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第１０回産業福祉常任委員会会議録 

平成３０年８月３１日（金） 

    開 会   午前１１時１３分 

    閉 会   午後 １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 

 ●町民課 

  ①清里町税条例等の一部を改正する条例について 

  ②清里町営住宅条例の一部を改正する条例について 

  ③平成３０年度一般会計補正予算（町民課所管分） 

  ④平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  ⑤平成３０年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

  

●保健福祉課 

  ①平成３０年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分） 

  ②平成３０年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

  ③ケアハウスについて 

 

 ●産業建設課 

  ①平成３０年度一般会計補正予算（産業建設課所管分） 

  ②平成３０年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  ③平成３０年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 ●焼酎醸造所 

  ①平成３０年度焼酎事業特別会計補正予算（第１号） 

 

２．意見書の検討について 

 ①林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実と強化を求める意見書について 

 

 

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    ■町民生活課主幹     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       

■保健福祉課長       野呂田成人    ■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 

■福祉介護Ｇ主査      原田  了    ■こども子育て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     酒井 隆広 

 ■建設Ｇ主査        荒  一喜    ■産業振興Ｇ主査     吉田 慎治 

 ■焼酎醸造所長       清水 俊行    ■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  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第１０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。町民課から提案説明がございます。はい、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５件につきまして、概要の御説明をさせて頂きます。 

１点目、清里町条例等の一部を改正する条例につきましては、平成３０年度税制改革大綱に基づき、

地方税法等の関係法令を改正されたことによる条例の改正であり、平成３０年１０月１日以降に施行

される法律等に対応するものでございます。あわせて生産性向上特別措置法の施行に伴い、導入促進

基本計画に基づき、該当する機械設備を導入した中小企業に対し、導入した機械設備に係る固定資産

税に乗ずる率を定めるものでございます。 

２点目、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、公営住宅への単身入居について

対応するものであり、専用面積５５平方メートル未満の住宅について条件があえばどのような方でも

単身入居を可能とするよう改正を行うものでございます。 

３点目、一般会計補正予算町民課所管分につきましては、国民年金事務に係る電算システムの改修

２件に要する費用と国民健康保険事業特別会計の繰出金の増額となっております。 

４点目、平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算第２号につきましては、平成２９年度繰

越金の確定と前年度医療費の確定に伴う負担金等の返納金、それから平成３０年度国民健康保険事業

納付金の確定に伴う予算調整。事業運営の安定化を図るための基金積み立てに係る補正を行うもので

ございます。 

５点目、平成３０年度後期高齢者医療特別会計補正予算第１号につきましては、平成２９年度繰越

金の確定と総務費及び後期高齢者広域連合納付金において、繰越額に相当する補正を行うものでござ

います。詳細につきましては担当より御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清里町税条例等の一部を改正する条例について担当より説明願います。 

 

○前中委員長 

 はい担当。 

 

○税務収納Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、清里町税条例の一部を改正する条例につきまして御説明をいたします。今回

の改正につきましては、平成３０年度税制改正の大綱に基づき、地方税法等の一部を改正する法律及

び生産性向上特別措置法の施行に伴いまして清里町税条例の一部を改正するものでございます。主な

改正点としまして、個人住民税につきましては基礎控除及び非課税基準額の見直し。固定資産税につ

きましては、生産性向上特別措置法の施行に伴う、我が町特例の情報の追加。町たばこ税については、

税率の段階的引き上げ等となってございます。 

今回改正する税条例の概要でございますが、資料１ページの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２３条第１項及び第３項は、町民税の納税義務者等について法律改正にあわせ

てそれぞれ改正を行うものでございます。施行日につきましては右側備考欄に記載のとおり、平成３

２年４月１日となってございます。第２４条第１項及び第２項は、個人の町民税の非課税の範囲につ

いて。第１項では障害者、未成年者、寡婦等に対する非課税措置の要件が引き上げられたことに伴う

改正でありまして、施行日は平成３３年１月１日であります。また第２項につきましては、控除対象

配偶者の定義変更に伴い、規定の整備を行うものと均等割非課税限度額の引き上げに伴う改正であり
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ます。施行日につきましては控除対象配偶者の定義変更が平成３１年１月１日、均等割課税限度額の

引き上げについては平成３３年１月１日となってございます。 

２ページをお開きください。第３４条の２は所得控除について、次の３４条の６は調整控除につい

て法律改正にあわせて、それぞれ所得要件を創設する改正を行うものであります。具体的には基礎控

除について合計所得金額２千４００万円超えで控除額が提言を開始し、２千５００万円を超えた時点

で消失する仕組みを創設するものでございます。施行日は平成３３年１月１日であります。第３６条

の２は町民税の申告について、法律改正に合わせて年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件の見

直しを行うものであります。施行日は平成３１年１月１日であります。第４８条は法人の町民税の申

告の有無について、大法人に対する申告書の電子情報処理組織による提出義務について規定をするも

のでございます。施行日は平成３２年４月１日であります。第５３条の７は特別徴収税額の納入の義

務等について記載のとおり、省令改正にあわせて規定の整備を行うものでありまして、施行日は平成

３０年１０月の１日でございます。第９２条は製造たばこの区分で近年販売量が急増しております、

可熱式たばこの区分を創設するため、新たに製造たばこの条項を追加するものでありまして、製造た

ばこを喫煙用とかみ用及びかぎ用に分類し、喫煙用の製造たばこをさらに紙巻きたばこから製造たば

こまで５つの区分に分類をしてございます。施行日は平成３０年１０月１日であります。第９２条の

２はたばこ税の納税義務者について条例の条ずれによる改正を行うものであります。施行日は平成３

０年１０月１日であります。 

３ページをご覧ください。第９３条の２は、製造たばことみなす場合の規定について記載のとおり

法規定の新設に合わせて新設をするものでございます。施行日は平成３０年１０月１日であります。

第９４条は、たばこ税の課税標準について加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法につ

いて重量と価格を紙巻きたばこに換算する方法とすることの規定を整備するものでありまして、平成

３０年１０月１日から５年間かけて段階的に移行するものであります。第２条改正については、平成

３１年１０月１日。第３条改正は平成３２年１０月１日。第４条改正は平成３３年１０月１日。第５

条改正は平成３４年１０月１日となってございます。第９５条はたばこ税の税率について本年１０月

１日から３段階で引き上げを行うものでございます。第１条では本年１０月１日から１千本につき５

千６９２円に改め、この金額を平成３２年１０月１日からは６千１２２円。平成３３年１０月１日か

らは６千５５２円と３段階で引き上げる事としております。第９６条につきましては、たばこ税の課

税免除について、第９２条の条ずれによる改正を行うものであります。施行日は平成３０年１０月１

日であります。 

４ページをお開きください。第９８条はたばこ税の申告納付の手続についてでありますが、第９４

条において売り渡し等という定義語を置いたことによる規定の整備を行うものでございます。施行日

は平成３０年１０月１日であります。附則第５条は、個人の町民税の所得割の非課税の範囲等につい

て、所得割非課税限度額の引き上げを行うものでありまして、法律改正に合わせて改正を行うもので

あります。施行日につきましては平成３３年１月１日であります。附則第１０条の２は、生産性特別

措置法の関係でございます。地域の自主性を高めるため、軽減割合等を各自治体が自主的な判断に基

づき、条例において適用する地域決定型地方税法特例措置。いわゆる我が町特例について新たに条項

を追加するものでありまして、第２６項として町の導入促進基本計画に適合した中小事業者の先端設

備等導入計画に基づく設備に係る固定資産税の特例割合を０と定めるものでございます。施行日につ

きましては本特例措置法の施行の日からの適用としております。 

続きまして、附則第１７条の２は優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得



 

- 5 - 

に係る町民税の課税の特例について、租税特別措置法の改正に伴います、条ずれに対応する改正でご

ざいます。施行日は平成３１年１月１日であります。最後、町たばこ税に関する経過措置について平

成２７年度の清里町税条例の一部改正で講じた旧３級品の紙巻きたばこに係る経過措置について、期

間の終期を延長する改正でありまして、第３段階目の税率引き上げ時期の終期について、平成３１年

３月３１日から平成３１年９月３０日に改めるものであります。施行日は平成３０年１０月１日でご

ざいます。また５ページから４４ページにかけまして、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。以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま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がございました。各委員より質疑

を受けたいと思います。何かございませんか。よろしいですか。それでは②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。はい、課長。 

 

○町民課長 

 それでは清里町営住宅条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。４５ページをご覧く

ださい。こちらの方に改正理由等を記載しておりますので、読み上げさせていただきます。 

公営住宅の同居親族の要件、つまりは一人では住めないで誰か親族なり、その他の方が同居してい

るという条件でございますが、こちらにつきましては公営住宅法の改正によりまして平成２４年から

法律上は廃止されており、市町村の状況によって条例によって規定する事項となっているところでご

ざいます。法律の改正当時、清里町においては公営住宅の世帯向けの入居希望が多かったこと、また

居住の安定を図る必要があるもの、これは６０歳以上の方ですとか障害をお持ちの方になりますが、

こちらに対しては単身の入居を認めていたこと。また特定公共賃貸住宅等により、単身者向けの住宅

が整備されていたことから、同居親族等の要件についての廃止は見送っていたところでございます。 

近年公営住宅の入居希望者が減少し、空き家が増加する反面、特定公共賃貸住宅の入居希望が増加

しており、特に単身向けの住宅の需要が増加している状況にあるところでございます。今回条例の改

正により専用面積５５平方メートル未満の公営住宅について同居親族等の要件を適用させないこと

により、単身での入居を可能とし、増加する単身入居の需要に対応するとともに、公営住宅の利用促

進を図ってまいりたいと思っております。改正内容としては条例第６条及び第７条の一部を改正し、

専用面積５５平方メートル未満の住宅について同居親族等の要件を適用しないものでございます。別

紙、新旧対照表の記載のとおりでございます。施行期日については３０年１０月１日を予定しており

ます。 

それで前回の委員会におきましても、若干口頭で説明させていただいたところでございますが、公

営住宅の単身入居について対応するものでございます。今回につきましては５５平方メートル未満の

住宅について、条件があえばどのような方でも、単身入居が可能という事になります。清里町では従

前先程申しました通り、居住の安定を図る必要のあるものとして６０歳以上の方や障害をお持ちの方

などには単身入居を可能としており、入居可能な住宅の構造としては２ＤＫとしていたところでござ

います。ただ同じ２ＤＫでもはごろも団地、ひまわり団地は対象外としておりました。 

今回改正を行うことにより、５５平方メートル未満の住宅。具体的には過去に建てた割と古い住宅、

例えば麻園第２団地ですとか、そういった住宅の他にもはごろも団地の２ＤＫ５０．８８平方メート

ルが単身の入居の対象となってくるところでございます。ただし、同じ２ＤＫの構造でありましても、
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ひまわり団地につきましては５５．３６平方メートルでございまして、今回の単身入居の対象になり

ませんが、ひまわり団地の２ＤＫにつきましては、住宅の構造が比較的狭いながらも明らかに居間と

その他２部屋に別れている構造であり、世帯においても利用可能と考えているところでございます。 

今後公営住宅の長寿命化計画に基づき、建てかえを進める場合の移転先として２ＬＤＫ等の住宅が

必要となってくるため全ての住宅を単身入居とする入居を可能とすることではなく、５５平方メート

ルというところで一旦切らせていただいて、単身入居の可能な住宅としていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

４６ページからの新旧対照表につきましては、第６条で居住の安定をはかる必要があるものについ

て定めていた箇所を５５平方メートル未満の住宅とし、ただし書きの条件。これは一人で暮らすこと

が困難と認められるものが単身入居をするものから除くというものでありますが、そのただし書きの

条件を付すものでございます。６条第２項を新設いたしまして、ただし書きに該当すると認められる

者に対しましては、調査を行うことができる規定を設けるものでございます。第７条については第６

条と同様に５５平方メートル未満の住宅に入居するものと定めるものでございます。以上で説明とい

たします。 

 

○前中委員長 

 ただいま、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がございました。この案件一

般質問並びに当委員会でもたびたび議論に上がっている問題でございますけれども、改めて各委員よ

り、質疑を賜りたいと思いますけれども、何かございませんか。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今回のこの条例改正によって、ある程度の単身向けの住宅困窮者と言いますか。単身向けの不足住

宅の解消はある程度期待できるのかなと言うふうに思います。一歩前進したかなというふうに思いま

すけれども、まだ清里全体を考えると、住宅事情は決して良いわけではなくて、世帯向けでもまだま

だ不足している状況もあります。例えば結婚したいんだけれども、結婚するにあたって新たに入る住

宅がないですとか、そういう事例はまだまだ沢山あるのは事実ですし、現実に世帯向けの公営住宅の

空き家状態が続いているという問題もまだまだありますので、その点も含めてこれから柔軟に対応で

きる所は柔軟に対応していただけるように検討を重ねていただきたいとこのように要望したいと思

います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 今、堀川委員の方からご意見いただきまして、柔軟な対応ということでございますが、公営住宅が

実際空き家が多く、特定公共賃貸住宅等の空き家が全くない。結婚したくても入居する住宅はないと

いう実情については我々も十分把握しているところでございます。 

それで以前に堀川議員さんの方から一般質問等もございまして、みなし特公賃といった形の中で、

どうにか進められないかということでお話もいただいておりましてそのことについては、ちょっとま

だ結論が出ていない状況でございまして、振興局とかの意見を伺いながら、今、検討中といったとこ
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ろでございます。なぜそういったことになっているかと言いますと、オホーツク管内で実際そういっ

たみなし特公賃を適用したという市町村もあるんですが、そういった市町村につきましては俗にいう

ところの特定公共賃貸住宅の建設を取りやめて、それで公営住宅を特定公共賃多住宅に割り当てると

いったような手法をとったということでございますので、ちょっとうちはまだ建築途中ということも

ございます。そういった事の中で調整がつくのかなという点、振興局とも直接お話をさせていただい

ているという事もございまして、その部分については、進んでいないと言ったところでございますの

でこの場を借りてご報告したいなと思っているところでございます。 

それに先駆けまして、今回単身者の部分だけでも多少救えないかという事でこういう条例の提案を

させていただいている所でございますので、そういう部分でご報告させていただきたいなと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 はい、堀川委員。  

 

○堀川委員 

 ぜひ情報収集を沢山していただいて前向きな検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今までこういうふうな条例改正がなくて、本当に入りたくても入れない状況がずっと続いて、はご

ろも団地が今回対象なるのかなというふうに思うんですけども、今まで単身者住宅に関しては、家賃

というのが２万１千円ということで決まっていたと思うんですが、この場合面積的にも広くなるんで

すけど、家賃等はどういうふうに変わっていくのか。それと、はごろも団地２階部分に関しては６戸

あるんですけれども何戸まで割り当てる予定でいるのか。そこら辺、ちょっとお聞かせいただきたい

というふうに思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 今、池下副委員長の方からお話がありました、家賃につきましては公営住宅の家賃をそのまま適用

いたしますので、実際問題、公営住宅の今普通に入る時と同じ家賃を適用させていただきます。そう

いう部分で２万３千円位かと思います。今おっしゃられたはころも団地につきましては。定かであり

ませんが、その位の値段だったかと思いますが、そういった価格帯家賃になっていくということでご

ざいます。それから５５平方メートル未満ということで、面積で区切らさせていただきますので、は

ごろも団地の高齢者向けになっているところが１階で、その２階の部分。１棟１２戸の部分の住宅に

ついては、すべて対象になります。それで１階については面積は小さいんですが、あれは高齢者向け

ということで括っていますので、ここには誰でも入るということにはなりません。ただ二階の部分に
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ついては面積で、今回定めますので条件があえば誰でも入っていただけるという形になります。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今現在、たしか２戸しか入っていないのかなと思うんですけども、２階だけで。もっと入っていま

した。それはそうしたらこの９月定例議会が終了してすぐ広報とかに載せるということで理解してよ

ろしいですか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 はごろも団地につきましては、二階部分の空きが現在４戸です。２棟で１２戸あるんですけれども、

そのうち４戸が現在、空き家で１月ぐらいに見ていただいた時は、もう２軒くらい空いていたかなと

思いますが、その後に他の団地から移られた方とか、そういった方いらっしゃいますので、今４戸空

いております。それでこの条例改正が整えば早い時期にそういった条件の中で募集をしますよという

ことで広報等でも進めてまいりたいと考えております。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。よろしいですか。無ければ③平成３０年年度一般会計補正予算町民課所

管分について提案説明、よろしくお願いします。はい、担当。 

 

○町民課主幹 

 それでは平成３０年度一般会計補正予算第３号、町民課所管分についてご説明いたします。４９ペ

ージをご覧ください。３款民生費、１項社会福祉費、５目国民年金事務費、保険料免除対応システム

改修事業につきましては、国民年金第１号被保険者の産前産後機関の保険料免除が制度化されること

に伴い、これに対応するシステムの改修を行うもので制度に対応できるシステムに改修することで、

関係事務について適切な事務処理を行うものでございます。産前産後対応免除システム改修一式とい

たしまして２４万２千円。財源内訳は国庫支出金２４万１千円一般財源１千円でございます。 

同じく３款民生費１項社会福祉費、５目国民年金事務費。免除申請様式変更対応システム改修事業

につきましては、国民年金保険料免除、学生納付特例申請において、個人番号を印字する様式に変更

されるため、システムの改修を行うもので制度に対応できるシステムに改修することで関係事務につ

いて適切な事務処理を行うものでございます。免除申請様式及び学生納付特例申請様式変更対応シス

テム改修一式といたしまして１０万９千円。財源内訳は国庫支出金４万８千円、一般財源６万１千円

でございます。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 ４款民生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費、国民健康保険事業特別会計繰出金事業であり
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ます。こちらにつきましては、後ほど国民健康保険事業特別会計補正予算にてご説明させていただき

ますが、国民健康保険事業特別会計における基金積立による増であります。国民健康保険事業基金に

３３０万円積み立てします。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。平成３０年度一般会計補正予算町民課所管分の説明がございました。ちょっと数字的な訂正

があるのかと思うんですけどもどうでしょう。 

 

○町民課主幹 

 はい、すみません。下の免除申請様式変更対応システムの改修事業ですね、９９万４千円になって

いますが１０万９千円の間違いです。申し訳ございません。訂正お願いいたします。 

 

○前中委員長 

 １カ所訂正がございました。各委員より質疑を受けたいと思いますけれども。何かございませんか。

よろしいですか。それでは④平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算第２号について、提案

説明よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算第２号について説明させていただきます。先に歳

出の財源の充当、振替えについて説明をさせていただきます。議案の５１ページの平成３０年度国民

健康保険事業特別会計補正予算歳出、予算資料をご覧ください。本資料は１号補正、２号補正に係る

歳出について抜粋した資料であります。こちらにより繰越金が確定したことによる財源の充当、振替

について説明させていただきます。 

３款国民健康保険事業費納付金について。納付金の計数が確定したことにより納付金が確定しまし

た。この確定額により補正を行っております。３款国民健康保健事業費納付金で１２２万円の減額で

あり内訳は１項医療給付分１０８万４千円の減。２項後期高齢者支援金等分１４万９千円の減。３項

介護納付金分１万３千円の増であります。 

続きまして６款基金積立金について。国民健康保険事業安定のため３４０万８千円の増でありま

す。財源につきましては、その他一般会計繰入金３３０万円と後ほど御説明させていただきます、国

民健康保険事業補助金返納金に係る財源振り替え分１０万８千円を財源とします。なお積立後の基金

残額は３５４万３６１円となります。７款諸支出金１項償還金及び還付加算金、２目償還金、２３節

償還金利子及び割引料については１千６７５万２千円の増であります。平成２９年度の事業の実績確

定による返納金であります。内訳については国民健康保険関係業務準備事業費、補助金返納金につい

て１号補正で補正を行いましたが繰越金確定に伴い、財源を繰越金に振替を行います。この振替によ

るその他一般会計繰入金の減額分の財源について、基金積立金の財源といたします。 

続きまして療養給付費返納金１千６３３万４千円の増。高額医療費共同事業国費負担金、返納金１

２万８千円の増。特定健康診査国費負担金返納金６万円の増。退職者医療交付金返納金４万２千円の
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増。高額医療費共同事業道費負担金返納金１２万８千円の増。特定健康診査道費負担金返納金６万円

の増であります。２３節償還金利子及び割引料の財源は、一般財源１千３４２万８千円と基金繰入金

３４３万２千円を財源とします。一般財源の内訳は繰越金１千２２０万８千円とその他１２２万円の

国民健康保険事業基金納付金の減額分であります。５０ページの平成３０年度清里町国民健康保険事

業特別会計補正予算第２号概要をご覧ください。 

まず歳入をご覧ください。５款繰入金６７３万２千円の増。内訳はその他一般会計繰入金３３０万

円と国民健康保険事業基金繰入金３４３万２千円であります。６款繰越金１千２２０万８千円の増。

平成２９年度繰越金が１千２３０万８千円となりましたので、当初予算計上の１０万円を除いた１千

２２０万８千円を補正するものであります。 

続きまして歳出をご覧ください。３款国民健康保健事業費納付金１２２万円の減。６款基金積立金

３４０万８千円の増。７款諸支出金１千６７５万２千円の増であります。歳入歳出とも現計予算額７

億５千１６１万円に１千８９４万円を追加し、７億７千５５万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 

 はい、ただいま平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算第２号の提案がありました。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。 

 

○町民課長 

 一点よろしいですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 今回３３０万円程度一般会計基金積立金ということでございますが、この分につきまして、これを

充当して返納金について財源とそういうような形になってまいります。それで昨年度２９年度の返納

金でございますので、今年度の４月より都道府県化が行われまして制度が変わっておりますので、そ

ちらからあとの分につきましては国保税の調整というか増額といいますか。そういった部分の中で調

整してまいりますが、その前ということでございますので、基金の積み立てをいただいて返納してま

いるといった形の中で進めて行きたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。それでは最後ですけども、平成３０年度後期高齢者医療特別会計補正予算第１号

について提案説明よろしくお願い致します。はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 平成３０年度の後期高齢者医療特別会計補正予算第１号の概要でございます。議案の５２ページを

ご覧ください。歳入の款から説明させていただきます。４款繰越金４万３千円の増。平成２９年度か

らの繰越金が４万４千円となりましたので、当初予算計上の１千円を除いた４万３千円を補正するも
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のであります。下段の歳出に参ります。繰越金の財源充当については１款総務費消耗品において６千

円。２款後期高齢者広域連合納付金に前年度課税分として３万７千円の増で計上してまいります。歳

入歳出ともに現計予算７千１２０万６千円に４万３千円を追加し、補正後の予算額を７千１２４万９

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 

 はい、ただいま平成３０年度後期高齢者医療特別会計補正予算第１号について提案説明がございま

した。各委員より質疑を受けたいと思います。何かございませんか。それでは全体を通して町民課所

管分で何か質疑があれば受けたいと思いますけども、よろしいですか。課長。 

 

○町民課長 

 よろしいですか、すみません。９月に予定されております定例会でございますが、こちらの方に町

民課の方から提出議案と致しましては、前回お話しいたしました公営住宅事故の事故に係る専決処分

こちらの関係の報告がございます。それから今日ご説明いたしました条例が２本とそれプラスもう１

本ということで、墓地条例の改正。こちらの方が出させていただきます。また特別会計の補正という

事でございますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

以上持ちまして、町民課終了したいと思います。大変ご苦労様でした。それでは保健福祉課という

ことで、保健福祉課関連すべて質疑を終了後に昼食ということで各委員はご理解いただきたいと思い

ます。それでは保健福祉課より提案説明よろしくお願いいたします。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からの提案案件。１点目、平成３０年度一般会計補正予算保健福祉課所管分。２点目、

平成３０年度介護保険事業特別会計補正予算第１号。３点目、ケアハウスについての以上３点をそれ

ぞれ担当よりご説明申し上げます。 

 

○前中委員長 

 はい。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは補正予算ということで、資料の１ページの方をご覧いただければと思います。一番上から

参りますが３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、福祉医療従事者雇用促進事業の補正

という事でございます。こちらにつきましては平成３０年度の新規事業で町内の各福祉法人、医療機

関が実施する人材確保を雇用に係る支度金や就学資金制度に対しまして、町が事業費の２分の１を助

成する制度に係る追加の補正であります。各法人からの報告を受けまして、現在までの所要額を追加

するもので老人保健施設で６名、それから特別養護老人ホームで２名計８名との状況から、所要額１

２５万円の追加補正という形でございます。財源につきましては内訳としまして一般財源で行うとい

うものでございます。 

下段にまいります。同じく２目の社会福祉システム改修事業でありますけども、平成３０年度は介
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護保険等の単価改正が行われました。あわせて障害の方の介護サービス費の基準改定もなされている

ところでございます。このシステム項目の改修にかかります、改修委託料として２３万８千円の追加

補償を行うという形のものでございます。財源につきましては一般財源でございます。 

さらに下段の２目、障害者自立支援過年度返納金事業でありますけれども、こちらにつきましては

平成２９年度の障害者自立支援給付事業の実績に基づいて、平成２９年度内に負担金の概算交付を受

けた額から返納すべき額を計上するものであります。事業が終了しているということでございますの

で、返納を行うということで過年度返納金として１８万円の計上でありまして、財源は一般財源とい

うものでございます。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。 

 

○こども子育てＧ総括主査 

続きまして、３款２項１目児童手当支給事業につきまして御説明いたします。この補正につきまし

ては、平成２９年度の事業の実績に伴いまして、国からの交付金８万９千円の超過交付となっており

ますので、その分を本年度返納するために、過年度返納金として３万９千円補正するものでございま

す。財源は一般財源でございます。 

同じく１目子ども子育て支援交付金事業でございます。こちらの補正につきましても同様に平成２

９年度の事業実績に伴いまして、国からの交付金の超過分７１万９千円を過年度返納金として補正計

上するものでございます。財源は一般財源でございます。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 続きまして保健グループ所管の補正予算です。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費。

清里町診療所支援事業における４千万円の補正でございます。本事業につきましては、昨年度より２

千万円の支援を行ってまいりましたが、清里町の医療を確保するため診療所の運営事業所を支援する

経費について４千万円を上乗せし、６千万円とするものです。 

この度の補正による支援につきましては、前回の常任委員会で支援期間中における確認事項等を覚

書などにより明確にすることが必要であるとの皆さまからのご指導もあり、３ページをご覧くださ

い。こちらに記載のとおり、支援は診療所の安定運営にかかる経費支援。支援の期間は平成３０年度

から３３年度までの４年間。支援の額は６千万円で支援期間中の額の変更は行わない。支援の方法は

６月、９月、１２月の３回に分けて請求に基づき支援。支援期間中は収益増強、経費節減の経営改善

を行い、具体的な内容を提示する。覚書の期間は３４年３月３１日まで。覚書に定め無き事項の両者

協議による。これらの事項を明記しまして９月の定例議会で御承認をいただきましたら、その後に覚

書を締結することで考えております。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。 
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○福祉介護Ｇ総括主査 

 では２ページの方になりますけれども、歳入の補正ということになります。１８款諸収入、４項雑

入、２目雑入ということで、こちらは障害者自立支援過年度交付金ということでございます。こちら

につきましては先ほどとも連動するのですが、２９年度の障害者自立支援給付事業の実績に基づきま

して、国及び北海道からいただける負担金の追加交付を受けるものございます。２８７万３千円を計

上し、内訳としましては国の方から負担金が追加交付２２７万。道からの負担金が６０万３千円とい

うのでございます。以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま平成３０年度一般会計補正予算、保健福祉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思います。何かございませんか。よろしいですか。はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今回のこの補正予算の中で診療所支援というのが４千万という数字なんですけれども、これ今まで

何回か議員協議会の中で色々と討論皆さんとしてきましたけれども、４千万出すことに、これが高い

か安いかっていう問題。４千万というか、６千万なんですよね。プラスアルファの部分も入れますと

６千数百万ということになりますけども、ここに書いてある下から４列目で支援期間中、収益増強、

経費削減の経営改善を行うというふうに具体的内容の掲示と書いてあるんですけど、これは支援期間

中じゃなくて、支援する前に具体的な内容の掲示を普通求めるものじゃないですか。私はそういうふ

うに理解しているんですけども。これが平成３３年までの４年間ずっと支援する訳なんですけども、

支援期間中という事になれば、終わるちょっと前までずっと支援期間なんですよ。こういう曖昧な書

き方じゃなくてしっかりと町側からお金を出す以上は経営改善という部分に関しては、具体的な案を

提出してもらわないと私はちょっとおかしいんじゃないのというふうに思うんですよ。 

昨日ですね、９月のクリニックの予定表入っておりましたけども、９月だけで営業日数が２３日で

すよ。営業日数２３日で医師が齋藤医院長入れると１１名いるんですよ。ここら辺見ると齋藤医院長

と町長、副町長はじめ、いろいろと会合を持ってきましたけれども、お金を出す以上は言いますよと

言いながら、全然改善されていないっていうのが見えるんですけれども、私はちょっとこの辺おかし

いんじゃないかなと。６千万出すなとは私は言いませんけど出すのであれば、しっかりとこの辺具体

的な経営改善策をやっぱり掲示してもらうのが普通じゃないのというふうに私は思うんですよ。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただ今の池下議員の御質問でありますけれども、今までもきちんと話はしてきて、宮下先生の転籍

の問題ですとか、その辺の解決をしております。今回はこの覚書に対するもので、その覚書に係る部

分の中で支援期間。この中でも経営改善をどんどんどんどんやって行ってくださいよということで、

記載しておりますので。まるっきりやっていないとかではなくて、この覚書の前からやっていないと

おかしいのではないかという御指摘ではありますけれども、今回はこの覚書の部分で、その間でも経
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営改善等をどんどん行って、何とか収益増強の方を行って欲しいということで記載しておりますので

ご理解いただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 これ４年間続くわけなんですけれども、こういう覚書をしっかりつくった上で、例えば１年間様子

を見ていて変わらなかった時に、じゃあどういう対応策をとるんだと。お金だけを投入するのではな

くて、やっぱりその辺のこともしっかりとどうなんですかという部分は見られるんですよね。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 改善がなかった場合どうするのかっていう部分がありますけども、赤字補てんではなくて支援なも

のですから。上からから１・２・３・４番目ですか。支援の額、支援期間中の額は変更を行わないと

いう形で謳させていただいて、平成３４年３月３１日まではこの金額でまいりたいというふうに思っ

ています。ただこの中でも先程も委員から御指摘のとおり経営改善の部分等随時やっていかなきゃい

けないという部分もありますので、月例の定例会の報告会等で随時毎月の数字も見ながら、指摘の方

はして行かさせていただきたいなというふうに考えておりますので、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 

 是非これほどの金額のお金を出すわけですから。素晴らしいクリニックになるように、町からも色

々と助言をして行ってもらいたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 覚書でこういうことをするのもいいと思うんですが、もう１点この中で基本的に６千万の支援を期

間中していくんですけども、当初の関係の中で収支６千万で黒字になるっていう状態のスタンスたと

いうふうに捉えるんですが、それがこの４年間の計画の中でも、そういうような計画書の提出を求め

たのかどうなのか。そのことによって４年間３３年まではクリニックをあの診療所をきちっと運営し

ていただけますよという覚書でなければ基本的には問題になってくるのかなと思うのと、もう１点前

回の委員会の中で、光熱費やその部分やそういういろんな部分については協議をきちっと整理された
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のかどうなのか、その辺を合わせて報告願います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず４千万のプラスの部分でいきますと、現在の診療体制に行える外来等の歳入。歳入に基づいて

行っておりますので、今後、まだ人口の方が減になっていくような部分がありますけれども、その中

でも今の水準を維持した形の中での４千万という形でありますのでご理解いただきたいなというふ

うに思います。 

それからただいま後段で御質問のありました部分。前回の委員会の部分ではその他委託料。それか

ら議会終了後でも地代の関係ですとか、光熱費の関係ですとかご質問をいただいた部分がございま

す。これにつきましては質問をしまして回答を得ております。町のほうで押さえておかなければいけ

ないよというお話がありましたので、資料等は絶対あるような形でありますのでご理解いただきたい

と思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に何かございませんか。ちょっと私の方から１点。今その支援期間中の関係で

各委員より質疑あった中で、当委員会においてもこの収支の改善、あるいは患者さんの利用事態だと

か。これを四半期ごとの３回という形で出ていますけど委員会の報告ということは、保健福祉課レベ

ルでは検討されているのかどうなのか。それは一切報告は考えていないというふうに捉えて良いのか

な。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 確認しますと、今までは報告等していないようですけれども今後、報告、額も大きくなってきます。

また町民への説明という部分もありますので、四半期ごとで宜しければ数字の方提出をしていきたい

なというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

検討していただきたいと思います。他に何かございませんか。よろしいですか。はい。それでは②

平成３０年度介護保険事業特別会計補正予算第１号、提案説明よろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 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補正予算について御説明いたします。補正予算概要で事業を
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説明しますので４ページをお開き願います。 

まず歳入について御説明いたします。３款国庫支出金につきましては介護給付費負担金で２６４万

８千円を計上しております。４款道支出金につきましては介護給付費負担金で８６万６千円を減額し

ております。５款支払基金交付金につきましては平成２９年度介護給付費交付金で９４万９千円。同

じく平成２９年度地域支援事業支援交付金で３３万９千円。平成３０年度介護給付費交付金で３８６

万３千円の合計５１５万１千円を計上しております。国庫支出金につきましては、当初交付決定額の

確定による増となっております。道支出金につきましては同じく当初交付決定額の確定による減とな

っております。支払基金交付金につきましては、平成２９年度分は清算による追加交付、平成３０年

度分につきましては、当初交付決定額の確定による増となっております。８款繰越金につきましては

平成２９年度繰越金確定により１千５１３万４千円を計上しております。歳入合計しまして２千２０

６万７千円を計上しております。 

続いて歳出でございます。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５０万円。

地域密着型サービス給付費で６４５万８千円の合計６９５万８千円を歳入で増額いたしました財源

額を基準に計上しております。３款地域支援事業費につきましては審査支払手数料で１万円。訪問型

サービス事業費で２００万円。通所型サービス事業機で１００万円。高額介護サービス相当事業費で

１万円。介護予防ケアマネジメント事業で１０万円の合計３１２万円を歳入で増額いたしました財源

額を基準に計上しております。４款基金積立金につきましては、平成２９年度の繰越金１千６１３万

４千５５９円から次の６款、諸支出金でご説明いたします、返納金７８４万１千円を差し引いた額に

２分の１を乗じた額４１４万８千円を基金として積み立てを行います。６款、諸支出金につきまして

は平成２９年度の実績報告による補助金等の清算に係る返納金でございます。介護給付費返納金につ

きましては国庫で６６１万９千円。道費で２０万４千円。地域支援事業費返納金では国庫で６５万２

千円。道費で３５万円。介護保険事業システム改修補助金返納金は国庫で１万６千円。合計７８４万

１千円を計上しております。歳出合計しまして、歳入と同額２千２０６万７千円となります。以上で

説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま、平成３０年度介護保険事業特別会計補正予算第１号の提案説明がございました。

各委員より質疑を受けたいと思います。何かございませんか。それでは引き続きまして、ケアハウス

について提案説明をよろしくお願いいたします。 

 

○保健福祉課参与 

 はい。それではケアハウスについてということでご説明いたします。資料の５ページをご覧くださ

い。 

まず１点目、第１次入居者募集に係る選考委員会の選考結果についてご説明いたします。第１次入

居者募集につきましては、７月の２日から８月の３日まで約１カ月間行いまして、それに係る選考委

員会が８月２９日水曜日、一昨日開催されましてその選考経過について、社会福祉協議会より報告が

あったものでございます。申し込みが１９名。内訳といたしまして、清里町内の方が１４名、町外の

方が５名となっておりますけれども、この選考委員会による選考の結果、入居が承認された方が１６

名、内訳としては町内の方１３名、町外の方３名。入居が承認されなかった方が３名。町内が１名、

町外が２名という結果になってございます。この入居が承認されなかった３名の方につきましては、



 

- 17 - 

申し込みの際にケアハウスの職員が面接をして状況確認している中で、身体的状況からケアハウスで

受け入れるのはちょっと難しいということで不承認となったものでございます。この入居承認・不承

認いずれも、申し込みをされた方々に近日中に結果について通知することになっております。 

２点目、今後の予定についてご説明いたします。まず１つ目、第２次募集ということで、８月２３

日先週の木曜日の朝刊にチラシの封入しております。チラシの原稿につきましては６ページにデータ

の方をつけておりますけれども、こういう黄色い紙で朝刊に入っていたので、皆さんご覧になってい

るかと思います。このチラシの内容につきましては、こちらの委員会の御指摘も踏まえまして、介護

施設ではないですよと言うようなところですとかそういったことも含めて、運営の方、指定管理を受

けております社会福祉協議会と打ち合わせを行いました。色々説明が必要ではないかというような御

意見もありまして、それも社協の方とはお話をしたんですけれども社会福祉協議会としては、細かい

説明を色々書いていくと、どうしても字が小さくなってしまって、高齢者向けのチラシとしてはあま

り読んでもらえないのではないかということで、むしろどうなんだろうというふうな興味を引くチラ

シにしたいということでしたので、ちょっと聞きたいことについて答えはお問い合わせくださいとい

うような構成になったものでございます。 

今現在ですね、このチラシを見た後の問い合わせにつきましては、資料には記載ございませんが１

０名の方から問い合わせがあったということでございます。チラシの配布範囲ですけれども、今回は

清里町とその他斜里町、小清水町、合計３町で配付をいたしております。問い合わせ１０名、町内の

方が１名で残り９名の方は町外の方。実際に見学にいらした方が本日までで２人の方がいらしていま

す。申し込み書類を受け取った方はまだいらっしゃいませんということで申し込みも追加ではござい

ません。９月５日まで、まだ日にちはありますけれども、今回の第２次募集の状況を見つつ、また次

の募集についても社会福祉協議会と協議しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

２点目、落成式ということで、本日御案内の方もお配りさせていただきましたけれども、来月９月

２５日の火曜日、１０時からケアハウス玄関前で予定をしてございます。非常に天候悪い場合につき

ましてはケアハウスの中に集会室がございますので、そちらの方も予定をしてございます。 

３点目、開所につきましては平成３０年１０月１日月曜日からということで、これは予定どおりに

なってございます。その前の週末９月２９日・３０日がちょうど土日なものですから、この期間入居

は、人は入れないですけれども、例えば荷物を先に運び込みたいという方につきましては、この土日

ケアハウスの職員がいることになっておりますので、対応できるということで、これ入居承認、今回

お送りする方にその旨通知をしてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。 

 

○前中委員長 

 ただいまケアハウスについて説明がございました。各委員より質疑を受けていたいと思いますけれ

ども、何かございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今、説明があって、申し込みが１９名で１６名が入ると決まったということなんですけど、この駄

目だって言われた３名が肉体的な部分なのかなと思うんですが、どの程度なのか。もし差し支えなけ

ればで良いんですけど。 
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○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 私の方が選考委員のメンバーに入っておりますので、選考委員の選考の仕方から、ちょっと説明さ

せていただきますが、私のところに来る資料につきましては、名前は全部書かれておりません。わか

らないような感じになっています。住所についても例えば清里であれば清里町まで。網走であれば網

走市までという形で、そのあとはわからないような形になっております。それから要介護度。介護認

定されているかどうか。そこも記載があります。今回の３名の方については、介護１と介護２がつい

ておられる方でした。 

 

○池下副委員長 

 そうかそうか。 

 

○保健福祉課長 

 ですけれども何といいますか、潜在介護といいますか、介護認定はされていないんだけれども、も

しすれば介護になるよという方もいらっしゃる場合あります。その場合もありますので、入居の際に、

先ほど参与の方からも話があったとおり、生活相談員とかが面接をしますけども、そこで歩く姿です

とか、杖を持っていても、ずっと休まずに５０メートル休まずに歩けるだとかその辺を全部見まして、

項目が７個か８個か、ちょっとそれ全部戻さなきゃならないので、戻しちゃったので手元にはないん

ですけども。そういうところまで見ます。また聞き取りを行いまして、若いときには自治会活動にも

参加していたよ、お友達はどれくらいいるよだとか。そのようなこと全てを勘案して、収入も勘案し

た中で選考を行っていったような形でありまして、先ほど申しました、その３名の方につきましては

歩くのがやっぱり介護が必要だな、あと入浴。そこもやっぱり手助けが必要だなという、ちょっと重

い。ちょっとした見守りで暮らせるんではないという形になっております。 

じゃあこの人達をどうするという話があるんですけれども、実は昨日初めてになりますけども、清

楽園それから老健、社会福祉協議会、ケアハウス、町、この５者で実は集まって会議しました。この

方、やはりケアハウスは馴染まないけれども、もしかすると清楽園のデイサービス、それから老健の

デイケアに行ってちょっとしたリハビリで、もしかすると実際に老健のリハビリを受けて介護度がな

くなるって方もいらっしゃいます。そうした場合は、在宅復帰という形になりますんで、そうなって

くればケアハウスの入居も可能になってきますので、あなたにつきましては、今回不承認ですけれど

もうちの町には清楽園、それから老健という施設がありますのでということでということで、紹介か

けてもいいかという話も先ほどの５者で話して、そのような方向で進めようかということにしており

ますので、不承認の方への不承認ですという中にも、その後のことも記入して、結果通知という形に

なりますので、御理解いただきたいなと思います。 

 

○池下副委員長 

 わかりました。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。他に何かあれば受けたいと思いますけれども。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 はい。今その部分で、町内の人に対してその会議を開いたということ。３名に対して、これ町外も

２名。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 ５者でやった会議というのは、この３名とか、全員の関係ではなくて町の方向性と言いますか、今

後のケアハウスに申し込みに来られた方。それから今後お年寄り、地域包括ケアシステムって言葉は

よく聞かれるようになってきました。本来は医療も入らないといけないんですけども、そこまでちょ

っといけないんですけども、その前段の段階での話し合いを行ったということで、たまたま３人とい

うことではなくて、全体の話を行ったということでご理解いただきないなと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○加藤委員 

 はい。 

 

○前中委員長 

 それでは全体を通して保健福祉課、何かございましたら受けたいと思いますけれどもよろしいです

か。それでは保健福祉課終了したいと思います。それでは休憩ということで。１時半から午後開催し

たいと思います。１時２０分から開催という事で。 

 

休憩 午後 ０時１２分 

再開 午後 １時２０分 

 

○前中委員長 

 それでは産業建設課関連の提案がございます。提案説明よろしくお願いいたします。はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 本日の産業建設課の提案案件ですが、９月の定例会で提案予定をしております、一般会計及び特別

会計の補正の内容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、担当。 
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○産業振興Ｇ主査 

 それではご説明いたします産業振興グループ所管の補正予算です。前回の８日に行われました、委

員会での概要を説明しました事業分となっております。 

まず１つ目ですが、農林水産業費、農業費、農業振興費、気象情報システム管理事業でございます。

今年度末をもちましてサービス提供が終了することとなっております。既存の気象観測システムＮＴ

Ｔ環境センサーから気象観測システムへの変更を行うものであります。予算額につきましては４８万

９千円。なお気象観測機器類は購入せず、気象データの提供のみを受けるという形になりますので、

委託料での計上となってございます。なお、設置場所でありますが、風のあたり方などを勘案した結

果、先に説明しました６地点のうち役場庁舎屋上分につきましては、焼酎醸造所敷地内に変更の予定

となっております。 

２つ目の産地パワーアップ補助事業ですが、農水省の強い農業づくりの支援に係る事業の一環とし

て、農業機械等のリース導入への基金事業であります。ＧＰＳを活用したトラクターの自動操舵シス

テム。生育状況に合わせて施肥量を調整する可変施肥ブロードキャストなどで補助率は２分の１、残

りは取り組み主体の自己負担となります。予算計上額は負担金補助及び交付金で４億５００万円とな

ってございまして、全額道より交付を受ける形となってございます。 

３つ目の畜産業費、酪農草地整備補助事業でございます。江南の所有地にあります、昭和草地の崩

落をした箇所の修復を行います。酪農組合へ補助であります。予算計上額は町が復旧費用の２分の１

相当額を補助することで助成しており、今回の復旧に要する事業費につきましては４２０万円程度と

見込まれますので、負担金補助及び交付金で２１０万円の計上となってございます。以上で説明は終

わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成３０年度一般会計補正予算産業建設課所管分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。はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今回の補正予算、前回の常任委員会で提案されていたんですけども、パワーアップ事業で前回の説

明の時には総事業費が９億８千万だったんですけど、今回この資料を見ると、８億１千万ということ

で。これ１億７千万ほど減額になっているんですが、どういった理由でこういうふうになったのか、

ちょっとお伺いしたいです。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 前回御説明させていただいた時はまだ取りまとめの最中でありまして、あの時点での取りまとめの

数字をＪＡの方からお聞きして説明させていただきまして、その取りまとめの中で台数が減ったり、

また単価がさらに正確な数字が出てきた中で、現在の所総事業費８億１千万としていたと。 
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○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 取りまとめの中で少なくなったからこういうふうになったという事なんですけど、件数にしてどの

ぐらいの戸数なのか。 

 

○産業建設課長 

 はい。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 この項目的には自動操舵システムＧＰＳ。あと可変施肥、あとクロップと言われるこの３つが要望

されておりますが、自動操舵システムにつきましては２９８台。可変施肥ブロキャスにつきましては

２７台。クロップと言われます、生育センサーにつきましては２台。あわせて８億１千万となります。 

 

○池下副委員長 

 わかりました。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。よろしいですか。それでは②平成３０年度簡易水道事業特別会計補正予

算第１号について提案説明よろしくお願いします。はい、担当。 

 

○産業建設課主幹 

 それでは、平成３０年度簡易水道事業特別会計補正予算第１号に関する概要について御説明申し上

げます。議案の２ページをご覧下さい。 

今回の補正につきましては平成２９年度決算に伴います、繰越金額の確定並びに修繕料を補正する

もので、歳入歳出それぞれ１３１万７千円を追加し、予算の総額を６千３０２万９千円とするもので

ございます。 

歳入よりご説明いたします。繰越金につきましては、繰越金額の確定により１３１万７千円を増額

し、補正後の繰越金額を２８１万７千円とするものでございます。 

続きまして歳出についてご説明いたします。総務費の１３１万７千円の増額につきましては、修繕

料として１３１万７千円を増額するもので、補正後の総務費の予算額を３千１万３千円とするもので

ございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま、平成３０年度簡易水道事業特別会計補正予算第１号について提案説明がございま

した。各委員より質疑を受けたいと思いますけれども、何かございませんか。よろしいですか。それ
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では③平成３０年度農業集落排水事業特別会計補正予算第１号について、提案説明よろしくお願いし

ます。はい、担当。 

 

○産業建設課主幹 

 それでは議案の３ページをご覧ください。こちらにつきましても平成２９年度決算に伴います、繰

越金額の確定による補正であり、歳入歳出それぞれ３８２万円を追加し、予算の総額を１億１千４６

０万９千円とするものでございます。 

それでは歳入よりご説明いたします。繰越金につきましては、繰越金額の確定に伴い７４１万２千

円を増額し、補正後の繰越金額を８９１万２千円とするものでございます。繰入金につきましては、

繰越金額の確定に伴いまして３５９万２千円を減額。補正後の繰入金額を５千７７０万８千円とする

ものでございます。 

続きまして歳出についてご説明いたします。総務費の３８２万円の増額につきましては、施設管理

におきまして施設の延命化を図るための機器類の修繕料として３８２万円を増額するもので、補正後

の総務費の予算額を３千７１９万６千円とするものです。 

続いて４ページにつきましては、繰入金の減額に伴います一般会計の繰出金の補正であり、同額の

３５９万２千円を減額するというものでございます。以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成３０年度農業集落排水事業特別会計補正予算第１号について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。それでは全体を

とおして産業建設課所管関連ありましたら質疑を賜りたいと思いますけれども。よろしいですか。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 １点だけ聞きたいんですけど、今回横断歩道が新しく２箇所つくられることになったんですけれど

も住民の方から産業建設課を通してほかに横断歩道等、要望とかどうなんでしょうか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 横断歩道の設置要望に関しましては企画政策課の方で行っていますが、私どもの解る範囲内でお答

えしますと、要望が出ていた２カ所については北海道とのただ今協議中ということを聞いておりま

す。その以外の部分の横断歩道の設置要望につきましては、私たちの部分で聞いている部分はござい

ません。 

 

○池下副委員長 

 そうですか、はい。わかりました。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。他に。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 前回の常任委員会の時にも話出ていたんですけれども災害による、道路の決壊とかの話だったんで

すけれども。どのように今進めて行っているんですかという話の中で、その畑の状況もあるので麦が

刈り終わってから復旧しますとか、色々順番がありますという話を報告受けたんですけれども、その

ときに課長の方からまた新たな場所が発生していて、そこに対しても対応していきますという話とい

う報告を受けたんですけども、そこのところ新たに発生した部分５線の部分ですが、補修シートはあ

るんですけども、まだ補修なされていない中でどんどんどんどん崩れじゃないですが、シートの上ま

た更に崩れ始めている状況なんですよね。地権者の方々とお話ししていくと、そこの部分の上という

のは何も畑ではないそうなので、いつでも崩落した次の日からでも復旧作業できたはずなんだけど、

何でされなかったんだろう。置いておくから結局どんどんまた広がっているなんていう話があったん

ですがその辺もうちょっと詳しく聞かせていただければ。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 場所的に発注するにあたって、図面・工法共に整備しなければならなかったものですから、被災を

受けたと同時に修繕という形にも、発注するにもその材料がありませんので、その部分で時間を要し

ておりまして、今月２７日に見積もりあわせを発注して修繕するということで、今進めております。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に何かあれば賜り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

設課関連終了したいと思います。大変ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは焼酎造蔵所関連で提案説明がございます。提案説明。はい。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは最初に焼酎造蔵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

業特別会計補正予算第１号で繰越金の増額分の整理を行っております。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。 

 

 



 

- 24 - 

○前中委員長 

 担当。 

 

○焼酎醸造所主任 

 それでは平成３０年度焼酎特別会計補正予算第１号についてご説明いたします。資料をご覧くださ

い。 

上段の歳入について財産収入が利息及び配当金により１千円の増で１億１千５３０万５千円。繰越

金が９６４万４千円の増で９９４万４千円となっております。 

下段の歳出につきまして、総務費が３５万５千円の増で７千３５２万４千円となっております。内

訳は旅費で１５万７千円。需用費１９万８千円の増となっております。旅費につきましては繁忙期の

出張費におけるバック料金が、前年度に比べ高騰していることと祭事の開催期間の変更等により当初

予算より支出が大きくなており緊急時の旅費が確保できないため増額しております。 

需用費につきましては汚泥処理施設の残水給排水用のポンプが１台、故障が判明しましたため、ポ

ンプの取替として修繕料を計上しております。製造費が１９１万２千円の増で、７千５１万６千円と

なっております。内訳は事業費１２１万円、備品購入費で７０万２千円の増となります。事業費に関

しましては、樽熟成酒の貯蔵量増加に向け、既存の樽を２０本修繕する費用として計上しております。

備品購入費に関しまして、発酵管理用のもろみ冷却機。その冷却機の管理制御に使用している装置を

購入するための補正となります。前年度まで、このもろみ冷却機に対し、制御装置が不足していまし

たため手動で制御しておりましたが夜間等の制御管理が困難なこともあり、正確な発酵管理のため、

制御装置の購入を検討しております。下の基金積立金につきましては７３７万８千円の増を計上して

おります。以上です。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成３０年度焼酎事業特別会計補正予算第１号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。全体通して何がございましたら賜りたいと思います。

よろしいですか。それでは焼酎造蔵所終了したいと思います。大変ご苦労様でした。 

続きまして大きな２、意見書の検討について。 

 

○議会事務局 

 産業福祉常任委員会所管の意見書の提出が１件あります。議会事務局の資料の１ページをご覧くだ

さい。林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書です。提出者は、北海

道森林林産業活性化促進議員連絡会です。郵送ですが関連団体として取り扱います。また、北海道議

会議長会からの承認依頼の文章が来ております。 

３ページをご覧くさい。意見書につきましては、毎年提出をされてきております。変更点のみ説明

いたします。変更点は、以前要求項目でありましたが、森林環境税、森林環境譲与税が３１年から予

定されたことから、記以下の１項目が削除されました。この部分が主旨の方に入ったというところの

みで、全体の内容については変更ありません。以上で説明を終わります。９月定例会に委員長名での

意見書の提出と、また内容のご協議をよろしくお願いいたします。 
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○前中委員長 

 ただいま、意見書の検討について、林業・木材産業の成長産業化に向けた政策の充実強化を求める

意見書についてございましたけど、各委員より質疑を賜りたいと思いますけど、何かございませんか。

よろしいですか。 

ちょっと参考までに、ちょうど昨日、北見管内林活議連の総会がありまして今この点、事務局から

説明がありましたけども、森林環境税並びに森林環境譲与税の設立ということで、具体的なのは今後

発生するんですけども、来年度平成３１年度より森林環境譲与税の策定に伴い、ある程度の財源移譲

ということが今出てきていまして、大まかではありますけども、その税のあり方で間伐や路面整備あ

るいは人材育成に環境贈与税を対応すると。もう一方、森林環境税の方はこれが３５年でしたか、か

らの実施で一応財源として、町民税に１千円という形で交付されるという形になりまして、だいたい

国家ベースで６００億ぐらいの財源があるんでないだろうかっていう話が出ていました。参考までに

とどめておいていただきたいと思います。 

以上、ちょっと参考までですけども。何かあればあれですけど、よろしいですか。 

それでは大きな３、次回常任委員会について。 

 

○議会事務局長 

次回の常任委員会でございますが、１０月４日木曜日総務常任委員会終了後、この会議で行う予定

でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 それでは大きな４、その他。何かございませんか。よろしいですか。 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第１０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 １時４０分） 

 


