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第４回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年 ２月 26日（水） 

開 会  午後 １時 15分 

閉 会  午後  ２時 55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令和元年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）  

②令和元年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

③ケアハウスについて  

④清里クリニックについて  

 

●焼酎醸造所 

①令和元年度焼酎事業特別会計補正予算（第３号）  

 

●町民課 

①令和元年度一般会計補正予算（町民課所管分）  

②令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）  

 

●産業建設課 

①清里町営牧野条例の一部を改正する条例について  

②令和元年度一般会計補正予算（産業建設課所管分）  

③令和元年度簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）  

④令和元年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）  

 

３．次回委員会の開催について  

 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委 員 長  伊 藤 忠 之    副委員長  勝 又 武 司 

    委  員  前 中 康 男    委  員  村 島 健 二      

     委  員  堀 川 哲 男    委  員  古 谷 一 夫 

       委  員  岡 本 英 明    ※議 長  田 中   誠                
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○欠席委員   なし 

  

 

○説明のため出席した者の職氏名 

■保健福祉課長       野呂田成人   ■保健福祉課主幹      宮津 貴司 

■福祉介護Ｇ総括主査    寺岡 輝美   ■子ども子育てＧ総括主査  鈴木由美子 

 ■焼酎醸造所長       清水 俊行   ■焼酎醸造所主査      廣谷 淳平 

■町民課長         熊谷 雄二   ■町民課主幹        梅村百合子 

■町民生活Ｇ総括主査    水尾 和広   ■町民生活Ｇ主査      藤森 宏樹 

■町民生活Ｇ主査      山嵜 孝英 

 ■産業建設課長       河合 雄司   ■産業建設課主幹      酒井 隆広  

 ■産業振興Ｇ総括主査    吉田 正彦   ■建設Ｇ主査        荒  一喜 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    書  記  世 良 奈都子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○伊藤委員長 

 それでは、第４回産業福祉常任委員会を始めたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 まずは町から報告事項について保健福祉課の方から４点提案がございます。説明のほどよろ

しくお願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からの記載の４件につきまして、それぞれ担当よりご説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは令和元年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について説明いたします。資料

は１ページをご覧ください。２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費、老健介護報酬余剰

金積立事業です。この後、説明いたします老健きよさと委託料増に伴う財源調整のため補正額

339 万を減額とし、積立金を１千 926 万６千円とするものです。財源につきましては、その

他介護報酬となります。次の段に移ります。３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者自立支援
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費、障害者生活支援事業です。障害者総合支援法による障害サービスの訓練給付費などのこれ

までの給付実績に基づき、年度末までの実績見込み減によりまして扶助費 270 万を減額いた

します。財源につきましては、国庫負担金２千 48万１千円の減、道負担金 452万２千円の減

差し引いた１千 203万３千円を一般会計で賄う形で調整しております。 

次の段に移ります。３目福祉サービス事業費、福祉サービス事業です。利用者、利用実績の推

計によりまして委託料を 120万円の減とし、減額補正を行います。財源内訳では利用者負担分

も減となりますので 33万５千円の減、一般財原 865万円の減となります。 

次の段に移ります。４目老人福祉費、介護老人保健施設きよさと指定管理運営事業です。こ

の事業につきましては調整を行いながら行ってきておりますけれども介護報酬改正等に伴う人

件費増により委託料を１千 31 万６千円追加するものです。財源内訳といたしまして、その他

介護報酬から 684 万３千円、雑入より８万３千円、減債基金繰入より 339 万円といたしま

す。 

次に移ります。介護特会給付費繰出金事業です。介護保険のサービス給付費の減により 303

万５千円減額いたします。財源につきましては、老人福祉費、道負担金の４万１千円の減額と

一般財源 299万４千円の減額となります。以上で福祉介護グループの説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

担当。 

 

○子ども子育てＧ総括主査 

 続きまして２ページをご覧ください。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金につきまして今年度通園センターのトイレの改修工事が必要とな

りましたので、その工事費といたしまして清里町負担分 22万５千円を増額補正するものです。

財源は全額一般財源でございます。 

次に、２目保育所費、清里保育所臨時職員雇用事業につきまして、当初見込んでおりました

臨時職員の常勤保育士の人数の確保に至らず１名分を減額するもので社会保険料、賃金合わせ

まして 316 万４千円を減額補正するものです。財源につきましては一般財源から減額をいた

します。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 続きまして診療所備品購入事業でございます。ご存じのとおり、今年度は導入を見送りいた

しましたので全額をマイナス補正させていただきます。それから予防費に関しましてはミニド

ック事業、予防接種事業それぞれ事業がほぼほぼ完了しておりますので、実態に伴う減額補正

をさせていただければと考えております。財源内訳については記載のとおりです。以上です。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま保健福祉課の方から①番の方説明をいただきました。委員の皆様何か御質問等があ
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ればお受けいたします。ありませんか。 

 

○伊藤委員長 

古谷委員。 

 

○古谷委員 

 一点だけ確認。衛生費の予防費の関係で実績は理解できるんですけど、具体的な要因という

のは、どこがどれだけ落ちているのか、25％から 30％そして健康寿命とか予防事業を強化し

ていく形の中でこういった実態が落ちてきているという要因をきちっと説明いただきたいと思

います。 

 

○保健福祉課主幹 

 これにつきましては、今回減額する９割が実は第５期の風疹事業というのをネットニュース

などで騒がれた夏頃を御存じかと思うんですが、この財源は全て国が今回私も実は対象になっ

ているんですが、昭和 40 数年前の前後の方々、数 10 万人いるわけですがその方々の、風疹

の検査、抗体がない方については予防接種を行うという事業なんですが、これが複数年にまた

いで行われるんですが、その財源を全員が受診するという見込みで全予算を見ていたわけです

が、残念ながら何回かこちらからもアプローチしてるんですが、今年度については数十名しか

まだ受診の結果が出ていないということでこれは３年間行われますから、今後また来年度引き

継ぎながら事業の実施もを図っていきたいと思っていますので、残念ながら全てを見ていた分

の執行ができなかったということでの大きな減額補正ということございますのでご理解いただ

ければと思います。 

 

○古谷委員 

 了解しました。 

 

○伊藤委員長 

 他に何かございませんか。なければ２番の説明よろしくお願いします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ主任 

 令和元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。３ページをお開き

願います。詳細につきましては後ほどの補正予算概要の方でご説明いたしますが、現在、現計

予算額の合計が、歳入歳出ともに５億 29万１千円でございますが、２千 545万１千円を減額

し、４億７千４8４万円にて補正後予算計上しております。 

続きまして４ページをご覧ください。補正予算概要でございます。１款総務費、１項総務管

理費、１目一般管理費のシステム改修業務委託事業につきまして、特定個人情報データ標準レ

イアウトの改版に伴う介護保険システムの改修業務委託料ということで 64 万５千円を増額計

上しております。財源内訳は国庫支出金で 43 万３千円、一般会計からの事務費繰入金で 21

万２千円となります。また１款総務費、３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費の介護

認定審査会事業につきましては認定審査会の審査件数の増加に伴う事務局への負担金として４
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万４千円を増額計上しております。財源内訳は全額、一般会計からの事務費繰入金となります。

２款保険給付費と次のページでご説明いたします、３款地域支援事業費につきましては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、それぞれ補正予算計上を行っており

ます。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費につきまして

は実績に基づき、１千万円を減額計上しております。財源内訳は国庫支出金でマイナス 251万

８千円、道支出金でマイナス 96万１千円、その他財源でマイナス 652万１千円となります。

２款保険給付費、第１項介護サービス等諸費、２目地域密着型介護サービス給付費につきまし

ても、実績に基づき 600 万円を増額計上しております。財源内訳は国庫支出金で 48 万７千

円、その他でマイナス 10万９千円、一般財源で 562万２千円となります。 

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、３目施設介護サービス給付費につきましては、

実績に基づき２千万円を減額計上しております。財源内訳は国庫支出金でマイナス 318 万９

千円、道支出金でマイナス 122万４千円、その他でマイナス１千 557万３千円、一般財源で

マイナス１万４千円となります。 

続きまして５ページをお開き願います。２款保険給付費、２項高額介護サービス等費、１目

高額介護サービス等諸費につきましては、実績に基づき 40 万円を増額計上しております。財

源内訳はすべて一般財源で 40 万となります。３款地域支援事業費、１項介護予防生活支援サ

ービス事業費、２目介護予防ケアマネジメント事業費につきましては実績に基づき 10 万円を

増額計上しております。財源内訳は国庫支出金でマイナス５万４千円、道支出金でマイナス３

万６千円、その他でマイナス１万９千円、一般財源で 20万９千円となります。６款諸支出金、

１項償還金及び還付金、１目償還金につきましては平成 30 年度の地域支援事業交付金国費の

返納金になりますが、９月補正にて予算計上を行いましたが予算計上後に、北海道より返納金

額の修正確定があり、その修正分の減額を今回行います。金額が 264万円を減額計上しており

ます。財源内訳は一般財源でマイナス 264万円となります。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、保健福祉課の方から令和元年度介護保険事業特別会計補正予算について説明がございま 

した。委員の皆様何かご質問等があればお受けいたします。何かございませんか。 

ないということなので３番、ケアハウスについて説明よろしくお願いいたします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは、ケアハウスについて説明いたします。資料につきましては６ページをご覧くださ

い。令和２年２月 20 日現在の入居状況ですが入居者は 42 名です。内訳といたしまして町内

29名、町外 13名となっております。２月 21日に入居者の選考委員会がございまして１名が

入居可となっております。そのため、その方を合わせますと入居者 43名となりまして内訳が、

町内 30名、町外 13名となります。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今保健福祉課の方からケアハウスについて説明がありました。委員の皆様何かございません

か。古谷委員。 
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○古谷委員 

 ３月の補正の部分で、歳入の減額補正がされるのかどうなのか今回は補正は一切なしという

ことで、雑入も含め今回は処理は今回の入居の関係でいくと当初予算における部分で大丈夫、

きっと昨年度は非常に少なかった年できちっと歳入の欠陥が生じるという形で減額補正を行っ

ていると思うんですが、今回は現段階で 42 名、今後 43 名という形できっと雑入で処理され

ているんじゃないかと思いますけど、そこを確認をさせてください。 

 

○伊藤委員長 

担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 ケアハウスの使用料、皆さんから集めている使用料となりますけれども、現計予算額が２千

729万円なんですけれども今回の補正で 41万３千円の減額をする予定となっております。 

あわせまして介護報酬なんですけれども、月に約５名ほどずつ使っていまして、その金額が

172万４千円入る予定となっております。減額補正 41万３千円を予定しております。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。それでは４番清里クリニックについて説明お願いいたします。課

長。 

 

○保健福祉課長 

 ４点目の清里クリニックについて御説明いたしますので７ページ目をご覧いただきたいと思

います。清里クリニックからの検討依頼につきましては、前回 17 日開催の常任委員会で、１

月８日からの時系列により御説明御報告してきたところであり、本日の常任委員会で検討依頼

に対する町の方向性を御相談させていただくという説明をさせていただいたところでございま

す。清里クリニック齋藤院長から検討依頼項目につきましては原文のまま記載しているとおり

でありますが、回答文につきましては前回と同じく町村会法務支援室に相談をしております。 

１点目、平成 30 年９月 19 日付清里クリニック支援についての覚書に基づき令和３年度ま

では清里クリニック齋藤浩記との契約を継続いただく。令和４年度以降は、医療法人共生会と

同条件にて新たに契約願いたい。という検討依頼でありますが、平成 30 年９月 19 日締結の

清里クリニック支援についての覚書は、支援については、清里クリニック院長齋藤浩記氏に特

化した内容であり、令和２年１月 10 日付申出に対する１月 30 日付、２の了承できませんが

前提になるということで回答いたします。 

２点目は、平成 30 年３月 30 日付、町有財産使用貸借契約に基づき、令和３年３月 31 日

までは清里クリニック齋藤浩記との契約を継続いただく令和３年度は清里クリニック齋藤浩記

との契約を同条件にて更新いただく。令和４年度以降は医療法人共生会と同条件にて新たに契

約願いたいという検討依頼であります。まず前段は、令和２年度のことを記載されており平成

30 年３月 30 日締結の町有財産使用貸借契約書、各条項のとおり町無償貸付の義務がありま

すので、了承しますがシンプルに契約書、各条項のとおりと回答いたします。 

中段につきましては令和３年度のことを記載されております。現段階では、自動継続での更
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新は考えず、例えば公募方式で診療所の運営を担っていただく方を募集するなど方法を早急に

検討してまいります。なお、現契約者である齋藤浩記氏の応募を妨げるものではなく行政の手

続き、手法により決定したいと考えております。そのため回答としては同一条件での更新は考

えていない。診療所を担っていただける方を選考し決定する。とこちらもシンプルな回答とい

たします。後段につきましては令和４年度のことを記載されていますが、令和３年度もまだ決

まっていない中ですので、現段階で回答できる項目ではないと回答いたします。 

３点目は、議会の議決が必要なことは理解しております。現状の清里町のスタンスで構いま

せんので回答願います。につきましては検討依頼項目１、２で回答のとおりとし、いずれもシ

ンプルにいたしまして明日 27日付で回答をしたいと考えております。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今清里クリニックについて保健福祉課の方から説明がございました。委員の皆様、何か質問

等ございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 内容については理解しました。１つだけ確認させていただきたいんですが、令和３年３月 31

日まで当然どういう形になるかわかりませんけども、今回相手方の申出に対しては町村会の弁

護士と協議しながらという形で進めてきているわけで、当然令和２年度に入った段階において

また同じような町政案件が出てきたときに係争という意味じゃなく町政案件が出てきた場合

に、しっかりとした弁護士に対する報酬というもの一般的であれば総務費の管理、一般管理費

にある程度の見込みで 100万なら 100万、頭打ちして組むというようなことが過去において

も、スキー場問題とかいろんな面においても係争、そういった措置というのも今回講じられた

中で今後のこういった準備をされるのかどうなのか、その辺しっかりしておかないと単純に町

村会の顧問弁護士にお願いして済むのかどうかというのも見通しつかない部分で一般論として

何か問題が生じた時に補正で弁護料を総務費の一般管理費で組むこともあるわけでは、当然そ

ういったことも今後、この問題だけでなくて色んな係争案件というのは今後の行政において生

じるわけであって、そういったものの備えというものは具体的に今回総務課との調整の中でさ

れているのかその確認だけさせてください。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 古谷議員の御質問ですけども、内部ではそういうのはあると話はしております。実際に総務

課の方とやっているかと言うと、直接的にはやってないですけども、今後も案件があった場合

については町村会の弁護士さんとやっていくっていう形の中では理事者とも話をつけていると

こでありますが、予算の関係になりますと議員ご承知のとおり総務費の中の係争の関係につい

て、係争とは限らないんですけれども総務課が予算をとってやっておりますので、金額はわか

りませんが、その辺についてはやっておられるのかなと。ただ議員おっしゃる通り、スポット

でやるようなものではないので顧問弁護士との関係、以前は確か釧路かどこかの顧問弁護士さ
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んとにやられたと思うんですが、今それがないような状態なのかなと私も把握しておりますの

で、その辺につきましては確認をしていかなければいけないのかなと思っております。町村会

の支援室を通しては同じ案件で２回出来ないことになっておりますので、今度は直接町と弁護

士さん、もし御相談とかがあればやっていくような形となっております。 

今回も回答については支援室ということで私先ほど申し上げましたけども、支援室の方にも

確認をとっておりますし、実は弁護士さんの方にも確認とってやっておりまして、その部分の

代金については今回は大丈夫ですよということでお話がありましたので、その時その時によっ

てまた変わってくるかと思いますが、今言われたことも含めながら、また総務課の方にも伝え

ていきたいなとこのよ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。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 体制づくりというのをしっかりどの時代であってもあってもなくてもやって行くというのが

普通のことであって、係争等によって本来的に着手してこないのであれば前渡資金とかそうい

う形になってきますけど、ある程度町政案件となると時間報酬、弁護士会で決まっていますか

らそういったある程度のものを組んでおけばしっかりと出来るというのが常識的な話なのでそ

の辺もう一度総務課が担当だと思いますんで、そういった予算的な措置についても確認をぜひ

しっかりしていただきたいと考えます。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 今議員にご教示いただいた点につきましては、総務課長の方に、また町長、副町長にも伝え

ておきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございますか。ありませんか。それでは保健福祉課で今日出ました５つの案件につ

いて全体的に何か質問等があればお受けいたします。ありませんか。池下議員。 

 

○池下議員 

 去年の 12 月３日の常任委員会の資料なんですけど、ケアハウスに関して、この時点で 39

名という入居で町外者が 12名、町内者が 24名という事で、その時の説明の中で町外者が 12

名いるんだけども、今後あと 11 名となった段階で町外者はなるべく入れないで、町内の方を

優先的に入れたいという話をされたと思うんですけど、今日も資料見ると今、43名ですか。町

外者の方が１人増えているんですけども、あと７人で満床になりますけども、今後も町外の方

を含め満室になるまで町外を入れていく考えなのか、あと７名は町内の方にということで進め

て行こうと思っているのか、その辺の考え方をお願いします。 
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○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 12 月の時に御説明して、その後町内者向けにチラシを出しますよということでお話しさせ

ていただきました。その中でも動いてきて町内の募集が無いような状況でございますので、担

当としては本当は町内の方を入れたいところなんですが、無いような状況であればやはり町外

も入れて 50 床近くしていかなければいけないのかなとこのように考えておりますので、ただ

ケアマネなんかにはケアハウスの方でチラシを作っていただいて、残りわずかというのがわか

っておりまして、だんだん自分自身が不安になってきて問い合わせが凄くありますよというこ

とではお話はあります。 

ただ、これもやっぱり先着順と申しますか、申し込まれたらその都度やっぱり選考委員会を

開催していくっていう形になりますので、まるっきりストップをかけることは出来ないような

状況でありますという希望としては町内の方というのもありますけども、出来ないということ

でご理解いただきたいなと思います。 

 

○伊藤委員長 

 池下議員。 

 

○池下議員 

 先ほど担当から利用料の金額を 2 千 700 万ということで、やはり満床にしなかったら繰入

が増えるというのが目に見えているので、やはり地元にある利点を考えた時にやはり清里の人

を優先的に入れてあげた方が良いのかなと思いつつも、満床にならないとこれも困るという思

いと私自身もちょっと交差するんですけど、遅かれ早かれ満床になるのは目に見えてるのかな

というふうに思いますけれども、そこら辺町内、町外のバランス取り入れながらやっていただ

ければなと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 議員おっしゃられたこと、肝に命じて社協の方にも伝えておきたいと思うんですけども、噂

では北海道新聞の方でケアハウスに取材行きたいということであってですね。オホーツク版に

は載るような形になるかなと思います。そうなった場合、やはり町外から来るかなと思います

ので一概に全部こうしたいとは言えないんですが、そういう宣伝になってしまうんですけども

御理解いただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございますか。堀川委員。 
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○堀川委員 

 コロナウイルスの関係ですけども、今は清里町では出ていなくて北見市で出ているというと

ころまで来ているんですけども、町民の中にはものすごく心配している方もおられて町はどう

いう対応をするんだということで心配されている方もいたり、おそらくは体調に不安があった

りして保健センターに電話を掛けている方もいるのかなと思うんですけども、町内的にチラシ

なり広報的なものを配布する予定があるのか無いのかお聞きしたいんですけれども。 

 

○伊藤委員長 

 その点につきまして実はこの議案にはないんですが、全体その他の部分でありましたので、

そのままの形で課長答弁大丈夫ですか。課長。 

 

○保健福祉課長 

 それでは皆様の机の上にあるかと思います。新型コロナウイルスにかかる対策本部設置につ

いてでございます。１枚ものなんですけども当日配布させていただきました。堀川議員からも

御質問ありましたけども現在毎日のように新型コロナウイルスの感染についてテレビ新聞等の

マスコミで報道されておりまして、その情報につきましては時間ごとに変化しているような状

況でございます。 

北海道内におけるとりわけオホーツク管内においても北海道が発表のとおり、発症 17 が２

月 22 日、発症 29 が２月 24 日と感染者が報告されたところでありまして、昨日も二十代男

性今まではオホーツク地方だったんですけど今回オホーツク海側の地方と報道があったところ

でございます。おっしゃられたとおり清里町での感染の報告はございませんけれども。国から

ですね。今後２週間、この行動が感染を広めないために必要との周知もあったところでござい

まして実は昨日の２月 25 日 16 時に私の方からもお話をしまして、予防活動に重点を置き、

対策本部を設置してきたところでございますので、この場を借りて御報告をさせていただきた

いと思います。 

１番の内容といたしましては、プリントの２にあります通り、昨日より２週間、急を要さな

い不特定多数の町民が集まる町主催の会議やイベントを中止または延期し、拡散の防止を図っ

ていくこととしております。また、今後の対策としては３のとおり役場内で情報共有をしてい

るところでございます。冒頭申しましたとおり、状況が刻一刻と変化しておりますので対策本

部の内容も状況により強化したいと思います。議員からお話があった部分につきましては、そ

のプリントの４番目を見ていただきたいんですけども、まず職員の周知につきましては私の方

で２月６日に一旦職員にはしております。その後、職員については２月 21 日に２回目を総務

課からしております。町民に対しましては、２月 13日、ホームページで１回掲載して２月 14

日ではその内容におけるお知らせメールも出しております。また、小中学校につきましては先

ほど原田課長も来ておりましたが、道教委のメールを保護者あてに通知し、また保育所・幼稚

園につきましても同じ内容で実施をしております。先ほどありました通り、小中学校につきま

しては休校の運びとなったようでございます。また、老健につきましてはインフルエンザ対策

で面会の制限中ということでございます。 

チラシとかどうなんだというお話がありましたけども、町の方でもちょうど今日印刷してお
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りまして、次の広報の折込で 28 日に全戸に配布するような形をとっておりますし、これらに

つきましては全てですね、他の町村とも連絡を密にしながら行っているような状況でございま

すのでご理解をいただきたいなと思います。以上でございます。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。１点だけよろしいですか。コロナウイルスの関係で説明いただい

たんですけど、自分の中でもう１回だけ確認させてもらいたいのが、４番の現在まで実施して

いる事項で町民周知は２月 14 日までやっていて、その後、今対策本部を立ち上げたというこ

との町民に対する周知はチラシで全戸に配布するっていうことでよろしいんですか。課長。 

 

○保健福祉課長 

 対策本部の設置で原課といたしましては、やはり町民に周知をしないといけないということ

で動いておりまして、管理の対策につきましては、やはり役場の総務課というところがござい

ますので総務課にもお話をさせていただいてすぐにやっぱり周知しないといけないという段階

で昨日の段階で周知されなかったような状況であります。 

ただ、今日の朝も話しておりましてこれから町民の方には対策本部設置しました。それから

休校になりましたですとか、色々な町の行事の中止、延期ですとか、それらも含めた中で周知

がされる運びになったかなと思うんですけども、再度総務の方と話を詰めていきたいと思いま

す。原課としてはやはりコロナウイルスを担当する上では住民周知というのは必要だというの

と私の方では先ほど申しました通り、今は発症者がいないんですけれども、予防活動に重点を

置かなければいけないという部分がございますので、昨日の段階で町民への周知というのは必

要だということを伝えているということでご理解いただければと思いますのでよろしくお願い

します。 

 

○伊藤委員長 

 とても大事なことと言いますか、災害ではないですけども対策本部を立ち上げたのですから

しかも予防に特化している部分もございますので、総務課としっかりお話して町民に周知でき

るような体制を整えていただきたいと思います。課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいま委員長からございました点につきましては、副町長含めた中でお話しないといけな

いところなので、戻り次第すぐに話したいと思います。よろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 他、ございませんか。池下議員。 

 

○池下議員 

 この件について聞きたいんですけれども、北見でも２人出てオホーツク管内でも沿岸でとい

うことで出たということなので、今清里町はまだ出ていない状況なんですけれども、こういっ

た出た人もですね、わかんない人いっぱいいると思うんですよね。どうしてこういうふうにな



‐12‐ 

 

ったかというのを。予防をやっていくというのはわかるんですけども報道関係のニュースを見

ていると都会でもそうなんですけど、１週間も熱が出てそれらしいなと思ってそういった機関、

保健所関係だと思うんですけども、行っても検査をしてくれないという報道がよくされるのが

皆さん知っていると思うんですが清里町で例えばこういった症状、熱が出て１週間も 38 度以

上ということが続いた場合、どこへ行けばいいのかというと、やはり保健所になると思うんで

すが網走保健所で対応してくれるのかどうなのか。また、それ以前にどこへ行けば良いのかそ

こら辺はどうなんですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 町の方でホームページ等出しているところには、そこ入っていかないとわからないのでなか

なか難しいところですけども、まずはうちらの方にも堀川議員からも言われているんですけど、

町民からも問い合わせがあります。ケアマネの方にもありますし、保健グループにもあります。

そこではまずは網走保健所の電話が書いているところがあるんですけど、そこに連絡をしてく

ださいと。そこからオホーツク管内では網走厚生病院と北見日赤と紋別の病院の３ヵ所なんで

すね。そちらの方で検査等を行うような形ですけども、例えば、網走保健所に電話して熱が 37

度が１週間ぐらい続いてますよ。それだと、普通の風邪の可能性もありますので、その場合は

一般の病院に行ってくださいですとかありますし、ケアマネの方に電話がかかってきたらそこ

で一旦清里クリニックの方に連絡して、こういう状況なんですっていうことで独居のお年寄り

ですが。そういう場合は繋いであげたりと、そのような対応をしているのが現状でございます。 

現実的に発祥のルートとか発祥元とか、これについては医者もわからないような状況であり

まして私どもも答えられる状況にはないのが現状でありますので、ただ言えることはまずは網

走保健所の方に連絡をしてくださいとか、その他の検査の方法とかにつきましてはそちらの方

から指示があるということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございますか。 

それでは保健福祉課の方終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長  

それでは焼酎醸造所の方より１点提案があります。説明よろしくお願いいたします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは最初に焼酎醸造所からの協議事項について、概要の説明をいたします。令和元年度

焼酎事業特別会計補正予算（第３号）で決算見込みで整理を行っております。 

歳入歳出それぞれ１千 873万２千円を減額し歳入歳出の予算の総額を、１億２千 350万４

千円とするものです。詳細につきましては担当より説明させていただきますのでよろしくお願

いいたします。 
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○伊藤委員長 

 担当。 

 

○焼酎醸造所主査 

それでは、令和元年度焼酎事業会計補正予算（第３号）につきましてご説明いたします。総括

表をご覧ください。上段歳入のご説明をいたします。 

財産収入につきましては、1千 818万１千円の減額補正としております。2～3月の売上に

つきましては、平成 30年度実績を基に算出しており、2月が 443万 7千円、3月が 490万

8 千円を見込んでおります。今後コロナウィルス等のまん延により、飲食需要や観光消費に影

響を及ぼす可能性もあり、売上収入が予定に満たない場合は専決処分する可能性があります。

繰入金につきましては、55万 1千円減額としております。 

内容といたしましては、繰入対象の人件費の執行残分につき、一般会計への戻し入れによる

減額補正となります。歳入合計で 1 千 873 万 2 千円の減額補正、補正後予算額は 1 億 2 千

350万 4千円となっております。 

続きまして、下段歳出のご説明をいたします。歳出につきましては、金額の大きいものを補

正対象として調整しております。総務費につきましては、職員給与費中の一般職期末勤勉手当

10万円、一般共済組合負担金円５万２千円、一般退職手当組合負担金で 20万円、それぞれ減

額。焼酎販売事務費中の旅費 20万円、消耗品費 48万円、通信運搬費を 45万円、消費税 90

万円、酒税 200 万円、社会保険料４万円、臨時職員賃金 15 万 9 千円をそれぞれ減額として

おります。施設維持管理事業費中の燃料費で 6 万 9 千円、改修工事実施設計委託料で執行残

31万円をそれぞれ減額としております。総務費計 496万円の減となっております。 

製造費につきましては、臨時職員雇用事業費として、労働日数の減少により社会保険料 30万

円、臨時職員賃金 310万円を減額しております。焼酎醸造事業費として、消耗品費につきまし

ては、資材使用量の減少につき、1千 5 万円、燃料費につきましては、重油使用量の減少につ

き、5万 2千円減額、光熱水費につきましては、電気使用量の減少につき 8万円の減額、加工

用原材料費につきましては 13 万円の減額、器具購入費で 6 万円の減額、製造費合計で 1 千

377万 2千円の減となります。歳入歳出ともに 1 千 873万 2千円減額の 1億 2千 350万

4千円となります。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今焼酎醸造所から説明がございました。このことに関して委員さんの御質問等ございません

か。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 非常に難しいレベルに入っていて、担当所長や担当者大変な思いでやっているのかなと。先

ほどの説明で歳入で既に２千万弱、実績で売上が落ちている。さらにコロナウイルス云々で落

ちる可能性もある。３月で専決させて欲しいとの部分、当然そうしないと欠格予算になります

から。それと歳出でいくと、さらっと行きましたけれども製造費の関係で人件費、職員が少な

かった 310万円はいいですけども、消耗品で１千５万円で、当初予算で確か２千 800万です
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から３分の１の執行残が出る。それで前回の常任委員会で令和２年度の予算で説明で受けてい

る時に全く財産収入は令和元年度現計予算とほぼ同じレベルで一般会計繰入金が３千 500 万

程度、歳出の関係でいくと製品の関係の棚か何かを１千万で作りますよと。さらに今回は減額

補正、消耗品がないということは、来年の消耗品はどうするのかとか考えた時にほぼ来年の予

算そのものが非常にもう最初から大幅に執行段階で調整していかないと成立しないんじゃない

かという危惧を本当に心配して持つわけで、２千万円以上令和２年度で財産収入が減れば一般

会計さらに１千万持って行って５千万繰出しでやっていくのかと。それと、前回の委員会で説

明あったように東京オリンピックの需用を見込まれてという販売がこういう形でやって行きた

いと、現状かなり所長や担当者は頭悩ましながらいるのかなと。本音で良い悪いじゃなくこれ

はどうしようもない話なんですけど。新年度予算との大きく関連してくる部分なので、本音で

ちょっと説明していただけないでしょうか。 

 

○伊藤委員長  

今の古谷委員の質問に対して答えられますか。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 平成 28 年度が全体の最高売上で１億 800 万だったと思います。現実的に 65 キロ販売を

目標にしておりますので、金額的にどうしても１億１千 500 万円という財産売払収入という

金額が出てくるんですが、現実的にいきますと１億 500 万から１億が現実的な通常でいける

収入かなと踏んでおります。 

ただ、前の新年度の説明をいたしましたけど来年に限っては東京オリンピック開催というこ

とで、そこの需用を若干見ておりますので数字的には前年度と同じ１億１千 500 万という数

字で考えております。ただ、それに伴って歳出も同じプラス・マイナス・ゼロということで歳出

を組まなければいけないんですけど、売れるだろうという気持ちもありますし、現実論も頭に

入れなくてはという部分もありまして、予算上は特需も予定しておりますのでこういう数字で

すが、現実的には先ほど言いました１億から１億 500 万ぐらいを歳出も含めた目標として運

営の方は行っていくという考えではいます。 

現実、特需の１千万分が出てきますので、それを歳出に組んではいるんですが、今回と同じ

実行で落とすことも考えながら実際には運営を行うというふうに現実な運営の方向性としては

考えております。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 もう１度、特別会計という形の中で本来的なあり方の中で財産収入は過剰の見込みをしてい

きます。そして歳出でそれが売れなければ例えば清掃費等のところで膨らみを持たせておいて

落としますというふうな経営というのは本来のあり方ではないはずで、今後焼酎の中期計画で

ある程度の色んなもの令和２年度は棚を直しますだとか設備の関係、今後既に出てますよね。

そういったことを見込んでいった時に現実的な最初の計画が既に揺らいでいるという前提の中
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でやっていかないと売れなければ歳出落とすからその歳出そのものが正当性はどこにあるか

と。全くその矛盾した考え方なんで、もう１回本当に現実的に目標は目標として、ある程度こ

の目標を持っていくという売上販売額。そして現実的なやっぱり製造にかかわる経費をきちん

と歳出の、その１割は幅はいいです。30％、40％を幅持たしておいて売れなければ落とすそ

ういった経営自体がですね本来的なあり方としてどうかと。やっぱり次予算がありますから予

算の段階でもしっかりもう１回検証させてもらおうかなと思います。 

ただ、担当者が苦労しながらやられているという事実はきちっと認めますのでただ、実態に

あった予算にしていかないと同じことの毎年繰り返し、今年度のツケは来年まわします、来年

のツケは再来年にまわしますという形、せっかく作った地域計画そのものが活きてこないじゃ

ないですか。もう１回本音と言いましたが、きちんと正面から受け止めて作り上げるという考

え方をしないとこれはまずいんじゃないですか。 

 

○伊藤委員長 

今の古谷委員に対する答弁を。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 予算上の話と、先ほどの現場の話との考え方もあるんですが、前の実績の時にも報告したと

思いますが、あくまで卸との関係は順調で売上についても伸びております。ただ、ちょっと町

内の方が下がっている部分もありまして、その辺も来年度に向けて販売促進を図りながらとい

うことを考えておりますので、また先ほども説明したとしました通り、東京オリンピック特需

ということも考慮して新年度予算を組ませていただいていますので、ご了承のほどよろしくお

願いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ここで議論するつもりはありませんので、やはりしっかりと実態に沿った形の中でやってい

くことが今必要とされている。じゃなければ焼酎事業そのものの存在に関わってくる。こうい

った実態の中でしっかりとした予算を組みきって、その中で課題があれば解決していくという

ことをしなければ今まで積み上げてきた焼酎事業のあり方の根本的な話になってしまいますの

で、そこをもう１回理事者としっかりと協議された上で、新年度予算の審議に望んでいただき

たいと思います。これ以上、所長や担当の現場の苦労はよくわかりますので。ただ、このような

ルーズな予算と決算の形になってくると信頼性に欠けてくるということは申し上げておきたい

と思います。答弁はいりません。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。今、色々と出ましたので大変だと本当に思っているんです。古谷委

員も同じ思いでいるとは思うんですけど、今言ったように本当に製造販売っていうことだけで

考えたらなかなか厳しい。実質今までもずっと何年も議論してきた部分だと思います。だから
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本当にその部分だけでどうこうっていうことを今後も本当に考えていくのか。あるいはこの事

業自体を違う位置づけとして考えていくのかということを、きっちりその理事者と話しした方

がいいじゃないかという意見なのかなという気もしますので、その辺も含めながら厳しいとい

うのは正直わかっていますので、色々と頑張ってみてください。それだけ伝えておきます。 

それでは焼酎醸造所の方これで終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは町民課の方入っていきたいと思います。町民課の方から提案案件がございます。町

民課の方より説明のほどよろしくお願いします。課長。 

 

○町民課長 

 町民課です。よろしくお願いいたします。町民課からは３月定例会に上程予定の記載の２件

についてご協議を申し上げます。 

１件目、令和元年度一般会計補正予算（町民課所管分）につきましては３月定例会に付議す

る補正予算の主だったものを御説明申し上げます。年度末を控え、各事業等の執行が確定し不

用額となっている執行残の減額を行います。また、昨年 12 月 26 日に開催されました斜里郡

３町終末処理事業組合議会で事務局職員の人件費等が増額補正されたことに伴い、清里町が負

担しなければならない額を増額補正いたします。 

２件目、令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につきましては保険給付

費等の事業費を含みます６千 593万７千円を減額補正するものでございます。なお、国保会計

後期会計ともにいまだ確定していない事業税、道費などの特定財源で実施しております事業に

つきましては、必要に応じ３月末日をもって専決補正をさせていただきたいと考えてございま

すのでご理解を賜りたいと存じます。詳細は担当者よりそれぞれご説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 私の方から令和元年度一般会計補正予算における補正予算概要のうち町民生活グループが所

管いたします事業の戸籍担当及び医療保険担当につきましてご説明を申し上げます。１ページ

ご覧ください。まず初めに２款総務費、６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費についてで

ございます。 

今年度行いました戸籍システム機器更新につきまして、更新業務が完了いたしましたので、

実績に伴い備品購入費 216万１千円を減額いたします。次に４款衛生費、１項保健衛生費、３

目各種医療対策費でございます。まず初めに後期高齢者医療療養給付費負担金事業でございま

す。後期高齢者医療給付費の確定に伴う、法定負担分の減額であり、繰出金 263万７千円を減

額いたします。次に国民健康保険事業特別会計繰出金事業でございます。本年度の国民健康保

険事業実績見込みにより繰出金 308万４千円を減額いたします。 

 

○伊藤委員長 
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 担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 引き続き、町民生活グループ、生活環境担当及び公営住宅担当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、３町終末処理場管理事業です。斜里郡３町終末処

理事業組合の事務局職員が人事異動により変わり、人件費が増加し負担金額が増額されました

ので、予算を増額するものです。増額する金額は 90万９千円、事業費総額は１千 738万１千

円になります。財源につきましては 90万９千円全額一般財源で計上し、１千 737万５千円に

なります。 

最後に７款土木費、３項住宅費、２目住宅建設費、公営住宅改修事業です。さくらんぼ団地の

外部改修工事の事業完了に伴う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 267万円、事業費総額は１千 296万円になります。財源の内訳につきましては、国庫

支出金の社会資本整備総合交付金を 33 万６千円増額し 552 万７千円、その他町営住宅使用

料を 32万７千円追加、一般財源は 333万３千円減額し 710万６千円になります。以上で説

明とさせていただきます。 

 

○伊藤委員長 

 町民課の方から令和元年度一般会計補正予算の説明がございました。委員の皆様何かご質問

等あればお受けいたします。ありませんか。よろしいですか。 

それでは２番、令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算の説明のほどよろしくお願い

いたします。担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 議案の２ページをご覧ください。令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

の概要でございます。下段の歳出より説明させていただきます。１款総務費については、事務

費の精査より 66 万円の減でございます。２款保険給付費については６千 449 万７千円の減

額でございます。今年度の医療費の実績が落ち着いていることからの減額でございます。 

５款保険事業費については特定健康診査等事業費において特定検査委託料の減に伴い 136

万６千円の減とそれから疾病予防費においてインフルエンザワクチン接種にかかる国民健康保

険負担分の増による 58 万５千円の増であり、款の合計で 78 万１千円の減額でございます。

６款基金積立金は基金利子による１千円の増であります。 

続いて上の歳入について説明させていただきます。１款です。国民健康保険税、こちらにつ

きましては補正額 165 万８千円の増額ということでございます。現在までの国民健康保険税

の調定額及び収入状況から鑑みまして増額補正をしてございます。 

２款使用料及び手数料については、補正額６千円の減額でございます。 

３款道支出金でございます。補正額６千 449万７千円の減額でございます。普通交付金につ

いては保険給付費に関連する項目であり、国民健康保険の都道府県化により保険給付に必要な

資金は北海道より保険給付費等交付金として交付を受けることとなっています。歳出で説明さ

せていただいたとおり、保険給付費が今年落ち着いていることによります減額補正を行うとい

うことでございます。 
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次に５款の繰入金でございます。補正額は 308万４千円の減額でございます。内容としまし

ては、基盤安定繰入金等の繰入の確定及び事務費繰出金の現時点での事務費の精査による減額

でございます。 

７款の諸収入でございます。11万６千円の減額ということであります。こちらにつきまして

は収入額が確定しました延滞金、預金利子、雑入等につきまして減額するものでございます。  

最後には、８款の国庫支出金でございます。補正額は 10 万８千円の増額でございます。令

和元年度にオンライン資格管理に係るシステム改修を行う予定となりました。この費用につい

て社会保障税番号制度システム整備費補助金を受けるものであります。歳入歳出の総計としま

して６千593万７千円の減額を行いまして現計予算から補正後の予算で６億７千645万３千

円とするものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 町民課の方から国民健康保険事業特別会計補正予算についての説明がございました。委員の

皆様方の御質問等あればお受けいたします。何かございませんか。よろしいですか。 

それでは町民課から提案ありました２点含めて全般で質問ございませんか。よろしいですか。

ないようでしたらこれで町民課の方終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは産業建設課を始めたいと思います。産業建設課の方から４点ほど提案がございます。

説明のほどよろしくお願いいたします。課長。 

 

〇産業建設課長 

産業建設課からの協議報告事項４件につきまして概要の御説明をいたします。 

１点目、清里町営牧野条例の一部を改正する条例につきましては前回の常任委員会において

御説明いたしました通り、長期間使用していない牧区の廃止につきまして条例の改正を行うも

のであり牧野の位置及び面積について改正するのでございます。 

２点目、令和元年度一般会計補正予算（産業建設課所管分）につきましては事業費の確定に

伴い、予算の整理を行うもので、主なものを記載しておりますが、１点ですが網走森林組合出

資金につきましては今年度分の配当金を出資金の増額分に充てるものでございます。 

３点目、令和元年度簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）及び４点目、令和元年度農業集

落排水事業特別会計補正予算（第２号）につきましても事業の確定により予算の整理を行うも

のでございます。詳細につきましては担当より御説明させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 

○伊藤委員長 

担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 それでは清里町営牧野条例の一部を改正する条例を説明いたします。１ページをご覧くださ

い。改正理由ですが町営江南牧場のうち、長期間にわたり使用実績がなく今後も使用する見込
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みがない第６牧区から第 10 牧区を廃止し現在使用している第１牧区から第５牧区において、

牧場運営を行うものとするため、牧野の位置及び面積について改正するものです。改正内容に

つきましては条例の第２条において定める牧野の位置及び面積について今回廃止する第６牧区

から第 10 牧区について除外し第１牧区から第５牧区の位置及び面積とするもので改正前の位

置、清里町字江南 807番地及び清里町字江南 808番地、面積 202.8680ヘクタールから改

正後の位置、清里町字江南 807 番地３、清里町字江南 807 番地 22、清里町字江南 807 番

地 23、清里町字江南 807番地 25の一部、面積 79.9700ヘクタールに改正するものです。 

施行期日は令和２年４月１日からとなります。２ページをご覧ください。こちらは清里町営

牧野条例の一部を改正する条例の新旧対照表となります。３ページをご覧ください。こちらは、

改正後の地番図と面積表になります。図面中央の色づけしている箇所が改正後の位置となりま

す。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、産業課の方から清里町営牧野条例の一部を改正する条例について御説明がございました。

委員の皆様何か質問等ございませんか。よろしいですか。 

それでは②令和元年度一般会計補正予算（産業建設課所管分）説明をよろしくお願いいたし

ます。担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 それでは産業振興グループ所管分の補正予算概要を説明いたします。４ページをご覧くださ

い。町有林管理費の町有林管理事務事業です。町有林管理業務外部委託いたしまして伐採予定

地の立木調査等を予定しておりましたが調査の方法を全木調査から標準値調査に変更したため

委託料を減額するものです。委託料を 82万円減額し財源は一般財源の減となります。 

次に、同じく町有林管理費の町有林新植事業でありますが、工事請負費 163万円の減額で入

札による執行残の減額となっております。財源につきましては造林補助金を 53 万６千円、一

般財源を 109万４千円減額としております。 

次に、同じく町有林管理費の町有林下刈事業でありますが、こちらにつきましても入札によ

る執行残の減額となっておりまして工事請負費 39 万２千円の減額となっております。財源に

つきましては道支出を５万１千円の増、林野基金からの繰入分を 44 万２千円減額しまして、

一般財源を２千円減額となります。続きまして、農地開発事業費の江南牧草地整備事業であり

ますが江南牧草地において実施いたしましたのり面と崩落個所の整備事業に係る入札執行残の

減額となっておりまして、工事請負費 16万６千円を減額し財源は一般財源の減となります。  

５ページをご覧ください。続きまして同じく農地開発事業費の農地開発事務事業であります

が、国営畑地かんがい事業の用排水用施設の賠償責任保険料につきまして保険料額確定による

減額で損害保険料６万１千円を減額するものです。財源は斜網地域維持管理協議会負担金助成

金の６万１千円の減額となります。 

続きまして、同じく農地開発事業費の国営畑地かんがい事業、斜網地域維持管理事業であり

ますが緑ダムの管理操作制御装置の行使に伴う負担金について入札による事業実績額及び補助

率の増による全体負担金額の減少に伴う清里町負担金の減額として 133 万５千円を減額する

ものです。財源は一般財源の減となります。 
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続きまして、同じく農地開発事業費の小水力発電管理事業でありますが、こちらは緑ダム小

水力発電の事務の準備費用となりますが、緑ダム小水力発電の稼働時期が１年延びたことによ

りまして予定しておりました準備事務費の執行がなかったため減額するもので、合計で 30 万

５千円減額し財源は小水力発電管理事務他町負担金を 23 万１千円の減、一般財源７万４千円

の減となります。 

続きまして道営整備事業費の地域用水環境整備事業でありますが緑ダム小水力発電の整備に

係る負担金であります。予定工事の実施年度変更や事業実績により負担金額が減少となったこ

とから、合計で１千 509万９千円の減額となっております。財源は一般財源の減となります。 

６ページをご覧ください。林業振興費の森林経営管理事業でありますが、森林環境譲与税に

より森林経営管理法に基づき森林所有者の意向を調査し、適切な経営や管理を行う事業で調査

実施に伴う執行残の減額として合計 113 万３千円の減額となっております。財源は森林環境

譲与税基金繰入金の減となります。 

続きまして、同じく林業振興費の網走森林組合出資事業です。本年は７万５千円弱の出資配

当が予定されておりその配当金から出資金として積み増しするものであります。出資予定額は

251 口、７万５千 300円で７万６千円の増額補正となります。財源は、森林組合配当金７万

５千円、一般財源が１千円となります。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

担当。 

 

○産業建設課主幹 

 それでは引き続き建設グループ所管分につきまして御説明をいたします。７ページをご覧く

ださい。環境衛生費、農業集落排水事業特別会計繰出金事業でございます。農業集落排水事業

特別会計におきまして事業実績に伴う財源調整により一般会計繰入金が 250 万４千円減額と

なったことで繰出金におきましても同額を減額するものでございます。財源内訳つきましても

一般財源の減額となります。 

続きまして道路橋梁費、道路等整備事業、こちらにつきましては町道補修工事等の実績に伴

う減額であり工事請負費の入札残等合計で 222 万３千円の減額となります。財源内訳につき

ましては、道路等占用料の実績に伴い、その他で２万円の増額と一般財源で 224万３千円の減

額となります。 

続きまして道路新設改良費、道路新設改良事業でございます。こちらにつきましては、財源

としておりました社会資本整備総合交付金につきまして、要望額に対し配分額が約４割程度減

額となったということ、また事業実績に伴う減額で委託料、工事請負費等合計で６千 750万７

千円の減額となります。財源内訳につきましては、工事費の確定等に伴いまして、国庫支出金

の社会資本整備総合交付金が４千 811万２千円の減額、地方債が２千 610万円の減額、一般

財源が 670万５千円の増額となります。 

続きまして住宅管理費、住宅用太陽光発電システム導入費補助事業でございます。こちらに

つきましては、今年度事業実績がなかったということで予算全額を減額するものでございます。

以上で説明を終わります。 

 



‐21‐ 

 

○伊藤委員長 

 産業建設課の方から一般会計補正予算の提案がございました。委員の皆様何か御質問等ござ

いませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ７款の土木費の道路新設改良費ですけれども、社会資本整備総合交付金が４割減になったの

で、どの線を当初計画から落としたのか。そしてその線の事業だと思うんです。面じゃなくて。

それは新年度に反映しているのか、その具体的な当初で組んだわけですから当然交付金が減額

になってどこかの工事をやめたわけですから、その線がどこなのか。そしてやめた所について

は令和２年度の中できちんと工事契約の中に入っているのか。 

 

○伊藤委員長 

担当。 

 

○産業建設課主幹 

 令和元年度につきましては事業費ベースで約１億６千万要望しておりまして、そのうち内示

額が概ね６割程度ついたということになります。その内４割減額となったため橋梁の補修設計

２橋みていたものを１橋にまず減らしております。 

それと清流橋の架け替え工事も計画しておりましたが、それも今年度の執行を見送っている

ということでございます。先ほどの橋梁設計１橋分と清流橋の架け替えについては令和２年度

について予算計上をしているということとなります。 

 

○古谷委員 

 了解しました。それって当初予算の中で、国土強靭化含めた部分での計画を５00～６00 万

円かけて新年度やりますという話の中で、現在うっている橋梁の関係の整備計画、社会資本の

関係での交付金が大幅に 40％半分くらいしかついてこないという流れの中で計画全体が変更

されていくだとか、新しい国土強靭化の方に乗りかえた、名称はわかりませんが国の予算です

からわかりませんけど、その辺の事業全体調整はどのように図っていくのか。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業建設課主幹 

 ただいま活用しております社会資本整備総合交付金につきましては、令和３年度から国土強

靭化地方計画が採択要件になってくるということになりまして、そちらの計画がないと重点配

分が受けられないということになってございますので令和３年度以降はそちらの計画に橋梁の

修繕等も乗せていってという事業の執行になろうかというふうに思っております。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 
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○古谷委員 

 基本的に了解しました。新年度の中でそういった計画に乗りかえて行く、採択要件で。これ

は一般質問でやろうと思っているんですけど、ただやっぱりずっと見ていると線の事業がもの

凄く少なくなってきている。窮屈になってきている、農業の事業がほとんど面の事業と機械の

導入事業へ変わっていっているという状況の中で、線の事業が非常に窮屈になっていっている

ことは事実だと思うんですよ。そういった形も含めて全体的なバランスをとっていかないと地

域経済とか地域の雇用だとか色んな分で影響が出ているのが事実ではないのか、その辺しっか

りと全体的な中長期的展望の中にたって農業事業で制度は拾えないとするなら国土強靭化の中

で線については長寿命化も含めた中でしっかりやっていくという方向転換をしていかないと、

従来の手法論だけではなくしてその辺は非常に地域振興の一般質問でさせていただきますけど

やはり考えていくっていう形になってくるのかなと。国の交付金減りました、事業量減りまし

た。仕事はありません。これは成り立っていかないのではないか。しかも当初見込んだやつが

40％減るということ自体も見込みのあり方もどうなのかということもありますけどもその辺

も含めてしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業建設課主幹 

 ここ数年、改築系の事業からインフラのメンテナンスの方に重点的な施策が移っているとい

うことでございますので、線の整備の方も改めて再改築というよりは、補修あと舗装系の事業

というところでそちらの補助金、または農道関係の道営事業を活用しながらメンテナンスの方

を行っていきたいと考えております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 やはり公共的な事業の中でこれだけ浮き沈みがある予算編成というか、これからですけども

ある程度やはり公共財の長寿命化、特に施設もありますけども最近農道だとか町道オーバーレ

イ１つするにしても交付金があるなしで、なかなか採択にならないと。停止をかけたり果たし

てそれが本当にこれからその長寿命化の中でライフラインとしっかりまとまって維持できるの

かなと。定期的なメンテナンスってこれからやっぱり最低限町政の中で道路保全事業債活用し

ながら最低限の部分はある程度弾力を持って本来はやっていかないと、色んな関連産業あって

関連の建設事業もあればそういうのもありますけども、そういう部分でもう少し配慮も必要じ

ゃないのか、これだけ年度によったらこの浮き沈み、僕もちょっと見た中で、ここ４、５年の中

の変動値かなりありますよね。だからといってどうだということではなくて、やはり町として

独自の最低限のインフラ整備の中の対応、そこら部分を農業関連である産業道路の方にもう少

し重点的に配分するとかその辺も考慮して次年度の中の話ですけども、あとは国土強靭化のプ
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ラン策定の中に落とし込みというかやっていって欲しいという期待でありますけども、そこら

辺も今後考慮していただきたいと思います。 

 

○産業建設課主幹 

 ただいまのご質問にありましたメンテナンス関係の事業でございますけれども、こちらにつ

いては２年ほど前から、国費だけに頼るのではなく地方債も活用し必要な部分については単独

費で充てながら必要な部分の修繕を行っていきたいというふうな考え方で行ってまいりますの

で、次年度以降も同じような考え方で実施してまいりたいというふうに考えております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。議長。 

 

○田中議長 

 町有林の管理事業の中で全木調査と標準値調査となって、今回標準値調査に変更してという

ことですけども、これはどういう違いがあるんですか。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 この調査方法ですけれども全木調査というのは文字どおり、木を１本１本全部調べて材積を

図っていく方法ということになりまして、これはかなり労力と時間がかかる調査方法となりま

す。一方で標準値調査というのはプロット、プロット。１つの区間を決めてそこの材積を図っ

て、それから全体の材積を推計するというやり方で、こちらの方が労力が軽減されるというよ

うな調査方法になります。 

 

○伊藤委員長 

 議長。 

 

○田中議長 

 今後もそういった標準値調査ということで進めていく、その事業というか内容によって変わ

ってくるのかどうなのか。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 標準値調査というのはこの材積を調べる方法としては一般的な方法ということになります。

全木調査というのはかなり時間と労力がかかるということで実際の材積を調べるには非常に近

い数字が得られる可能性があるということで、方法としては正確な方法にはなるんですけれど
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も、一般的に使われている標準値調査ということで業者さんの方についても広くその方法とい

うのは知れ渡っている方法でありますので、今後も入札の前段階でこの数値は標準値調査で調

査したものですということで業者にお知らせするという部分と、あと入札前に現地調査と現地

見学会ということで業者さんにも、現地の方見ていただいているという部分から、これからも

この標準値調査で十分できるということで変更しているものでございます。 

 

○田中議長 

 わかりました。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 太陽光発電システム導入費補助事業で実際に補助事業ってどれくらい売電価格も下がってい

る中で使われているのか。 

 

○伊藤委員長 

担当。 

 

○産業建設課主幹 

 ただいま御質問のありました太陽光発電システム導入費補助でございますが。今年度実績が

ございません。平成 30 年度が１件、29 年度が０件、28 年度が３件、27 年度４件、26 年

度 13件、25年度が 22件ということになってございます。 

 

○伊藤委員長 

岡本委員。 

 

○岡本委員 

 太陽光の関係で蓄電池の購入の電話とかよく受けるんですけども、家に対する蓄電池の今後

の何か、太陽光もいいですけど、そちらの補助となると結構意外と需要はあるんじゃないかと

いう気がしてるんですけど。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業建設課主幹 

 現時点では計画はございません。 

 

○岡本委員 

 もし、よろしければお願いいたします。 
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○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。 

次、清里町簡易水道事業特別会計補正予算の説明のほどよろしくお願いいたします。担当。 

 

○建設課Ｇ主査 

 令和元年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に関する予算概要について、議

案の８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、委託料公課費及び

工事請負費の不用額を減額するとともに積立金による財源調整をするもので、歳入歳出それぞ

れ 82万３千円を減額し予算の総額を６千 340万３千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。繰入金につきましては、基金繰入金を当初、工事請負

費の財源としておりましたが、請負残額及び財源振替調整が可能となり 82 万３千円を減額す

るものです。 

続きまして歳出です。総務費につきましては委託料、水質検査委託及び施設点検委託業務で

19 万７千円消費税確定による公課費 20 万円の不用額をそれぞれ減額し、合計 39 万７千円

の減額となります。施設費につきましては実施設計委託料の不用額 23万７千円、工事請負費、

メーター更新工事の不用額 57 万８千円を減額し、総額 81 万５千円の減額となります。公債

費につきましては当初予算計上時に元金及び利子に誤りがございまして元金償還金を２万円減

額し、支払利子に２万円増額するものです。基金積立金につきましては財源調整によるもので、

38万９千円の増額となります。 

これによりまして、歳入歳出それぞれ 82万３千円を減額し、予算の総額を６千 340万３千

円とするものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 担当の方から清里町簡易水道事業特別会計補正予算について説明がございました。委員の皆

様何か御質問等ございませんか。よろしいですか。 

それでは④番、令和元年度農業集落排水事業特別会計補正予算について説明をお願いいたし

ます。担当。 

 

○建設課Ｇ主査 

 令和元年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について予算概要について

議案の９ページによりご説明申し上げます。こちらにつきましても、実行予算に基づきまして、

執行額確定に伴い、主に不用額整理によるものです。歳入歳出それぞれ 423万１千円を減額し

予算の総額を１億２千 141万６千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。分担金及び負担金についてですが、今年度におきまし

ては、公共桝の新設工事が２件ございまして、うち１件が法人となり負担割合が個人と異なる

ことから分担金は 34 万３千円の増額、道支出金につきましては、農山漁村地域整備交付金額

の確定により 107万円の減額、繰入金は財源調整に伴い、一般会計繰入金 250万４千円の減

額、町債は事業費の確定により 100万円を減額するものです。 

続きまして歳出です。総務費につきましては一般管理費において、消費税額確定により公課
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費を 10万円、施設管理費の需用費、主に電気料を 100万円、施設管理委託料執行残 25万１

千円をそれぞれ減額し合計 135万１千円の減額となります。事業費につきましては、機能強化

事業実施設計委託業務が 214 万円、町単独工事請負費は請負残など 74 万円をそれぞれ減額

し、合計 288万円の減額となります。これにより歳入歳出それぞれ 423万１千円を減額し予

算の総額を１億２千 141万６千円とするものでございます。以上で説明を終了します。 

 

○伊藤委員長 

 担当より農業集落排水事業特別会計補正予算についての説明がございました。委員の皆様何

か御質問等ございませんか。よろしいですか。それでは本日産業建設課の方から提案されてお

ります４つの案件について総合的に何か質問等ございませんか。よろしいですか。 

それでは産業建設課の方これで終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは大きい２番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、３月２６日木曜日この会場で行う予定でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 大きい３番その他、何かございませんか。 

  

 

  ●閉会の宣告 

 

○伊藤委員長  

これで第４回産業福祉常任委員会を終了したいと思います。御苦労さまでした。 

 

（閉会  午後 ２時 55分） 


