに係る補助金、そして地方債につ

きましては過疎債。そして基金につきましては公共施設の整備基金という形の投入を考えておりまし

て、残りは一般財源ということでございます。 

１２ページの方に参ります。新規という事でケアハウスきよさとの運営事業でございます。今年の

秋から入居開設という形を考えてございます。そこに係ります指定管理者への清里町社会福祉協議会

の委託料ということになろうかと思います。初年度につきましては、これまでの委員会での説明もご

ざいましたが全期間ではないということも踏まえて、全期間必要な所要額とそれから委託の稼働に伴

う委託料の所要額を求めた結果、一カ年につきましては５千２４０万という所要計上させてもらって

いるところでございます。こちらにつきましてはケアハウスの利用料で、まだこれも現段階での試算

でございますが１千４００万円ほどの利用者からの利用料、それから残りは一般財源で賄うという形

で考えているところでございます。 

次の段ですけれども、ケアハウスの備品購入事業ということでございます。２ヶ年目、工事が終わ

りましたら内部等の備品の購入据え付けを行っていくという事業に係ります。 

こちらにつきましては備品としての調達部分等３千２２４万９千円を計上するものでございます。

こちらにつきましての内、公共施設整備基金では３千万ほど、残りにつきましては、一般財源という

形で賄っていく予定でございます。 

 

○前中委員長 

 はいどうぞ。 

 

○こども子育てＧ総括主査 

 続きまして２項児童福祉費、１項児童母子福祉費となって説明をします。継続事業でございます。
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児童手当支給事業につきましては国の制度に基づきまして児童手当の支給を行うものでございます。

０歳児から中学終了までの児童を養育するものを対象としておりまして、支給額につきましては年齢

や所得に応じまして、５千円から１万５千円までの支給額となっております。事業費といたしまして

は５千９０８万５千円を計上するものでありまして、財源内訳は国庫支出金３千８９７万４千円、道

支出金９１５万５千円、残りは一般財源でございます。 

続きましてこちらも継続事業でございます。斜里地域子ども通園センター運営費負担事業でござい

ます。斜里郡３町の障害児の早期発見、療育の体制を整備するとともに、発達遅延の障害を持つ児童

に対しまして、必要な支援を行うセンターの運営費の一部を負担するものでございます。運営費、備

品購入費、またサービスの給付費の利用者負担額等を負担するものでございまして、事業費といたし

まして４８４万４千円。財源は一般財源でございます。 

続きまして新規事業でございます。子ども子育て支援事業計画策定事業でございます。こちらにつ

きましては、現在第１期の子ども子育て支援事業計画が平成３１年度までの計画でありまして、３２

度からまた５カ年間の第２期計画の策定に当たりまして、来年度３０年度に子育て支援に関する事項

及び子供の貧困対策に関してニーズ調査その集計、分析を行いまして計画に反映をさせるものでござ

いまして、こちらにつきましてはかなり複雑なアンケートの集計等分析がとても複雑なものでござい

ますので、業者委託を考えております。事業費につきましては、需用費、役務費、業者への業務委託

料合わせまして３６９万３千円を計上するものでありまして、財源内訳としましては全額一般財源で

予定をしてございます。 

続きまして、２目保育所費の継続事業でございます。１２ページの１番下です。こちらも新規事業

でございますが、旧緑保育所遊具撤去事業でございます。現在緑保育所の敷地内に遊具が置かれてお

りますが、老朽化によりましてこのまま置いておくと危険性があるため撤去を行うための工事請負費

を計上させていただいております。事業費といたしましては２１万円。全て一般財源で予定をしてお

ります。 

続きまして１３ページをご覧ください。２目保育所費、継続事業でございます。臨時保育士の雇用

事業です。現在清里保育所の保育士育児休業のため１名欠員となっていることと配慮を必要とする児

童がいるため、安全な保育確保をするために計２名の臨時保育士の雇用をするものでございます。社

会保険料、賃金と合わせまして事業費４５８万６千円、すべて一般財源を予定しております。 

続きまして、新規事業といたしまして清里保育所備品購入事業。次の段、札弦保育所備品購入事業

でございます。こちらはどちらも既存の屋外園庭用遊具のジャングルジムの老朽化によりまして、安

全な遊具に更新をするものでございまして、それぞれ４１万１千円を事業費として計上させていただ

いております。どちらも一般財源でございます。 

 

○保健福祉課主幹 

それでは４款衛生費、１目保健衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費。初めに２４時間電

話健康相談サービス事業です。夜間や休日の急病やけが、救急要請や応急措置などの相談に医師や看

護師が２４時間電話で助言することで、安易な救急要請の抑制ですとか町民の健康と安全、安心の生

活を確保することを目的としております。２４時間電話健康相談サービス事業の委託料１０７万９千

円を計上しております。 

次に救急医療体制づくり事業です。町の救急医療体制整備のため、近隣の医療機関との協力体制を

確立するため、平成２３年度より実施しております継続事業で各町の一次救急の状況、人口、救急搬
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送件数等によりまして算出し委託料を網走医師会６８万３千円、斜里町の国保病院３４万４千円、小

清水赤十字病院に７９万１千円の合計１８１万８千円を計上しております。 

次に清里町診療所支援事業です。清里町の地域医療を確保するため診療所の運営に対して支援する

もので診療所支援事業補助２千万円を計上しております。財源といたしましては診療所支援事業債２

千万円となっております。 

次に新規事業診療所備品購入事業です。現在診療所で使用している電子カルテシステムの更新を行

うもので備品購入費８５８万６千円を計上し、財源といたしましては公共施設整備基金８５０万円と

残り一般財源となっております。 

次のページをご覧ください。新規事業としまして、清里町医療関係団体等調査研究支援事業です。

こちらは３０年度より５ヶ年の計画で実施されます慶応義塾大学医学部の公衆衛生学研究会の公衆

衛生学研究事業に対しまして、調査団の滞在期間中の経費の一部を支援するもので７５万６千円を計

上しております。 

次に新規事業、斜網地域周産期医療支援事業です。斜網地域で唯一の分娩を取り扱う病院でありま

す網走厚生病院の周産期医療体制を安定的に維持確保することを目的に斜網１市４町が連携して実

施してまいります。事業の内容といたしましては、斜網地域の周産期医療体制を安定的に提供する方

策の研究費用、また現在の網走厚生病院の産婦人科の医師体制を安定して維持、確保するための費用

を支援するもので１５４万３千円を計上しております。 

次に２目予防費です。はじめに各種検診事業につきましては高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生

活習慣病を未然に防ぐために特定健康診査を始め、がんの早期発見と早期治療を図るための各種がん

検診やピロリ菌検査、肝炎ウイルス検査、脳ドック検診などの各種検査を実施してまいります。また

女性特有のがんであります、乳がんと子宮がん検診。さらにエキノコックス症の検査等を行ってまい

ります。これらの検診事業に係る費用として１千１２８万８千円を計上しております。財源といたし

ましては、道補助金４７万２千円。その他、雑入１４４万２千円と残り一般財源となっております。 

次に予防接種事業につきましては、予防接種法に基づく定期接種と予防効果の高い任意のワクチン

接種により子供たちの健やかな成長と高齢者等の健康維持を図ります。これらの予防接種事業の費用

として１千６７８万５千円を計上しております。財源といたしましては、子ども子育て寄金１千２１

０万円と残り一般財源となっております。 

次に母子保健事業につきましては、安心して子どもを産み育てる母子保健推進のため乳幼児健診、

保健指導、両親学級等の開催等、共に妊婦健診にかかる費用助成等を行います。これらの所要額とし

て５１６万１千円を計上しております。次のページになります。 

心の健康づくり事業につきましては、臨床心理士による相談事業を実施することによりまして、精

神障害者やその他適応障害の早期発見を行い、心の健康の保持増進を図ることを目的とし、報償金１

２万円を計上しております。 

続いて５目保健福祉総合センター費。初めに福祉総合センター管理事業でございます。介護保険施

設・診療所・保健センターの３つの施設を複合とした保健福祉総合センターの維持管理運営を行う所

要額を計上しておりまして、過去の実績等を基に来年度３千１８９万１千円を計上しております。財

源といたしましては、その他１千９４９万９千円は、医師住宅使用料、雑入の電気水道料及び燃料費

等の収入です。 

次に保健センター相談室冷房設備設置事業につきましては、保健センター相談室における健康診断

等の事業の実施における夏場の暑さ対策に対応するために冷房設備を設置するもので３０万６千円
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を計上しております。 

次に老人保健施設冷房施設設備新設事業につきましては、夏季期間の老健入所者の安定した健康管

理を図るため２階の静養室及びナースステーション前の南側の療養室４室に冷房設備を備えるもの

で２１２万円を計上しております。 

次に保健福祉総合センター保安設備改修事業につきましては、非常時の安全を確保するため、施設

内の非常用照明用のバッテリーの更新を行うもので１５７万円を計上しております。 

次に保健福祉総合センター電話設備更新事業につきましては、保健福祉総合センター電話設備の老

朽化に伴いまして、安定した施設管理を行うための機器の更新を行うもので、４１９万円を計上して

おり、財源といたしましては公共施設整備基金４１０万円と残り一般財源となっております。 

最後になりますが、保健福祉総合センター冷房設備更新事業でございます。今年度に続き、来年度

保健福祉総合センターのマルチ冷房設備を年次的に更新するもので３０年度は老健施設の機能訓練

室厨房の２台を更新するもので、工事請負費として１千７１５万円を計上しております。財源といた

しましては、公共設備施設整備基金１千７１０万円と残りは一般財源となっております。この更新計

画につきましては、３０年度で終了となります。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３０年度一般会計当初予算主要施策事業、保健福祉課所管分の提案説明でございまし

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。 

それでは引き続きまして⑤番目平成３０年度清里町介護保険事業特別会計予算について説明願い

ます。はい、担当。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 平成３０年度介護保険事業特別会計の当初予算について、説明いたします。１６ページをお開きく

ださい。歳入歳出ともに合計４億６千９８４万８千円にて予算案としております。 

１７ページをご覧ください。主要政策に基づきまして予算の概要を御説明いたします。１款総務費

につきましては、平成３０年度の制度改正に伴うシステム改修委託料につきまして、２５１万７千円

を国庫支出金で１２５万８千円。その他の財源で１２５万９千円で計上しております。２款保険給付

費につきましては、居宅介護サービス給付費で１億４千８８０万円、地域密着型介護サービス給付費

で６千万円、施設介護サービス給付費で１億８千８００万円、審査支払手数料で３８万５千円。高額

介護サービス等費で８７０万円。高額医療合算介護サービス等費で１５０万円。特定入所者介護サー

ビス等費で２千８５０万円を計上しております。すべて合計しますと４億３千５８８万５千円となり

ます。財源としましては国庫支出金で１億１千２００万７千円、道支出金で６千５３１万円。その他

１億７千２８５万４千円、一般財源で８千５７１万４千円で計上しております。 

次に１８ページをお開きください。３款地域支援事業費につきましては、介護予防生活支援サービ

ス事業費で９０７万３千円。介護予防ケアマネジメント事業費で１３８万５千円。一般介護予防事業

費で８４万４千円。包括的支援事業費で１千１３４万８千円。在宅医療介護連携推進事業費で１万３

千円。認知症総合支援事業費で４０万２千円。生活支援体制整備事業費で３６万７千円、任意事業費

で８４万９千円を計上しております。こちら合計しまして２千４２８万１千円となります。財源の内

訳としましては国庫支出金で７８２万２千円、道支出金で３９１万１千円。その他として７０２万３

千円、一般財源で５５２万５千円で計上しております。以上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

 ただ今、平成３０年度清里町介護保険事業特別会計予算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。全体通して質問漏れがあれば受けたいと思います。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 先ほど障害者自立支援費っていうのが、１億１千１４２万３千円前年から見ると６００万ほど減額

になっているんですけれども、次の項目の福祉サービス事業の方も５４４万６千円で、前年度が７３

５万９千円この今２００万ほど変わっているんですけどもどういう部分で変わっているんでしょう

か。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 障害者自立支援３障害の方々の自立支援を国のルールに基づいて負担をしていくという事ですが、

基本的に対象者が減ったということ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。ほかに質問漏れございませんか。よろしいですか。はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 １４ページの斜網地域周産期医療支援事業というところで、１５４万３千円を網走厚生に支援して

いるということなんですけど。何市町で支援しているのか、ちょっとお聞きしたい。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 この事業につきましては網走保健所管轄外ということで、網走市斜里郡３町プラス大空町というこ

とで、１市４町で支援をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに何かございませんか。 

 

○池下副委員長 

 もう一点。 

 

○前中委員長 

 はい、よろしいです。池下委員。 
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○池下副委員長 

 １３ページの清里町診療所支援事業補助。これは２年くらい前から支援しているはずなんですが、

２千万という事なんですが、たしか２千万は水道光熱費とか医師の住宅費等も含んでの２千万という

ふうに解釈していたんですが。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 本事業につきましては平成２９年度から開始した事業であります。３０年度、２年目になります。

この２千万の支援につきましては、水道光熱費の免除であったり、家賃の免除とは別に２千万を上限

として５年間という、そういう事業でございますので御理解をいただきたいと思います。 

 

○池下副委員長 

 了解しました。 

 

○前中委員長 

 ほかに何かありませんか。よろしいですか。それでは保健福祉課終わりたいと思います。大変ご苦

労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは産業建設課関係の提案説明がございます。６点ほどございます。提案説明。 

 

○産業建設課長 

 はい。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 産業建設課所管案件につきましては①につきましては、新年度の所管する一般会計当初予算の所要

政策概要②、③につきましては、同じく新年度の所管する特別会計の予算概要、④、⑤につきまして

は、新年度予算に関係します、補助要綱の改正と制定。⑥につきましては、振興しております緑ダム

小水力発電事業の状況と今後のスケジュールの報告となっておりますので、早速担当より御説明いた

します。 

 

○前中委員長 

 はい。それでは①の平成３０年度一般会計当初予算主要政策事業、産業建設課所管分の提案説明、

よろしくお願いします。  
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○前中委員長 

はい、担当。 

 

○産業建設課主幹 

 それでは産業振興グループ関連について、ご説明いたします。議案１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、施策名町有林管理事業でございます。本施策でございま

すけれども、町有林管理計画に基づきます計画的な森林整備を進めるため、伐採植林、保育を実施す

るものでございます。町有林管理事務事業２８９万５千円の内訳でございますけれども、立木調査経

費の継続分に加えまして、新規計上分として森林ＧＩＳ臨時台帳機能追加業務委託料５９万４千円と

町有林管理業務外部委託料８４万円がございます。 

まず森林ＧＩＳ臨時台帳機能追加業務委託料につきましては、昨年森林法が改正されまして、市町

村が統一的な基準に基づきまして森林所有者等に関する情報などを整備、公表する臨時台帳制度が創

設されたところでございまして、平成３１年３月末までに臨時台帳を整理しなければならないという

ことから、既存ＧＩＳ機能システムに臨時台帳機能を追加するものでございます。特定財源として市

町村森林所有者情報活用推進事業補助金、２９万７千円を見込んでいるところでございます。 

新規の部分として、町有林管理業務外部委託料でございますけれども、こちらにつきましては専門

性の高い林政業務につきまして、豊富な林業知識を有する網走地区森林組合に業務を委託するもので

ございまして、森林経営計画作成にかかる助言、町有林の調査等を委託しまして、町有財産の適正管

理を行うものでございます。財源内訳は一般財源となりますけれども、対象経費につきましては特別

交付税の基礎数に算入されることになっています。 

続きまして黒い四角の２つ目、新植事業７８１万５千円でございますけれども、こちらにつきまし

ては、青葉町有林１８林班１６小班４．９１ヘクタール、同じく１８林班１５小班３．２８ヘクター

ル、同じく１８林班３３小班１．７３ヘクタールにかかります苗木、こちらカラマツになります経費

と植えつけ経費でございます。まず１８林班１６小班でございますけれども、本年度予算計上してお

りましたけれども入札自体による未実施箇所を３０年度に実施するものでございます。１８林班１５

小班でございますけれども、本年度２９年度伐採跡地を予定しております。１８林班３３小班でござ

いますけれども、こちらにつきましては平成２８年度新植分につきまして、昨年の春先になりますけ

れども、凍害による被害を受けたとことによる再植林というふうになっておりまして、激害被害に該

当することから、被害地造林の採択申請をしている状況でございます。 

続きまして下刈事業５２万１千円でございますけれども、こちらにつきましては青葉町有林１８林

班２８、２９、３０小班にかかります人工造林地５．２２ヘクタール。こちらは植えつけ２年目から

４年目にかかるものでございまして、こちらを対象にして実施いたします。 

続きまして、野鼠駆除剤散布事業５６万３千円でございますけれども、野鼠駆除剤購入経費及びヘ

リコプター駆除散布経費でございます。町有林管理事業の財源内訳ですけれども、森林環境保全整備

事業補助金３８７万３千円と市町村森林所有者情報活用推進事業補助金２９万７千円をあわせまし

た、４１７万円を道補助金として計上いたします。また林野基金繰入金２８万３千円でございますけ

ども、こちらは下刈事業の補助残というふうになっております。一般財源につきましては７３４万１

千円でございます。議案のページ数とびます。４ページをご覧いただきたいと思います。こちらに事

業の実施位置図を掲載しておりますので、ご参照願いたいと思います。 
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議案１ページに戻りまして、５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、施策名気象情報シ

ステム管理事業でございます。ＮＴＴドコモ環境センサーによる気象予報データの活用となります。

環境センサー気象情報提供委託料１４１万５千円を町農協と各２分の１の負担としておりますので、

委託料として７０万８千円の予算計上としております。全額一般財源によるものでございます。 

続きまして同じく２目農業振興費、施策名 農業振興事業非補助事業でございます。こちら昨年と

同額の１千７３９万円を予算計上するものございまして、財源は全額一般財源ということでございま

す。 

続きまして３目畜産業費、施策名草地追肥事業でございます。内容につきましては、町営牧場の草

地維持のための追肥事業を実施するものでございまして、第１牧から第５牧の３２．５ヘクタールと

なります。委託料として１５８万８千円を予算計上いたします。全額一般財源ということになります。 

続きまして、５目道営整備事業費、政策名多面的機能支払交付金事業でございます。事業費につき

ましては１億１千３２６万９千円、財源につきましては道支出金として８千４８５万４千円、こちら

につきましては事業費の４分の３相当分として交付金及び推進事業にかかる補助金でございます。一

般財源を２千８４１万５千円としています。 

同じく５目道営整備事業費、施策名地域汚水環境整備事業でございます。小水力発電事業における

平成３０年度事業内容でございますけども、基本設計実施設計を予定しているところでございまし

て、北海道に対する負担金を予算計上するものでございます。概算事業費３千６５０万円の地元負担

２５％の清里町負担割合２３．９％、こちらにつきましては、国営畑地かんがい斜網地域維持管理協

議会の協定割合でございますけども、こちらを乗じた２１８万１千円が負担額というふうになりま

す。旅費の９万５千円を含めました、２２７万６千円を予算計上いたします。財源につきましては一

般財源となります。事業の現状況につきましては、後ほどご説明いたします。次ページ、２ページを

ご覧願います。 

２項林業費、１目林業振興費、施策名造林推進事業費補助事業でございます。本施策につきまして

は、民有林所有者の森林整備に要する費用に対して清里町森林整備事業補助金を交付することによ

り、民有林整備の推進を図るものでございます。事業内訳につきましては記載のとおりでございまし

て、計３３９万５千円を予算計上するものでございます。財源内訳でありますが、道補助金として未

来につなぐ森推進事業費補助金９３万３千円残りは一般財源２４６万２千円というふうにしており

ます。 

同じく１目林業振興費、施策名 製材等流通経費補助事業でございます。こちらにつきましては、

木材価格及び需要の変動や輸送コストの増大により木材製品流通が厳しい状況におかれていること

から、木材製品流通経費を助成するものでございます。予算計上額につきましては昨年度１千万円で

ございまして、財源につきましては一般財源となります。 

今回要綱の改正を行いますので後程ご説明いたします。 

同じく１目林業振興費、施策名林業労働者退職金共済制度補助事業でございます。こちらにつきま

しては、林業労働者の確保のために事業主にかかる掛金を補助しまして、労働力の確保を図ることを

目的とするものでございます。加入者延べ２２８名に対します、年額２１４万４千円を予算計上いた

します。財源につきましては、全額一般財源となっております。 

続きまして、２目自然保護対策費、政策名清里町狩猟免許取得経費等助成事業でございます。こち

らつきましては、新規予算計上事業でございます。農作物被害にかかります有害鳥獣対策、担い手育

成対策ということで狩猟免許及び鉄砲所持許可の新規取得に要する経費に対して補助を実施するも
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のでございます。後程この制定について御説明をさせていただきますけれども、狩猟免許取得等助成

金として上限１０万円ということで２名分の２０万円を予算計上するものでございます。財源は一般

財源ということにしております。 

以上で産業振興グループからの説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい続いて。はい。担当。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

続きまして議案の３ページによりご説明いたします。７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁

費、事業名 道路等整備事業でございます。こちらにつきましては、道路等の補修及び維持管理等に

より道路等の環境整備を行うものでございます。道路橋梁維持補修事業として４千８２万円を計上し

ております。内訳といたしましては、調査設計業務委託に１千１８３万円、町道改良補修工事に２千

８９９万円、議案の５ページに事業位置図を掲載しておりますのでご参照ください。 

続きまして、道路橋梁管理事業といたしまして、１億２８９万４千円を計上しております。内訳で

すが道路橋梁及び河川指定管理業務委託に９千３９６万８千円、道路維持パトロール車更新に４４８

万２千円、こちら購入から１６年が経過しておりまして、走行距離が約３０万キロに達しております。

その他事務事業に４４４万４千円を計上しており、道路等整備事業の全体事業費として１億４千３７

１万４千円を計上するものです。財源内訳につきましては、公共施設整備基金より４千４２０万円、

道路占用料、図面等交付手数料より１７１万８千円、一般財源で９千７７９万６千円を計上いたしま

す。 

続きまして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について

でございます。こちらにつきましては、社会資本整備総合交付金制度等の活用により道路の改良整備

及び道路施設等の長寿命化を行うものであり、道路新設改良事務事業として１９８万９千円、道路改

良事業として１５号道路の歩道整備に係る用地測量等について７７０万円を計上しております。議案

の６ページに事業位置図を掲載しております。 

道路保全対策事業として５千４００万円を計上しており、内訳といたしましては委託料として３橋分

の橋梁補修設計に１千万円、工事請負費として向西橋補修に１千４００万円、２１号道路舗装補修に

３千万円を計上しております。議案の７ページに位置図を掲載しております。道路新設改良事業の全

体事業費として６千３６８万９千円を計上するもので、財源内訳につきましては、社会資本整備総合

交付金より１千９８５万９千円、地方債により３千３８０万円、一般財源で１千３万円を計上いたし

ます。 

続きまして２款総務費、１０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

事業についてでございますが、民間による賃貸住宅の建設を促進するため補助金を交付するもので１

戸当たり２００万円、１０戸分の２千万円を計上しております。財源内訳につきましては一般財源で

２千万円となってございます。 

以上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

ただ今平成３０年度一般会計当初予算主要施策事業の提案説明がございましたけども、関連性がご

ざいまして、④と⑤清里町製材等流通経費事業補助要綱の改正並びに狩猟免許取得経費等補助事業に

ついての説明もあわせていただきながら、全体の当初予算の主要施策について質疑を受けたいと思い

ますので、よろしいでしょうか、そういう形で。 

はい、提案説明の方④⑤よろしくお願いいたします。担当主幹。 

 

○産業建設課主幹 

議案１１ページでございます。清里町製材等流通経費事業補助要綱の改正でございますけども、限

度額を改正する内容となっております。現行の取扱でございますけれども、木材製品の輸送経費につ

きまして、外部発注の部分を補助対象とするものでありますけれども、現行でいきますと１事業者当

たり５００万円を上限としておりますが、今回の改正にあたりまして、要綱第４中、５００万円を７

００万円に引き上げるというものでございます。ただし前年度の流通経費の実績が１千万円未満の場

合には３００万とするものでございます。 

改正理由でありますけれども、現在実質町内業者２社が対象となっておりますけれども、過去の２

社の流通経費の実績を比較いたしますと平均約３倍の差が生じておりますのでこちらの流通経費の

実績１千万円を基準目安として、１事業所あたりの限度額を見直すものというところでございます。

予算計上額でございますけども先程の主要施策で御説明したとおり、昨年と同額の１千万ということ

になります。施行期日は平成３０年４月１日、新旧対照表につきましては、次ページの１２ページに

記載しておりますので参照願いたいと思います。 

続きまして議案１３ページでございます。清里町狩猟免許取得経費等補助事業でございます。こち

らにつきましては、新たに要綱の制定というところになります。制定の理由でございますけれども、

鳥獣の捕獲にかかります担い手の育成及び確保によりまして、鳥獣による農林業被害の防止及び適切

な鳥獣の個体数の管理を図るためでございます。制定の内容でございますけれども、狩猟免許及び鉄

砲所持許可の取得にかかる経費につきまして、１０万円を上限額として補助するものでございます。

内訳につきましては議案１６ページになりますけれども、こちらの方に対象経費の項目ということで

記載しているところでございます。第１種銃猟免許、罠猟免許について記載しているところでござい

ます。 

施行期日につきましては平成３０年４月ということで予定しています。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 それではただ今３０年度一般会計当初予算主要施策事業の説明並びに製材等流通等の事業補助要

綱並びに狩猟免許の取得経費等補助事業について、あわせて説明いただきました。各委員より関連質

疑を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今回流通製材経費事業補助５００万から７００万に変わったと。まずこの変わった理由というのは

どういうことなのですか。 
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○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 この製材流通におきます補助というのは、始まりは平成１３年から始まっておりますそのときから

上限額が５００万ということでしております。この５００万の根拠の部分なのですが、始まったとき

の社会情勢を反映した金額で定められたというふうには理解しております。それからかなりの年数が

経っておりまして、現在では町内にあります２社に対して御存じの通り上限額を５００万ということ

で補助をしていたわけですが、実質は要綱からいきますと２分の１で上限５００万ということで、１

社の方にしてみますと直近の４～５年から見ますと、やっぱり１千４００万から２千万程度の流通経

費がかかっていると。それの半分なんですが、５００万を超えるので５００万となったと。それでも

う１社の方に関しましては、５００万程度が実質かかっているものですから、上限の５００万円にい

かなくても実質２分の１を補助しているというところでやってきたところですが、やはり事業規模も

２社違う部分もありまして、何とか毎年この１千万というのを予算計上している中で、もう少し製材

流通に関する補助はできないかということで、なるべく今ある現行予算の中でもう少し手厚い支援と

いうことで、今回上限額を７００万ということにさせていただきました。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 これは当初、平成１３年から補助を行っているときには３社ありまして、毎年１千５００万の補助

金を出していました。それが今２社になった。３社が２社になったという、ただ数が減っただけでな

くて親会社一緒なんですよ、これ。親会社が一緒のところに毎年１千５００万の補助金を出していた

んですよ。こうやって見ますと、平成１３年からもう１７年間ですよ。大方１千５００万、約２億２、

３千万になりますよね。私が言いたいのは、民間の事業で経常利益が出ている会社に、なぜこれほど

手厚い支援をするんだということなんですよ。結局２社になって、去年一昨年あたりからですか。毎

年の支援額が１千万ぐらい変わりましたけれども、結局これは７００万にするということは、また１

千５００万に近い金額が補助金として出されるんですよ。一体いつまで続けるんですか。私どうも理

解できないんですよね。民間業者に利益が出ている会社にそうやって支援をするってことが、どうも

私はちょっと理解できないところがあるんですけれども。私だけかもしれませんけど。そこらへんの

ことはどういうふうに考えておられるのか、ちょっとお伺いしたいと思いますが。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 平成１３年から始まったこの補助ですが、この林業に対する支援ということで当町の状況からいき

ますと農業を中心とした町として今やっているわけですが、過去から遡れば、林業の発展に伴って栄

えた部分もかなりあるというふうに判断しております。 
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 その中でこの会社に製材流通に関する支援ということで、２つのうち１社に関してはかなり大きな

規模でそれに経営する中で携わる人間もかなり多く、それで１つの町が形成されている部分というの

もある中で農業と同じようにやっぱり林業の方も支援していかなければならないということで、この

製材流通の支援を継続しているというふうに私は理解しております。 

その中で最初あった数から減って今２社になりましたけども、その２社になった中でも現在ある予

算の中でもう少し支援ができるものがあるのではないかということで、今回この上限額の改定にいた

ったというふうにご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 課長とこういう話をしてもしょうがないのかなというふうに思うんですけども、うちの町、いろん

なところに補助支援していますよ。農協関係だっていろいろとしていますけども、例えば支援するの

であったら農協関係なんかは下部組織にまでもいろんな手厚い支援を行っていますよ。こういう流通

製材補助というのは、会社にしているだけで従業員等に一切ないんですよ。会社が毎年１千５００万

もらっていて、じゃあそれを本当にそっちの方だけに使っちゃって従業員の育成とかに使われている

のかっていう話になったら、全くないんですよ。 

お金の使い方っていろいろとありますけども、私はこういう使い方ってどうなのかなっていうふう

には思うんですけど、他の議員さんも考え方がいろいろとあるでしょうから、私はそういうふうに考

えますけども。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 おっしゃるとおり支援したお金がどのように流れているのか、その部分までは町としては関知でき

ない部分でありますが、補助をしている方としてはこの支援が会社の経営に役立って、会社が安定す

ることによって従業員の生活にも生活も安定するというふうに繋がるというふうに考えております

ので、御理解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 

 実績として２社になって１千万というふうに推移してきたのですけど、実際補助額はそこまでいっ

ていなくて、今回改正することによって２社で約１千万ぐらいになるという表現の実績を持って、整

理されているということで理解してよろしいんですか。 
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○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 ２社あるうちの１社の方に関しましては、流通経費がほぼ４００万から５００万ですので、これの

２分の１ということで２００万から３００万の補助金になっております。もう１社の方は１千４００

万から２千万の流通経費がかかっていますので、２分の１でいきますと１千万から７００万のなんで

すが、上限が５００ということで５００で打ち切りになっているということで、２社あわせますとお

おむね１千万に近い形が支援されるということになっております。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 そういう解釈をしていたので、長い歴史の中で１社５００万ずつ、１千５００万という形の中であ

って、今回の改正をしたからといって逆に流通支援の金額が増えるということでは私はないというふ

うに理解しますので、この部分の持続性はあとは補助金の助成の会社の存続やそういう環境、清里の

産業の中できちっと位置付けの中で、この項目が正しい項目なのかどうなのかというのは、今後検討

していく余地もあるようなという部分はあると思うのですが、この実際の支援策の金額というか方法

については私は妥当だろうというふうに今回の改正は、とりあえず良いのではないかという気持ちで

す。 

 

○前中委員長 

 他に委員さん。御意見あるいは他でもいいですけど、あれば受けたいと思います。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 今の続きなんですけども、ここの町の産業をどう支えるかということなんだろうと思っていますの

で、それはその経費を補助するというこれについては今、加藤議員言われるように経費について補助

しますよというのは、ちょっと違和感がある部分があると思うんですけれども、ただ企業を支えると

いうことではやっぱり重要な財源かなと思っています。 

 ただ経費項目だけが流通経費を助成するということでは、少し違うのかなという気がしますけど

も。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 もう１点ありまして、猟銃の鉄砲免許の助成の部分で実際取得する時にいくらかかって何割ぐらい

になるのかなというのが、一つちょっと疑問にあるのと、もう一つは免許だけを支援して銃の単価っ

てどのぐらいするのか。本当にその支援だけで確保できるのかどうなのか。私ここは良いと思うんで
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すけど、それで本当にそういう対策が可能なのかどうなのかと。どういうふうに捉えているか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 なかなかその担い手育成ということでどういう形にしていくと、この猟友会に参加してくれるハン

ターの方が増えていただけるのかというのはなかなか難しい問題です。 

ただ現行、今何ができるかというところでのこの免許取得に対する補助で１０万円を上限としてお

りますが、調べますとおおむね１０万程度免許取得にかかるということです。ですから免許取得に係

る分はこの部分で支援が出来るなというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 そういうことであれば特に問題はないと思うのですが、あとまた免許を取っただけではなかなか協

力体制というのはないかと思うので、その駆除されたやつに対する補助も頭数あたりされているわけ

ですが、その処理の関係が十分にできる、協力してもらえる体制になっていく方法が本当にどういう

のがベターなのか総合的にひとつ進んでいかないと大変な状態に入ってきているような気がします

ので、その辺検討を重ねてっていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 現在できる支援として、今回この１０万円ということを提案させていただきますが、これだけで終

わるものではないという認識を持っておりますので、このことに関してはハンターを増やす方策とい

うのは、まだ今後の検討課題として継続して気にしてまいりたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に何か。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっとその関連なんだけれども。年齢をその２０歳以上の６５歳未満にした経緯というのは何か

警察から指導か何かあったのか。高齢のハンターもうちの町にいる。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 
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○産業建設課長 

 この年齢は、近隣にも同じような支援をしているところがありますので、その部分も参考にさせて

いただいて、実質免許取得となればこの辺の年齢が妥当かなというふうにも判断しますので、同じよ

うな年齢としております。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 実際農家の方がいろいろ被害にあってっていうような部分で、実際に農家やられている方が狩猟に

出掛けられるぐらいの余裕があるのかといったら、そうじゃないんだよね。 

そうなると一線を退いたような方々にそういうような部分をちょっと委ねてというような形にな

ると、６５歳と言ったらもう農家やめてっていうような部分なんだけど、実際に免許はとれないから

従事できないというような感じになっちゃうんだけど、そういうような部分も含めて、ちょっと年齢

の部分というのは検討されてもいいかなと、そのように感じる部分があるんですけどね。どうでしょ

うか。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか、課長。 

 

○産業建設課長 

 まずはこの２０歳から６５歳ということでスタートをさせていただいて、その後の状況を見てとい

うことはありませんけど、不都合が出てくるような場合があれば、その時にはまた変更の方を提案さ

せていただくような形になると思います。 

 

○前中委員長 

 他に何かあればよろしいですか。ちょっと参考までに他の総務課所管であったんですけども、地域

協力隊員という形で緑地域にという話がありました。そういう人材の中で、この狩猟の免許の習得を

喚起するっていうのも１つの地域的な部分で可能かどうかわかりませんけども、検討していただけれ

ばと思います。 

他に何か、よろしいですか。続きまして２と３一緒に提案説明でよろしいですか。時間的なものも

ちょっとありまして。 

平成３０年度簡易水道事業特別会計予算並びに平成３０年度農業集落排水事業特別会計予算につ

いて、あわせて提案説明よろしくお願いいたします。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

それでは平成３０年度簡易水道事業特別会計の予算概要につきまして、議案の８ページによりご説

明いたします。歳入よりご説明いたします。使用料及び手数料につきましては、平成２９年度の実績

見込みから４千８５８万９千円、前年度と同額としております。財産収入につきましては６千円、繰

入金につきましては一般会計繰入金が１千１１万６千円、前年度対比で６７３万８千円の増となって
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おりまして、後ほどご説明いたしますがメーター器の更新工事の増によるものということになってご

ざいます。繰越金につきましては、前年度同様の１５０万円、諸収入につきましては道道清里止別線

の整備にかかります、移転補償費及び預金利子として１５０万１千円、前年対比で１５０万円の増と

なっておりますが、こちらにつきまして増額分は移転補償費分ということになってございます。 

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、職員１名分の人件費及び施設

管理に必要な物件費といたしまして、修繕料を初め通信運搬費、水道メーター器の検針、水質検査、

施設点検委託料、公課費など前年度対比で２５６万１千円の減となる２千８６９万６千円を計上して

おります。減額となった主な理由といたしましては、平成２９年度に水道巡回車の更新をしておりま

すので、その分が減額になるというところでございます。 

続きまして施設費につきましては、水道メーター器の更新工事及び道道清里止別線整備に伴います

移転工事といたしまして工事請負費に１千９５０万円、こちらにつきましては平成３０年度より更新

時期を迎えますメーター器がピークを迎えるということで、前年比に比べまして約１千８０万円増額

ということで計上しております。議案の９ページに事業位置図を掲載しておりますので、ご参照いた

だきたいと思います。 

続きまして公債費につきましては、起債、元金、償還金といたしまして１千３５１万円を計上して

おります。基金積立金につきましては６千円となってございまして、これによりまして予算の総額を

歳入歳出それぞれ６千１７１万２千円、前年の対比で８２４万円の増ということで計上しておりま

す。続きまして１０ページをご覧ください。 

平成３０年度農業集落排水事業特別会計の予算概要でございます。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、新たな公共升設置に係る個人分担金といたしまして、前年度同額の

１０万円を計上しております。使用料及び手数料につきましては、平成２９年度の実績を見込みまし

て３千７８８万８千円、前年対比で１０万円の増ということになってございます。道支出金でござい

ます。 

今年度予定しております機器更新に向けました最適整備構想の策定等にかかる農山漁村地域整備

交付金といたしまして、８５０万円を計上しております。繰入金につきましては、一般会計からの繰

入金として６千１３０万円、前年対比で４４９万９千円を増として計上しております。こちらにつき

ましても、最適整備構想等の作成に係ります事業費が増額になったということによるものでございま

す。繰越金につきましては、前年度同額の１５０万円となってございます。諸収入につきましては、

道道清里止別線整備に係る移転補償費及び預金利子ということで１５０万１千円を計上しておりま

す。こちらにつきましても簡易水道会計と同様、増額分は移転補償費ということになっております。 

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、職員１名分の人件費及び施設

管理に必要な物件費としまして、光熱水費をはじめ修繕料、施設管理業務委託料などにより、前年対

比で４２万７千円の増となる３千３３７万６千円を計上しております。事業費につきましては処理場

の機器修繕工事と下水道台帳作成業務などに加えまして、道道清里止別線整備に伴いますマンホール

のかさ上げ、最適整備構想策定及び新規事業の計画樹立のための調査、診断業務により前年対比で１

千１８万３千円の増となる２千６１万３千円を計上しております。公債費につきましては、起債元利

償還金といたしまして５千６８０万円を計上しております。これにより、予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１億１千７８万９千円、前年度対比１千６０万９千円の増として計上しております。以上で説明

を終わります。 
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○前中委員長 

 ただ今②、③の平成３０年の簡易水道事業特別会計予算並びに３０年度農業集落排水事業特別会計

予算の２項目について提案説明がございました。この２つ合わせて各委員より質疑を受けたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。よろしいですか。はい。 

それでは最後になりますけども、⑥緑ダム小水力発電事業についての説明をよろしくお願いいたし

ます。はい、担当主幹。 

 

○産業建設課主幹 

１７ページでございます。こちらにつけた資料でございますけれども、小水力の行程スケジュール

表ということでございます。 

緑ダムにおけます小水力発電事業の直近の状況報告でございますけれども、昨年１月２３日の当委

員会におきまして、現段階における状況と今後のスケジュールということで御報告させていただいて

おります。翌月の２月２７日におきましては、当委員会において事務委託の代表町ということで当町

が決定した旨の御報告をさせていただいておりまして、詳細については決まり次第報告させていただ

くということで説明を行ったところであります。 

本年度に入りましてからの経過でございますけれども、上期におきましては主立った動きはない状

況でありまして、スケジュール表の一番左上となりますが地質調査と設計施工一括発注業務を実施し

ているところであります。 

その後になりますが、昨年１１月に入りまして事業内容に一部変更が生じたところでございます。

事業主体であります北海道より工期が１年延長となるとの連絡を受けたところでございまして、その

後関係機関との協議に時間を要した経緯もありましたので、本日の委員会でのご報告とさせていただ

きます。工期延長の主な理由でございますけれども、水車の製作に当初の見込みより日数を要するこ

とになっております。水車の製作は性質上受注生産となりますけれども、入札にかかります仕様書の

作成にあたりまして北海道において複数社より見積もりを取ったところでありますけれども、各社に

ばらつきが生じたというところから、事業執行の安全を見まして当初の製作日数より長めに見たとい

うことになります。 

あわせまして発煙施設完成後におきましては、ダムからの通水試験を実施することになりますけれ

ども、ダムの水位が低い秋口と水位が高い春先に実施をする必要があることからスケジュールの調整

ということが必要になったところでございまして、事業完了年度につきましては、当初計画しており

ました平成３２年度から１年延びまして、平成３３年度になったところでございます。 

工期延長にかかります影響でございますけれども、電力の固定価格買い取り制度フィットでござい

ますが、これにつきましては本年度の年度当初に北電に対しまして事前申請を行っておりますので、

現行単価２９円でありますけれども、この取扱いに変更はないというところでございます。 

地元の維持管理体制の整備スケジュールにつきましても、全体工程が１年伸びるというもののみと

いうことで、体制に影響はないということで判断しているところでございます。 

事業費でありますけれども、先ほど御説明しました水車の製作に日数を要するということで予算の

方は北海道の方で計上するんですけれども、債務負担行為ということになります。確実に執行できる

予算計上が必要というところでもありますので、数社から見積もりをとった中での工事費の積み上げ

というところでありますので、高めに予算確保をした状況となっておりまして、これにつきましては

変動が生じているというところであります。 
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事業効果でありますけれども、地元負担額にかかります投資回収年の試算について、概算ではあり

ますけれども行っているところでございまして、フィットの買い取り期間こちら２０年になるんです

けども、２０年以内において回収できるということでの計算となってはおるんですけども、確定要素

がない中での試算でありますので、あわせて今後も流動的な部分もございますので、具体的な数値に

つきましてはある程度かたまった段階で御報告させていただきますので、ご了承願いたいというふう

に思います。 

以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今、緑ダム小水力発電事業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。全体を通して質疑漏れがあれば受けたいと思いますけれ

ども。 

はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 この今回の議案の中にはないんですけども、道路のことで聞きたいなと思いまして。町道の話じゃ

ないんですけども、道道の関係なんですけども。町道の関係ですと、うちの町の指定管理者といろい

ろと協議できるのかなというふうには思うんですけども、道道であるということを踏まえて、札弦に

向かう途中の景観駐車帯を農家の土地を買い上げて作ったんですけども、あそこの除雪がなされてい

ないという理由をお聞きしたいなと思いまして、課長がわかる範囲で。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。課長。 

 

○産業建設課長 

 今の御質問ですが、総務課の方に一度ご質問されたことかと思います。総務の方から、その時のお

話を聞きました。それで確かに言われた後に行ってみますと除雪されていない状態で、あそこが整備

されてからもう３年から４年程度はもう経っているのかなというふうに思いまして、その辺総務課の

方から斜里にあります出張所の方に問い合わせしていただいたそうで、そのときの答えではあそこを

整備してから冬場除雪はしていないんですよというお答えだったというふうに聞きました。 

正直申し上げて、あそこが出来たときから毎年今までどうだったかというのはちょっと気づかなか

ったところで、今年に関しても正直言って気づきませんでした。言われてみて改めて通ってみて、確

かに除雪されていないなと部分が気づいたところです。 

ただあそこが整備されて駐車帯ということで、観光スポットという意味合いも大きな部分があるん

ですが、客観的に考えて除雪をしなければ冬場は入れませんので、そうなりますと夏場だけの駐車帯

ということになりますので、それはいかがなものかというのは確かに思う部分もありますので、総務

課の方で１度出張所の方には問い合わせをして、そういう回答をいただいたということですが、また

今月、別な会議があって網走の振興局の方と会う機会がありますので、改めてその辺の話はしてみた

いなというふうには考えています。 
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○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 総務課長といろいろと話して聞いてもらったんですけど、理由が重機が入らないんだと 

いう話らしいんですよ。駐車場を作っておいて除雪をしないその理由が重機が入れないためって、そ

んな理由は理由にならんだろうという話はしたんですけども、北海道でこの地域にいると約半年近

く雪の中にいるわけですから、そんな中で駐車帯をせっかくつくったのに、それはちょっといかが

なものかなというふうに思ったので、課長の方から直に土現の方とでも話してもらえればなという

ふうに思っていたんですよ。せっかくつくったんですから。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 同じようなお答えになるかもしれませんけど、再度直接そのへんの経緯、理由を問い合わせしてみ

たいと考えております。 

 

○池下副委員長 

 重機が入らないんだったら小さい重機を持って来てでもやればというふうに言わさるし、よろしく

お願いします。 

 

○前中委員長 

 他にあれば受けたいと思いますけどいいですか。はい、産業建設課関連終わりたいと思います。ご

苦労様でした。それでは焼酎醸造所関連提案説明よろしくお願いいたします。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３０年度焼酎事業特別会計予算についてでございます。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。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。 

 

○焼酎醸造所主査 

それでは、平成３０年度清里焼酎事業特別会計予算案についてご説明いたします。まず１ページの

方をご覧ください。横置きの総括表でございます。 

まず１、財産収入につきましては２９年度の売上高がほぼ前年並みと見込んでおりますところから

平成３０年２月より価格改定を行った分の増収を見込んでおります。３ページ目にございます、販売

計画表でございますが、こちらの方をご覧いただきますと２８年度が７４キロリットル、下段の７４
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キロリットルの販売数量となっておりましたが、３０年度につきましては６５．８キロリットルの販

売計画を現在立ててございます。金額ベースにつきましては予算額で前年対比１千１９２万円の増の

１億１千５３０万４千円としてございます。それでは、１ページ目の方をもう一度お戻りください。 

１番の財産収入につきましては、現在説明したとおりでございます。そして２つ目繰入金につきま

しては、一般事務職２名分の人件費繰入１千９００万６千円と備品購入と修繕分の６７７万円、あと

一般共用車の管理経費分といたしまして４０万８千円、合わせまして２千６１８万４千円で前年比５

３６万９千円の増となってございます。繰越金諸収入につきましては前年同額のそれぞれ３０万円、

１万５千円となってございまして、歳入合計が前年比１千７３２万１千円の増で、１億４千１８０万

３千円となってございます。 

続きまして、１ページ目の下段の方こちら歳出でございます。１番総務費につきましては前年対比

１千２８９万円の増で７千３１６万９千円、製造費につきましては４４３万１千円の増で６千８６０

万４千円、公債費につきましては前年同額の３万円となってございまして、歳入同様に前年比１千７

３２万１千円の増で１億４千１８２万３千円となってございます。 

歳出の内訳といたしまして、２ページ目をお開きください。よろしいでしょうか。款別性質別節別

予算分類表となってございます。表の上段の人件費でございますが一般職員の人件費といたしまして

給料、職員手当、共済費、負担金補助及び交付金、合計で３千８１万８千円で前年比２４万円の増と

なってございます。３０年度２９年度と同様の体制として計算をしてございますので、管理職分を含

め４名分となってございます。 

中段は物件費となってございます。総務費の方から説明いたします。縦系の方をご覧ください。総

務費は焼酎販売事務事業、施設維持管理事業、車両管理事業の３事業がございます。新規につきまし

ては休日等の施設管理の臨時職員分といたしまして９５万６千円、報償金につきましては販売報償金

こちらで１４万４千円、旅費につきましては８５万１千円計上してございます。需用費、消耗品費は

３事業合わせまして１７２万２千円で５８万２千円で１１４万円の増となってございます。こちらの

大幅増についてなんですが、平成３０年度で焼酎の派生商品としましてグッズ等の製作販売を計画し

てございまして、その購入費用分ということで計上してございます。燃料費につきましては、施設の

灯油、車両の燃料といたしまして３５万３千円、食糧費は変わらず１万円でございまして、印刷製本

費は５０万円となってございます。修繕料につきましては７７９万４千円増の８３２万円となってご

ざいます。こちら増となりました大きなものといたしましては荷物搬送用のエレベーター、いわゆる

ダムウエイターというものがございまして、こちらに関する法律が改正されましてエレベーターと同

様の毎年点検の報告が義務化されたということでございます。これに伴い点検を行うことになるので

すが、何分設置されたものが当時のままの古い機器のため、現在の安全基準に適合していないという

ことでございます。 

こちらのまず点検を受けるにあたりまして、まず現在の規格にあったものに改修するということに

なりまして、そのための修繕料でございます。また排水処理用のラグーン、ため池でございますが、

こちらの方のポンプ等機材を制御しております電そう盤の修繕が必要となってございますので、その

修繕料の計上で増となってございます。需用費合計 1 千９０万５千円としておりまして、前年比８

９２万１千円の増となってございます。役務費につきましては６８８万９千円となっておりまして、

前年比３９万１千円の増となってございます。 

内訳につきましては、通信運搬費１６万８千円の増４１５万２千円。広告料、手数料、製造責任保

険料、車両保険料等がございます。委託料につきましては電気保安業務、消防設備点検、汚物汚水と
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汚物処理施設維持管理等の委託料、あと新規の委託料につきましては、先ほどのダムウエイターの件

なんですが、こちらの方の保守点検委託料、こちらが加わりまして１２３万円となりまして前年比２

４万３千の増となってございます。使用料及び賃借料につきましてはコピー機のＦＡＸ兼用のコピー

機なんですがこちらのリース料、機械借上げ分それと、来年度新規の借り上げと計画しておりまして、

こちらの方で製造販売を一体的に管理するように、新システムの導入を計画してございます。合わせ

まして１２９万６千円増の１８１万１千円としてございます。負担金補助及び交付金につきまして

は、展示会等への出店負担金、会議負担金など２３万円となってございます。公課費につきましては

１０１万９千円の減でございます。１千６６３万５千円となってございます。内容につきましては消

費税分が前年比４２万６千円の増、こちらで３３８万６千円、酒税につきましては前年比１４４万５

千円の減で１千３２３万２千円とあと自動車の重量税こちらの方が１万７千円となってございます。

続きまして製造費でございます。縦計の横の方が製造費でございます。共済費につきましては臨時職

員分社会保険料といたしまして、前年７１万２千円増の１３５万４千円となってございます。賃金に

つきましては、本年度６５キロリットル製造から、７２キロリットル製造ですね製造量の製造数量の

増、出荷量への対応をできるようにするため、こちらの方で増とするようにいたしまして、３０年度

は１千４０４万２千円で２９年度より１８５万６千円の増となってございます。消耗品費につきまし

ては、前年当初予算５８万６千円の増額でございまして、２千９１０万５千円となってございます。

こちらは資材の量といいますか、単価アップの分等の上乗せ分と考えて計上をしてございます。印刷

製本費につきましては、前年当初比６６万３千円の減で５６０万９千円としてございます。こちらは

発注と印刷ロットの見直しを含めて大きく出来るものにつきましては、資材の見直しコストを行っ

て、単価減等容量、ストックの量を増やしてございますので、減という形で処理させていただいてお

ります。あと燃料費につきましては、ボイラー稼働のために重油等の単価の上昇、こちらで１１万２

千円の増で２１４万円となってございます。光熱水費につきましては、使用料、電気料金の単価アッ

プ等につきまして１７万８千円の増で２５３万３千円となってございます。修繕料は９９万４千円の

増の１８５万６千円でございます。こちらは樽の焼き直しや老朽化しております製造機器類の修繕を

行ってまいります。需用費合計では４千１２４万３千円でございます。１２０万７千円の増額となっ

てございます。役務費につきましてはボイラーの点検手数料、醸造量の増による汚泥引き抜きで５８

万円増の２０３万９千円となってございます。原材料費につきましては８８１万５千円、で製造数量

が７２キロリットル増加することによります原材料購入のため２７万１千円の増としてございます。

備品購入費は木樽の購入更新につきまして１０８万円を計上してございます。負担金補助及び交付金

は前年同額の３万１千円、醸造費計で６千８６０万４千円となって前年比４４３万１千円の増となっ

てございます。公債費は変動なく３万円となってございます。それで次に３ページの来年度の販売製

造計画のご説明でございます。 

まず１つ目製造計画でございますが、２９年度は６５キロで製造いたしましたが３０年度につきま

しては７２キロリットル、こちらを予定してございます。仕込回数につきましては３８回、じゃがい

もにつきましては１回当たり１千２５０キロを大麦は約１千キロを使用していく予定となってござ

います。 

２番目の販売計画につきましては、各度数ごとに積算してございます。販売本数、販売数量、販売

額それぞれございますが、構成比率は販売額での比率という形で計算してございます。販売数量の方

で見ていきますと、一番多い度数につきましては２５度製品で４９キロリットルほどでございます。

表に記載はございませんが、販売数量全体の７０％ほどがこちらの２５度製品で占めてございます。
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販売数量の合計が６５．８キロリットルこちらでありまして、酒類の他、清里の水、あとグッズ売り

上げの見込み等も含めまして、１億１千５３０万３千円の収入見込みと販売計画となってございま

す。 

下段、年度別製造販売数量でございますが、平成１９年度から平成２８年度、一昨年までの数量を

記載してございます。平成２９年度見込みといった、こちらには載っていないのですが、２９年度の

現段階での見込みといたしましては製造数量７０キロ、販売数量７０キロリットル、来年度持ち越し

の在庫数量は、２５０キロ程度となる見込み見通しでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今平成３０年度清里町焼酎事業特別会計予算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。何かありませんか。なければ、ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 ５分休憩いたします。３５分から。 

 

休憩 午後 ４時３０分 

再開 午後 ４時３５分 

 

○前中委員長 

 それでは町民課より提案説明がございます。若干時間、定刻５時過ぎるかもしれませんけども説明

の方も簡潔、また質疑の方も簡潔な質疑でお願いしたいと思いますので、皆様の御協力のもとよろし

くお願いいたします。それでは提案説明よろしくお願いいたします。 

 

○町民課長 

委員長。 

 

○前中委員長 

はい、課長。 

 

○町民課長 

 それでは最初に町民課からの協議報告事項１１件につきまして、概要の御説明をいたします。 

最初に平成３０年度税制改正の概要につきましては、平成２９年１２月に総務省より提示されまし

た地方税制改正案について説明いたします。あわせて国民健康保険税の医療給付にかかる限度額及び

限度額の改定及び軽減安定所得の見直しについて説明いたします。 

２番目の清里町税条例等の一部を改正する条例、３番目の清里町営住宅条例の一部を改正する条例

につきましては、関係法令の改正に伴い条例の一部を改正するものでございます。国民健康保険の都

道府県化に伴う国民健康保険税につきましては、かねてより保険税の試算等を行い準備をしてきたと

ころですが、２月２日に平成３０年度の納付金額が示されましたので、その結果に基づいて行った保

険税の算定結果についてお示しいたします。また平成３５年度までを想定した保険税の予測と、モデ
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ル世帯による保険税額の例を作成しておりますので、併せてご説明いたします。 

清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、関係法令の改正に伴い都道府県下

に向けて条例の一部を改正するものです。 

清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、都道府県下により納付金の支払

いに必要な保険税を確保するため条例の一部を改正するものでございます。 

清里町後期高齢者の医療に関する条例の一部を改正する条例につきましては、関係法令の改正に伴

い住所地特例の規定について条例の一部を改正するものです。 

第３期清里町国民健康保険特定健康診査等実施計画につきましては、法令で策定を定められている

計画について、第２期計画が平成２９年度で終了いたしますので、新たに第３期計画を策定するもの

です。 

平成３０年度一般会計当初予算主要施策事業につきましては、町民課所管事業について説明いたし

ます。 

平成３０年度国民健康保険事業特別会計予算及び平成３０年度後期高齢者医療特別会計予算につ

きましては、新年度予算についての御説明とさせていただきます。 

多くの項目にわたりますが、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 

 はい。それでは①平成３０年度税制改正概要について説明よろしくお願いいたします。担当。 

 

○税務収納Ｇ総括主査 

それでは私の方から平成３０年度税制改正の概要につきまして、御説明を申し上げます。１ページ

をお開き願います。こちらの資料につきましては、総務省から出ております平成３０年度地方税制改

正案となります。掲載中の町税関係分について御説明を申し上げます。２ページをご覧ください。 

３番の固定資産税でございますが、二重丸の２つ目、生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投

資の支援でございますが、市町村が指定的に作成した計画に適合し労働生産性を年３％以上向上させ

る等の要件を満たす、中小企業の一定の設備投資を対象として、固定資産税を２分の１からゼロまで

軽減することを可能とする３年間の時限的な特例措置を創設するというものでございます。続きまし

て３ページをご覧ください。 

４番の個人住民税の関係でございますが、二重丸の１つ目、給与所得控除、公的年金等控除を１０

万円引き下げるとともに基礎控除を同額引き上げるものでございます。これにより個人住民税の基礎

控除額は３３万円から４３万円となります。 

４ページをお開きください。５番のたばこ税の関係でございますが税率の引き上げにつきまして

は、国と地方のたばこ税の配分比率１対１を維持した上で、たばこ税率を平成３０年１０月から３段

階で記載の表のとおり引き上げるものでございます。 

６番の地方税の電子化、共通電子納税システムの導入の関係でございますが、地方電子化協議会に

おきまして、ＬＴＡＸの次期更新の際に地方税共通納税システムの構築を決定したところでありまし

て、納税者の利便性の向上の観点から電子納付の推進を図るものでございます。納税義務者及び特別

徴収義務者が複数の地方公共団体への納税を一度の続きで可能となるよう、共通電子納税システムの

導入を図るものでございます。 
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５ページをご覧ください。７番の主な税負担軽減措置等の固定資産税等の特例措置につきまして丸

の４つ目、新築住宅に係る固定資産税の税額につきましては減税措置を２年間延長することとしてお

ります。 

続きまして６ページをご覧ください。国民健康保険税にかかる部分につきましては２点ございまし

て、課税限度額の引き上げと低所得者にかかる軽減判定所得の算定方法の見直しについて示されてご

ざいます。まず１点目として課税限度額の改正ですが、現行の課税限度額につきましては基礎課税分

が５４万円、支援金分が１９万円、介護分が１６万円、合わせまして８９万円でございますが、今回

基礎課税分が５４万円から５８万円に４万円に引き上げとなりまして、限度額の合計が９３万円とな

ってございます。 

２点目は軽減負担の拡充でございます。２割軽減及び５割軽減の対象となる現行の所得基準額を引

き上げるものでございまして、５割軽減につきましては現行制度は２７万円に被保険者数を乗じた数

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

金額を２７万５千円に引き上げるものでございます。 

また２割軽減につきましては、現行制度を４９万円に被保険者数を乗じた額に、基準額３３万円を

加えた金額以下ですが、改正案につきましては被保険者数に乗じる金額を５０万円に１万円引き上げ

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 

 ただ今、平成３０年度税制改正の概要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。よろしいですか。はい。それでは清里町税条例等の一部を改正する条例について、提

案説明よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい。担当。 

 

○税務収納Ｇ総括主査 

それでは清里町税条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。資料の７ページをご

覧願います。清里町税条例の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施

行例の一部を改正する政令の施行に伴いまして、清里町税条例等の一部を改正するものでございま

す。 

今回改正する税条例の概要でございますが表になっている部分をご覧いただきたいと思います。ま

ず第８０条は、軽自動車の納税義務者等についての規定及び現行の軽自動車税の軽自動車税を種別割

に名称変更する等の規定の整備でございます。第８１条は、軽自動車税のみなす課税について、法規

定の新設に合わせて条例を新設するものであります。 

８１条の２は日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲について規

定をするものでございます。 

第８１条の３から次のページの８１条の８までは、法規定の新設に合わせて条例を新設するもので

ありまして、８１条の３は環境性能割の課税表示について、第８１条の４は環境性能割の税率につい

て、８１条の５は環境性能割の徴収の方法について、第８１条の６は環境性能割の申告納付について、

第８１条の７は環境性能割に係る不申告等に関する過料について、第８１条の８は環境性能割の減免
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についてそれぞれ規定をするものでございます。 

第８２条から次のページの第９１条までは、現行の軽自動車税を種別割に名称変更する等の規定の

整備でございまして、８２条は種別割の税率について、８３条は種別割の賦課期日及び納期について、

８５条は種別割の徴収の方法について、８７条は種別割に関する申告または報告について、８８条は

種別割に係る不申告等に関する過料について、８９条は種別割の減免について、９０条は身体障害者

等に対する種別割の減免について、第９１条は原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付につ

いて、それぞれ規定するものでございます。 

附則第１５条の２は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例について、法規定の新設にあわせ

て条例を新設するものでございます。 

附則第１５条の３は軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例について、法規定の新設にあわせて

条例を新設するものであります。１０ページをお開き願います。 

附則第１５条の４は、軽自動車税の環境性能割の申告等の特例について、法規定の新設に合わせて

条例を新設するものであります。 

附則第１５条の５は軽自動車税の環境性能割にかかる徴収取扱費の交付について法規定の新設に

あわせて条例を新設するものであります。 

附則第１５条の６は軽自動車税の環境性能割の税率の特例について、法規定の新設に合わせて条例

を新設するものであります。 

附則第１６条は軽自動車税の種別割のグリーン化特例の規定及び現行の軽自動車税を種別割に名

称変更する等の規定の整備でございます。 

各条例の施行期日については、平成３１年１０月１日でございます。また１１ページから２７ペー

ジにかけて、今回改正します税条例の新旧対照表を掲載しておりますので、御参照願います。以上で

説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今、清里町税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。よろしいですか。はい。 

それでは、③清里町営住宅条例の一部を改正する条例について、提案説明よろしくお願いします。

はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

それでは、私の方から清里町営住宅条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。

お手持ちの資料２８ページをご覧ください。今回の条例改正については、地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法律整備に関する法律の施行に伴い、公営住宅法が改正さ

れました。中身としましては、認知症や知的障害者、精神障害者などの収入申告義務が緩和されたた

め、清里町営住宅条例を一部改正するものでございます。清里町営住宅条例の一部を改正する条例の

概要ですが、２８ページ中段をご覧ください。 

２段目、第１４条第１項の改正につきましては、第１５条第１項のただし書きに該当する場合は収

入申告及び請求を行ったにもかかわらず、請求に応じない場合、家賃が近傍同種家賃になってしまい

ますが、これを適用しない旨の規定となっております。 

第１５条、第１項のただし書きの追加については、認知症患者、知的障害者、精神障害者など収入
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申告報告の請求に応じることが困難であると認められたときは、申告を要しない旨の内容となってお

ります。 

第１５条第３項については、１項で申告を要しないとなった場合の収入額認定の方法を規定してい

ます。 

第３１条については、第１５条第１項のただし書きに該当する家賃算出方法を規定しています。 

第１２条、第３９条、第４０条については、公営住宅法施行令施行規則の改正による条ずれの整理

となっております。第５３条につきましては第１５条を準用する場合の読替規定となっております。 

２９ページから３２ページにつきまして、新旧対照表をつけておりますので、よろしくお願いしま

す。以上で私の説明を終わらせていただきます。 

 

○前中委員長 

 ただ今、③清里町営住宅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。よろしいですか。 

はい。それでは、④国民健康保険の都道府県下に伴う国民健康保険税率について、提案説明よろし

くお願いいたします。はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

３３ページをお開きください。１番、国民健康保険都道府県下では財政運営の主体が北海道となり

ます。この都道府県下のメリットとしては医療費の増減、所得の増減を北海道全体で負担することで、

各市町村の医療給付費とその財源となる税額の変化が緩やかになります。 

２番、平成３０年度から平成３５年度の保険税率についてです。まず、保険税で集めなければなら

ない金額の推計を行いました。北海道による激変緩和２％を適用し、後年度の保険税必要額を算出し

ました。その結果、平成３０年度では平成２９年度と比較すると約４００万円以上多く集める必要が

あり、激変緩和で最初は低く抑えられている納付金も段階的に引き上げられ、平成３５年度では平成

３０年度より２千２８０万９千円多く集める必要があります。 

続いて３４ページをご覧ください。北海道により示された平成３０年度の標準保険税率についてで

す。平成２９年度と比較すると所得割と資産割では税率の引き下げが示されている一方で均等割、平

等割額は引き上げが示されていました。この標準税率を用いて、平成２９年度の所得被保険者で賦課

を行った際の収納額を算出してみたのが下の黒く囲んだ金額であり、２億１千８９６万８千円です。

所得が変わらず収納率が現在の９９％を維持することができれば、概ね納付金も賄うことができます

が、先ほどのとおり後年度においては大きく負担が求められる状況にあります。 

議案の３５ページをご覧ください。平成３０年度の保険税率の案です。北海道から示された標準税

率を参考に均等割と平等割を引き上げることとしました。平成３０年度の標準税率では、所得割と資

産割の減率も示されていましたが、後年度に向かっては保険税の上昇が示されていることから現状の

率を維持することとしました。この率を適用した場合には、２億２千２５６万８千円を保険税の収納

と見込んでいます。 

続きまして、そのまま３５ページの下段をご覧ください。平成３５年度に向けての必要保険税額の

推計を行いました。平成３５年度に向かっては医療費の自然増分も含んで試算を行いました。平成３

０年度と比較すると表の右下の欄にありますとおり、平成３０年度より２千７５５万３千円多く集め

なければならない状況です。議案の３６ページをご覧ください。 
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平成３５年度の保険税率及び税額の見込みです。平成２９年度と比較すると所得割で３．１％、資

産割で３．２％、資産均等割で９千円、平等割では８千円の負担増が見込まれます。議案の３７ペー

ジをご覧ください。モデル世帯に今回の試算税率を適用し試算した結果となります。ここで議案の訂

正をお願いいたします。モデル世帯②のＨ２９税額①の税額を１６万４千１００円を１６万５千８０

０円に訂正をお願いいたします。また訂正後の金額が１６万５千８００円、Ｈ２９税制改正反映後の

金額と同額になります。①との比較、①との増減率についても、１つ下の②との比較と同じ数字に訂

正をお願いいたします。 

１番目の説明に戻ります。１番目の世帯をご覧ください。まずその前に表の説明をします。平成２

９年度税額というのは平成２９年度に実際に付加した税額であります。平成２９年度Ｈ２９税額税制

改正反映後は医療分の限度額引き上げ、軽減判定所得の改正後を適用し、平成２９年度税率で付加し

た場合の税額です。Ｈ３０というのは平成３０年度の税率、Ｈ３５は平成３５年度の資産税率で付加

した税率です。 

モデル世帯①は、平成３０年は８千円の増加であり平成３５年度では平成２９年度の税額と比較す

ると９９．９％の増加、税制改正後の税率と比較すると４．７３％の増加となります。モデル世帯②

は高齢者世帯です。年金所得があり３割のかかる世帯です。所得割資産割の引き上げで、平成３５年

度には２６．２％の引き上げとなります。③高齢者単身世帯です。均等割と平等割の引き上げであり

ますが税額としては平成３０年で１千２００円、平成３５年度で４千５００円の増です。率としては

２２．０６％と大きくなります。④モデル世帯は、平成３０年度の増額が最大となる世帯です。均等

割と平等割の引き上げを行っておりますので、世帯員の多い世帯の引き上げ額が大きくなります。議

案の３８ページの方で。はい。中段のモデル世帯⑤は、平成３５年度の増額が最大の世帯です。モデ

ル世帯⑥は平成３５年度の増額が２番目に大きい世帯です。両方のモデルとも限度額までもう少しで

到達しない方が負担の増加額が大きくなります。モデル世帯⑦は平成３５年度の保険料の上昇率が最

大の世帯です。もともとの保険税が所得割が占める割合が高い方が負担が大きくなります。モデル世

帯⑧は所得が２００万円台の世帯です。平成３０年の増加額は１万円ですが、平成３５年度では８万

３千８００円、３１．０７％の増加となります。モデル世帯⑨は所得が３００万円台の世帯です。平

成３０年度の増加額は８千円ですが、平成３５年度は１１万１千５００円、３４．７２％の増加です。

約１カ月あたり１万円の増加となります。 

議案の３６ページに戻ります。３番今後についてですが、今後は毎年清里町において負担する納付

金の額は北海道が決めて通知が来ることとなっております。また、納付金の算出方法の変更が今後行

われます。平成３１年度からは医療費の自然増分が反映され、３３年度には医療費水準、所得水準も

変更されることとなっています。今回の平成３５年度の推計も変わってくる可能性があります。この

ようなことから今後も毎年税率についての検討が必要になってきます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

ただ今、清里町国民健康保険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。はい

課長。 

 

○町民課長 

 ただ今説明いたしました関係ですが、今の推計の部分につきましては所得水準、医療水準とも今の

現状と同じぐらい、なおかつ北海道の自然増２％これを加えたものですので最大値と言ってもいいか
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と思います。あくまでも推測の域ですので、これで医療費が上がったり下がったりというのもありま

すので、この辺のところは推測の域を出ないところでございますが、ひとつの参考例として出させて

いただいております。ちょっと厳しい状況でございますが、そのようなことになっております。 

それと最後に藤森の方からもお話ありましたが、国保税につきましては納付金の額が毎年示された

段階で検討しながら激変緩和が終了するまでの間は毎年変更していくといったような形にしていき

たいというふうに考えているところでございます。 

 

○前中委員長 

 はい。補足説明がございましたけども、質疑何かございませんか、各委員より。かなりボリューム

ありますけども、細目についてはまた見直していただければいいと思います。⑤清里町国民健康保険

税条例の一部改正する条例について、よろしくお願いします。はい、どうぞ。 

 

○町民生活Ｇ主査 

はい。議案の４０ページをご覧ください。今回の改正につきましては、国民健康保険都道府県化に

よる国民健康保険法施行令の改正に伴う改正です。 

第１条については、都道府県下により北海道の国民健康保険の被保険者となることから国民健康保

険の事務とするものであります。第２条は、国民健康保険運営協議会が北海道と市町村の両方に設置

されることから、区別のために町の国民健康保険事業の運営に関する協議会とし、その名称を清里町

国民健康保険運営協議会とするものです。第３条は上記による条文の整理でございます。第７条は葬

祭費の金額を北海道内統一の３万円に改めるものです。施行期日は平成３０年４月１日であります。

以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ⑤清里町国民健康保険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けど。よろしいですか。はい。 

それでは改めて⑥清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案説明よろしくお

願いします。はい、担当。 

 

○税務収納Ｇ総括主査 

それでは４２ページをご覧ください。清里町国民健康保険税条例の改正でございますが、平成３０

年度からの国民健康保険の都道府県下に伴いまして、納付金の支払いに必要な保険税額を確保するた

め均等割額・平等割額を改定することとし、国保税条例の一部を改正するものであります。保険税の

改定につきましては、表のとおり均等割額、平等割額の医療分、支援分、介護分、それぞれ１千円ず

つ引き上げるものでございます。 

施行期日は平成３０年４月１日でございます。なお４３ページから４５ページに今回の国保税条例

の改正にかかる新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。以上で説明を

終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。５時を過ぎましたけども、町民課所管すべて終了したいと思いますので、議員各位並びに職
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員の方も御協力のほどよろしくお願いいたします。６番目の提案説明でございますけども質疑を受け

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⑦清里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について提案説明よろしく

お願いいたします。はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

清里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案の４６ペ

ージをご覧ください。 

本改正は持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施

行により、高齢者の医療の確保に関する法律に住所地特例に関する新たな規定が新設されたことに伴

う改正です。第３条第２号から第５号において国民健康保険の住所地特例者について、７５歳年齢到

達により後期高齢者医療制度に加入した場合に、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者

になるとの改正であります。 

具体的には国民健康保険の住所地特例は、特別養護老人ホームや障害支援施設に直接入所する場合

には、それまで住んでいた市町村の国民健康保険に引き続き入るとの制度です。この特例を受けてい

る方は、後期高齢者医療制度に移っても、引き続き従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険

者になるとの改正であります。 

附則の第２条は、後期高齢者医療制度導入年度における経過措置を規定したものでありましたが、

今回の改正に合わせて整理するものであります。施行期日は平成３０年４月１日であります。以上で

説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 清里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、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。何かありませんか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今のこの７５歳到達の後期高齢者のありましたよね。今まではどうなっていたんですか。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 はい。今までは住所地特例が外れて、そこの市町村のそこの都道府県の後期高齢者医療に加入する

形になっておりました。 

 

○前中委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今これ清里町のものですよね。他の町とかは皆各々なんですか。 

 

○前中委員長 

 はい。担当。 
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○町民生活Ｇ主査 

北海道内であれば１つの北海道の広域連合です。今回のこの改正によって影響があるのは、都道府

県をまたいでの改正、住所地特例を受けている方になります。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に何かあれば。ありませんか。それでは⑧第３期清里町国民健康保険特定健康

診査等実施計画について、説明願います。はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

議案の４９ページをご覧ください。計画の趣旨でありますが、第３期清里町特定健康診査等実施計

画の概要について説明させていただきます。計画の趣旨でありますが、平成２０年度から高齢者医療

の確保に関する法律により健康診査と保健指導の取り組みが義務付けられています。また計画の策定

も定められています。この法律に基づいて平成２０年度から第１期計画、平成２５年度から第２期計

画と策定し実施してきました。今回次期計画に向け、法律の改正があったことから、今回第３期計画

を策定するものであります。なお作成に当たっては国より策定の手引が示されており、それを準拠す

る形で策定を行っております。 

今回の計画の期間は、成３０年度から平成３５年度までの６年間となっています。第２期の取り組

み結果でありますが、４９ページ、下のレーダーチャートをご覧ください。北海道が１００というこ

とで中心の丸です。清里町のデータは点の付いた線になっております。清里町の結果は男女ともに肥

満度をあらわすＢＭＩと肝機能をあらわすＡＬＴの異常者が全道よりも大きく見られた状況になり

ます。５０ページをご覧ください。特定検診受診率と特定保健指導実施率です。受診率ですが、清里

町においては平成２５年度の３６．３％から下がっている状況にあります。 

続きまして第３期計画の目標であります。国の基本方針により市町村の国民健康保険の目標は受診

率、特定保健指導の実施率についても６０％と示されており、この率を清里町の目標として設定いた

しました。 

５番の特定健康診査の対象者数の推計であります。清里町の特定検診対象者は現在微減でありま

す。平成３５年度に向けても微減すると考えております。議案の５１ページをご覧ください。特定健

康診査の実施方法についてご覧ください。 

まず健診の形態につきましては、民間機関へ委託し期間と場所を決めて行う集団検診で実施いたし

ます。また、がん検診などと同時に実施してまいります。実施時期につきましては６月１２月とし、

保健センターのほか札弦・緑での実施を継続してまいります。特定検診の検査項目としましては、法

で示された項目のほか町独自の項目を追加して実施してまいります。受診者増加対策としましては、

広報や新聞折り込み等による健診周知のほか、検診を受けていない方に新たに対象となった方への個

別通知を実施してまいります。また、町以外での検診を検診機関で受診している方や定期受診により

血液検査などを受けている方についても検診データの提出を促す案内をあわせて実施してまいりま

す。 

議案の５２ページをご覧ください。特定保健指導についてご説明いたします。特定保健指導は内蔵

型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣の改善を目的として実施するものであります。特定

保健指導の対象者は法の基準に則り、腹囲または身長と体重から肥満度をあらわすＢＭＩを基準と
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し、血圧、脂質、血糖の３項目、また喫煙に着目し該当した項目数により動機づけ支援、積極的支援

という２種類の保健指導を実施してまいります。 

また特定保健指導の対象とはなりませんでしたが、生活習慣のゆがみにより今後病気治療に結びつ

く可能性の高い方や治療状況が思わしくない方などを別に選定し、健康状態の改善を図れるよう生活

習慣の改善点を見出し指導対応してまいります。 

本計画に基づき特定健康診査を受けることによって、検診データが示す体の状態、ゆがみをいち早

く捉え、生活習慣と結びつけて考え気づいていただくことで生活行動を良い方向に変換できるように

支援しその結果高血圧や糖尿病などの生活習慣病の発症予防や悪化予防につなげてまいります。以上

で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただ今第３期清里町国民健康保険特定健康診査等実施計画について、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。よろしいですか。 

なければ⑨平成３０年度一般会計当初予算主要施策事業町民所管分について説明願いたいと思い

ます。はい、担当。 

 

○町民生活課主幹 

それでは、平成３０年度一般会計当初予算主要施策事業、町民課所管分について御説明いたします。

５３ページをご覧ください。 

２款総務費、２項総務管理費、１８目行政情報システム管理費、住民基本台帳ネットワーク更新事

業につきましては住民基本台帳をネットワーク化した全国共通のシステムについて平成２５年に更

新をした機器が購入後５年を経過することとＯＳの延長サポートが終了するため、国から更新を求め

られているものでありまして、機器の更新を行うことにより機能の改善とセキュリティー対策の確保

を図るものでございます。機器更新一式といたしまして４５５万８千円、財源内訳は全額一般財源で

計上いたします。 

 

○前中委員長 

 はい。担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

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。北海道要件からの拡充につき

ましては、年齢要件を満１８歳の年度末までとしまた所得制限を外しております。財源内訳としまし

ては、道支出金から５２２万５千円、また子ども子育て基金繰入金として２８０万円、その他として

高額療養費負担金から１０万円、残りにつきましては一般財源から９４７万６千円を財源内訳として

おります。 

続きまして中段、衛生費、保健衛生費、各種医療対策事業としまして各種医療対策事業であります。

内容としましては、重度心身障害者、ひとり親等の医療保険にかかる医療費を軽減するものでありま

す。北海道要件の拡充も行っておりまして北海道は自己負担分があるのですが、非課税世帯の一部初

診時の負担金も補助しています。 

内訳としましては、重度心身障害者医療扶助が５９９万３千円、ひとり親家庭医療扶助が１０５万
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７千円、また養育医療費１歳未満の未熟児の医療費につきましては４０万１千円となっております。

財源内訳としましては、国庫支出金から１４万９千円をはじめ、道支出金３２４万９千円、その他７

０万２千円、一般財源の３３５万１千円を財源内訳とします。以上です。はい。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

引き続き生活環境担当分について説明いたします。４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、

合同納骨塚整備事業であります。墓地の無縁化防止、承継問題などの解消を図るために焼骨を共同で

埋蔵できる納骨塚等の整備を行うものです。整備の場所は神威１１２５番地、神威墓地敷地内葬祭場

の南側で検討しています。モニュメントのイメージにつきましては、５５ページに平面図等を記載し

てありますので、後程ご覧になってください。事業費は６３１万９千円、財源の内訳といたしまして

は、公共施設整備基金として６３０万円、残り１万９千円は一般財源です。 

５４ページをお開きください。４款衛生費、２項清掃費、１目清掃事業費、ごみ処理運搬車等更新

事業であります。現在使用している２トンパッカー車は購入してから１７年経過し老朽化が著しく、

ごみ収集業務に支障をきたしている状況です。収集業務の効率化、円滑化を図るとともに故障による

事故を未然に防ぐために車両の更新を行います。事業費は１千２０４万２千円、財源の内訳といたし

ましては過疎対策事業債として１千２００万円、残り４万２千円は一般財源です。 

次に同じくごみ処理業務委託事業であります。業務の内容は可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ等の収

集業務と焼却、破砕、分別、埋立等の処理業務となっております。委託料として人件費分４千２万円、

物件費３１９万３千円、管理費７２８万５千円、合計５千４９万８千円の計上となっております。財

源の内訳といたしましては、その他として１千３２３万６千円、残り３千７２６万２千円は一般財源

です。以上簡単ですけれども説明にさせていただきます。 

 

○前中委員長 

 はい。担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

私からは公営住宅関連の予算を説明させていただきます。資料５４ページをご覧ください。中段に

なります。７款土木費、３項住宅費、２目住宅建設費であります。公営住宅建設事業ですが地域優良

賃貸住宅をひまわり団地に１棟１戸建設予定です。予算額は３千３４７万３千円です。公営住宅解体

工事につきましては、麻園団地２棟６戸を解体予定であります。予算額は７１４万円です。合わせて

４千６１万３千円の予算を計上しております。財源内訳ですが、国庫支出金社会資本整備総合交付金

が１千２３９万１千円、残り一般財源２千８２２万２千円を財源内訳としております。 

続きまして公営住宅改修事業ですが、公営住宅の浴室改修工事を上斜里団地３棟６戸、野川団地３

棟６戸を予定しております。上斜里団地で１千２３０万円、野川団地で１千２９０万円、トータル２

千５２０万円の予算を計上しております。財源内訳ですが、国庫支出金社会資本整備総合交付金を６

６０万円、残り一般財源１千８６０万円を財源内訳としております。参考資料としまして、５６ペー

ジで公営住宅建設改修事業位置図を５７ページに地域優良賃貸住宅の配置図と平面図をつけており
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ますので、後程ご覧ください。 

以上私の方から説明を終わらせていただきます。 

 

○前中委員長 

 ただ今、平成３０年度一般会計当初予算主要施策事業、町民課所管分の説明がございました。各委

員より質疑を受けたいと、はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 すみません時間のない中で。公営住宅建設事業なんですけれども。継続なんですけれども一棟一戸

で３千万超えの要は家ですよね。今、図面も見ているんですけど３ＬＤＫでこれ町営住宅にしちゃっ

て、このままずっといるような形になっちゃうような気もしないぐらい立派すぎませんか。その辺の

見解をお聞かせ願いたいんですが。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 はい、今おっしゃられました公営住宅の建設についてですが、ひまわり団地の形成としましては当

初から計画があった通り、図面の５７ページを見ていただければと思うんですが、こちらの方の南側

の方まであと３戸というような予定で進めております。それで現実問題公営、住宅等も建てる予定で

ございましたがニーズの関係もございますので、地域優良賃貸住宅という形で進めているところでご

ざいます。 

地域優良賃貸住宅につきましては、事業の趣旨といたしましても優良な住宅を地域の方に供給して

いくといったような形のものでございますので、ある程度の中身の物は、協議して行きたい、提供し

て行きたいというふうに考えているところですが、その部分の予算的なものですとか内容的なものに

つきましては、それが良いか悪いかという話になりますと、我々としては供給していく、良いものを

ということで考えておりますので思っておりますが、それが例えば具体的に言いますと、３千万が安

いか高いかと言う話になりますとちょっと言って良いのか悪いのか。 

 

○前中委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 最近、議題にのっています清里の住環境ですか。その部分を改善していけるような形でいろいろ、

検討されながらこの事業を進めていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に、河口委員。 
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○河口委員 

 納骨塚の件なのですが、墓碑は抱えていないんですか。 

 

○前中委員長 

 担当、よろしいですか。はい、お願いします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 名前の掲載ですよね。そちらの方は考えておりません。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 確かに名前が必要、２つ考え方があるんですが、一部の方については墓参りに遠くから来た時に名

前が欲しいなっていう方も、そういう意見もあったものですから。その辺はまったく考えないってい

うことですよね。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 名前の墓碑の方に掲載するのは考えていないのですが、もちろん町として一覧等を用意して誰が入

ったかというのは管理しますので、そちらの方は管理します。現地の方で名前を記載するということ

は考えておりません。 

 

○前中委員長 

 はい、よろしいですか。何か他にあれば。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。入るのは有料か。 

 

○町民生活Ｇ主査 

有料で検討しております。 

 

○前中委員長 

いくらくらい。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 まだ検討段階ですが、２万円から１万円位の間かなと、いうような形で今検討しております。焼骨

一体当たりなので１０体入っていれば×１０ということで御理解いただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 ほかに何かあれば。よろしいですか。所管分一般予算ですけれども。なければ⑩、平成３０年度国

民健康保険事業特別会計予算について提案説明、よろしくお願いいたします。はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

国民健康保険予算について説明を申しあげます。説明に入る前に議案資料の訂正をお願いいたしま

す。議案５８ページ、歳入国民健康保険税平成３０年度予算額のところであります、２億１９１４万

６千円となっておりますがこちらの方を２億１千９１４万５千円と１千円下げた形で訂正をお願い

いたします。それに伴いまして、増減のところが５３５万４千円となっておりますが、こちらが５３

５万５千円に。５３５５に訂正をお願いいたします。これともう一カ所。５款繰入金でございます。

こちらの方、３２８３３となっておりましたが、こちらを、３２８３４に訂正をお願いいたします。

あわせましてこちらの増減の方が、１５１３を１５１２に変えて下さい。 

それでは、平成３０年度国民健康保険事業特別会計予算の内容について御説明いたします。まず平

成３０年度予算から国民健康保険、北海道都道府県化により科目が大きく変わっています。 

歳入では国庫支出金、前期高齢者交付金等は北海道の収入となり、北海道がそれも財源として、道

支出金として清里町に交付する流れに変わります。歳出においても、後期高齢者支援金と前期高齢者

納付金と介護納付金は国民健康保険事業費納付金として、北海道に納める形に変わります。また歳入

で北海道に道支出金として、保険給付に必要な分の交付を受け歳出の保険給付費で支出する流れに変

わります。 

それでは、歳入より説明いたします。歳入につきましては国保税等の推計及び北海道からの負担金、

または公金に基づいて予算計上を行っております。 

歳出は近年の医療費の給付状況、拠出金支出試算等により行っています。歳入歳出合計７億５千１

６１万円でございます。前年度対比、１億９６万４千円の減となっております。 

それでは主なものについて説明させていただきます。 

歳入の１款国民健康保険税につきましては、近年の推計及び賦課状況、また平成３０年度税制改正

による影響で新税率の適応及び被保険者数を試算し、全体で５３５万５千円の減。３款道支出金につ

きましては、都道府県化による計算方法の変更、医療給付必要分の交付となり、４億５千３７３万２

千円の増。５款の繰入金につきましては、基盤安定繰入金等の減により１５１万２千円の減。以上前

年度より１億９６万４千円の減の歳入において、７億５千１６１万円となります。 

続きまして歳出です。１款の総務費につきましては、平成３０年度国民健康保険都道府県化に伴う

システム改修が完了したことなどから１９０万１千円の減。２款の保険給付につきましては、近年の

医療費推計により３６９万８千円の減。３款の国民健康保険事業納付金につきましては、国民健康保

険制度都道府県化により新設された納付金であります。国民健康保険税として集めた税金をはじめ、

一般会計において負担する額等も含めて北海道に納めます。４款の共同事業拠出金につきましては、

高額医療費共同事業拠出金と保険財政共同安定化事業拠出金が納金の計算に含まれることとなった

ことから、２億１千７００万円の減。５款保険事業費につきましては、特定検診受診者数の計画変更

により２４１万７千円の減。その他合計しまして、前年と比較し歳入と同額の１億９６万４千円の減

の合計７億５千１６１万円を計上するものであります。資料政策につきましては、５９ページをご覧

いただきたいと思います。 



 

- 45 - 

以上で平成３０年度国民健康保険特別会計予算概要について説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい只今、平成３０年度国民健康保険事業特別会計予算並びに主要政策事業調べも併せて説明がご

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。 

それでは引き続きまして平成３０年度後期高齢者医療特別会計予算について、提案説明よろしくお

願いいたします。はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは、平成３０年度後期高齢者特別会計予算について説明いたします。６０ページをご覧くだ

さい。後期高齢者医療特別会計におきましては、北海道後期高齢者医療広域連合より示された清里町

に係る推計の所要の経費及びその執行事務に必要な経費について予算計上行っております。歳入歳出

の総計ともに７千１２０万６千円でありまして、前年度対比３２７万４千円の増となっております。 

歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料について、広域連合からの推計によりまして１５

４万４千円の増。３款の国庫支出金につきましては、高額医療費制度改正に伴いますシステム改修に

よる補助事業分を見込み５６万７千円の増。４款の繰入金につきましても広域連合の推計によりまし

て１１０万４千円の増。合計して前年度より３２７万４千円増の７千１２０万６千円となります。 

歳出につきまして、１款総務費についてはシステム改修によりに５７万５千円の増。２款後期高齢

者医療広域連合納付金につきましても、広域連合の推計により２６４万円の増。前年度より３２７万

４千円の増の７千１２０万６千円を計上いたします。主要政策につきましては、６１ページをご覧い

ただきたいと思います。 

以上で後期高齢者医療特別会計の予算の説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 平成３０年度後期高齢者医療特別会計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。何かありませんか。よろしいですか。全体を通して町民課関連何かございまし

たら、質疑受けたいと思いますけどもよろしいですかね。１点だけ僕の方から。 

特定検診の受診率の向上というということで、６０％の目標水準があるんですけれども、これなか

なかあがっていない現状の中で、いつも出てくるんですけども啓蒙活動。もう少し具体的なものを、

今後提示していただければなと思うんですけれども。 

一応要望だけですけど。そういった意味で、なるべく上げるということで。一昨日も健康特定健診

に対して、ポイント制とかっていうのはニュースでも出ていたんですけれども今後検討課題として、

考慮して頂きたいと思います。 

町民課関連他に何かあれば受けますけども、これでよろしいでしょうか。 

大変長時間にわたり町民課の皆様方にご迷惑をかけました。そういった意味で大変ご苦労様でござ

います。 

 

○前中委員長 

 それでは大きな２、次回の常任委員会について次回常任委員会ですが２月２７日火曜日よろしくお

願いいたします。大きな３その他。ありませんか。それでは大変今日は長時間にわたり協議いただき
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まして、大変御苦労さまでした。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第２回産業福祉常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ５時４０分） 

 


