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第１４回産業福祉常任委員会会議録 

平成３０年１２月 ４日（火） 

    開 会   午前１１時４５分 

    閉 会   午後 １時２８分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●町民課 

  ①平成３０年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について 

   

●保健福祉課 

  ①平成３０年度清里町一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

  ②ケアハウスについて 

 

 ●産業建設課 

  ①清里町気象情報連絡施設条例を廃止する条例について 

  ②農業集落排水施設機能強化事業について 

  ③緑ダム小水力発電事業について 

  ④平成３０年度除雪計画について 

 

 ●焼酎醸造所 

  ①平成３０年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）について 

 

２．意見書の検討について 

 ①日米物品貿易協定交渉に関する意見書について 

 

３．次回委員会の開催について 

 

 

４．その他 

 

 

○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 
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○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 

 ■町民生活Ｇ主査      藤森 宏樹       

 ■産業建設課長       藤代 弘輝    ■産業建設課主幹     酒井 隆広 

 ■産業振興Ｇ総括主査    北川  実    ■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 

 ■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 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第１４回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

 大きな１、町からの協議報告事項について。町民課提案ございます。課長。 

 

○町民課長 

 町民課からの協議報告事項につきまして、概要説明をいたします。平成３０年度国民健康保険事業

特別会計補正予算第３号は、国民健康保険の都道府県化に伴い構築いたしました事業報告システムに

改修の必要が生じたため、その改修費用につきましてシステムを管理委託しております北海道国民健

康保険事業団体連合会に対する負担金として、平成３１年の１月中に支払うことになりましたので補

正を行うものでございます。財源につきましては特別交付金により補填されるものでございます。詳

細につきましては担当が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 

 担当。 
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○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３号の概要を説明させていただきます。議案の

１ページをご覧ください。歳出を先に説明させていただきます。下段の表のうち、１款総務費で２７

万円の増、内訳につきましては、国民健康保険事業実績報告システムの改修経費に係る負担金であり

ます。改修の内容としましては療養給付費負担金及び財政調整交付金の算定法令の改正に伴うシステ

ム改修であります。なお改元対応も併せて行うこととなっています。 

続きまして歳入について説明します。３款道支出金特別交付金、２７万円の増であります。先ほど

ご説明申し上げました国民健康保険事業報告システムの改正経費について交付されるものでありま

す。歳入歳出とも、補正額２７万円を増額し、補正後の予算額７億７千８２万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 

 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３号についての提案説明がございま

した。各委員質疑を伺います。よろしいですか。町民課を終了します。 

 

○前中委員長 

 それでは保健福祉課２点ほど提案がございます。本日保健福祉課担当のケアハウスで昼食というこ

となので、その福祉課を終了後ケアハウスに向かいます。よろしくお願いします。それでは、提案説

明をお願いします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課から提案案件１点目、平成３０年度一般会計補正予算保健福祉課所管分につきまして、

障害者生活支援事業につきましては阿部総括より、保健福祉総合センター管理事業につきましては進

藤主幹より２点目のケアハウスにつきましては、長野参与よりそれぞれ説明申し上げます。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは１枚目の資料をご覧いただければと思います。一番上段ですが３款民生費、１項社会福祉

費、２目障害福祉費、障害者生活支援事業の補正です。平成３０年の４月から介護保険も含めて介護

報酬の改定がありまして、それによります各障害介護サービスの単価が改正されております。これに

伴いましてサービス受給者に係る給付費の増額が生じているということがございます。 

次に、精神障害の部門ですけれども、入院で今までいた方がグループホームなど入所によりまして、

今回障害福祉サービスへの移行であった方がいらっしゃいまして、それによっての新規給付が生じて

いることもございます。併せてですけれども、３年間で障害の区分を受けて、受給を行っていますが、

その更新時期と重なっているのが本年でございます。受給者の高齢化や状態によって区分の上昇傾向

が見られております。これらも給付費の増の要因であると勘案しまして、扶助費の施設給付費、年度

内所要額８００万円を追加するものであります。財源内訳としましては、障害者総合支援法に基づく

財源措置によりまして、国の５０％４００万、都道府県の負担１５％２００万となっており、残りの

２００万円は一般財源ということでございます。 
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○保健福祉課主幹 

 続きまして保健グループ所管の４款衛生費、１項保健衛生費、５目保健福祉総合センター費、保健

福祉総合センター管理事業における燃料費の補正でございます。本事業につきましては昨年の暮れか

らの燃料価格の高騰における施設管理における重油価格の変動による予算の不足によるもので、今回

２３９万６千円を補正するものです。以上です。 

 

○前中委員長 

 ただいま①平成３０年度清里町一般会計補正予算、保健福祉課所管分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ですが、よろしいですか。それでは②ケアハウスについて。 

 

○保健福祉課参与 

 それでは資料の２ページ目をご覧ください。まず１点目、ケアハウスの入居状況についてご説明い

たします。１１月３０日現在１８名の方が入居されております。内訳としましては、町内の方１４名

町外４名、夫婦につきましては２組の方が入居されております。まだ申し込みをされていないんです

けれども、申請書類をほしいということでお渡ししている方が町内と町外、各１名づつの２名の方が

いらっしゃいます。もし申し込みがあれば随時選考委員会を開催する予定となっております。 

入居者の生活状況についてですけれども、皆さん自由に外出されておりまして、また食事の方は、

この後皆さんも召し上がりいただきますけれども引き続き好評ということでございます。食事につき

まして配膳、下膳、あとご飯とか味噌汁をよそうのは皆さんがやっていらっしゃいます。入居者同士

も結構皆さんが仲良くされているということで、空いている時間で女性が多いんですけれども、男性

も含めて歓談されていたり、お食事の時間を皆さんご飯に行こうと誘い合って行かれているというこ

とです。毎月誕生会の開催しておりまして、また健康体操の方も継続をしてございます。 

２点目に入居者募集について、広報関係についてご説明します。１１月１日木曜日に管内２市５町

に配付されるフリーペーパーに募集記事を掲載したほか、取材がありまして１１月２７日火曜日の読

売新聞朝刊にケアハウスの紹介記事が掲載されたところです。問い合わせありましたけれども介護施

設関係者からの取り合わせが多いというふうに聞いております。 

今後の予定について３点目、ご説明いたします。入居者については常時募集という形をとっており

ます。体験入所について前回１０月にもお話をしましたけれども町広報に合わせてチラシを配布する

方法で詳細の方を調整しているところでございます。その他といたしまして１０月の本委員会でもお

話ありました食事について、１０月一杯、給食事業者の本部職員がいるということだったんですけど

も本部職員いなくなった後も引き続き好評でありまして、おかわりされる方もいらしてる状況であり

ます。また、１０月の委員会の際に入居者がなかなか増えないのは様子見なんでしょうかというお話

もあったかというふうに思いますけれども、社協の職員の方にお話を伺いますと、できる前はケアハ

ウスができたらすぐ入るとおっしゃっていた方も、いざ完成すると、もう少しちょっと家で頑張ろう

かなというふうにちょっと話が変わっていたりするというふうに、聞いております。清楽園のような

特別養護老人ホームの場合ですと、本人よりもむしろ御家族の方の意思で申し込みという形が多いの

ではないかと思われますけれども、ケアハウスにつきましては御本人が入居をするという決断をする

施設であります。気になってはいるんですけれども、やはりお年を召されてから住まいを変えるとい

う決断にはちょっと勇気や時間がいるのかなというふうに推測しております。 

ケアハウス職員は非常に親身な対応しておられておりまして、入所者の方からは非常に入って良か
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ったというふうな評価をいただいております。特に町内においては、入居された方の実際の口コミと

いうのは非常に重要であるというふうに考えておりまして、そういった話も今後町内に広がっていけ

ば、さらなる申し込みにつながっていけばというふうに考えております。実際に入居されている方が

町内の友達にケアハウスに一緒に入ろうというふうにお話いただいている話もちょっと伺っており

ます。 

今後の見通しですけれども、本格的な冬を迎えまして雪はねが大変ですとか、あと暖房の心配とい

ったことがあるかなということと年末年始に例えばお子さんと今後の住まいについてお話をする機

会があって、その中でケアハウスの申し込みということも考えていただけたらいいなというふうに考

えております。現在５０名のところ１８名ということで半分にも満たないということでそれは事実で

あります。ただ劇的に入居者が増える施策もちょっとなかなか思いつかない状況でありますが、今後

も指定管理を受けている、社協と打ち合わせながら、入居者確保策について進めていきたいというふ

うに考えております。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。質疑受けたいと思います。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 現在１８名ということで、いきなり４０名とか、そんな数字にはならないというふうに思っていた

んですが、これ極端に増えるってものじゃなくて、少しずつ増えて時間をかけながら行くのかなと。

そんなにいきなり減るわけでもないだろうしと思っているんですが、２番の入居者募集というところ

で、１１月１日と２７日に新聞に載っているんですが、この新聞の取材はそんなにあるわけじゃない。

この１１月の１日のフリーペーパーは、これも継続して定期的にこうやって入れていくのか、その辺

はどうなんですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 こちらの方は指定管理者であります社会福祉協議会の担当が随時このフリーペーパーの担当とや

りとりしながらやっておりますので、今後も時期は未定なんですけども、継続してやられていくので

はないかなと考えておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 

○池下副委員長 

 こういった広報ってやっぱり大事ですから、少しずつ入れるってことを考えたら、やはり、定期的

に職員と福祉協議会職員と密に連絡をとりながら１月に１回ぐらい、いれるように町側からもそうい

ったことを後押しするようなことでやっていただけたらなというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 
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○保健福祉課長 

 ただいま議員おっしゃられましたことを再度向こうの職員に伝えます。参考までに、１原稿この程

度の大きさになるんですけども、およそ３万円程度かかるような形になっています。ご了承いただき

たいと思います。 

 

○池下副委員長 

 ２市５町ということなんですけれども、当然ながら、我が町はほとんど毎月広報の後ろには、ケア

ハウスが載っているとかそういうふうなことで進めていった方がいいかな。うちの広報にはスペース

がないかもしれないですけど、その辺やりくりしながらやっていかないと、埋まっていかないんじゃ

ないかと。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 委員おっしゃられたとおり、広報のスペースもありますんで、担当のほうと詰めながら、逆に記事

が無い月もあるかもしませんので、それらを優先的に入れてもらう話でさせてもらおうかなと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに何か。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今入居者募集の関係で話しでていたんですが、フリーペーパーは解るんですが、例えば特養施設等

々であれば広域連携の中で病院なり何なりと連携をとりながら紹介されたりとかっていうことは起

こり得ているわけで、ただケアハウスに関しては介護とかではないわけですから、特養とかの入居さ

れるような方々は病院関係からの連絡とかいろんな連絡とり方があるんですけども、ケアハウスに関

しては、広域連携をとらなきゃいけないんですけども広域連携をとるときに、どこから受入れてもら

えないですかとかそんなお話がくるのか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

各両町ですとか、いろんな市町村があるんですけれど、ケアハウスの職員次長なりますけれど、そ

ちらの方に、出向いて、うちの施設できていますということで、お話をしております。斜里町なんか

の同じ保健福祉課の方に行ってやっております。そこにある地域包括支援センターとか、そこの人た

ちが御相談を受けて照会とかしますんで、それの方に対して、職員が行って顔を合わせて説明をして

いるということでご理解いただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ある程度わかったんですけども、その上で聞くんですが、今現在町外４名の方のうち、紹介といい

ますか、地域包括支援センターからの部分とかで来たものなのか、単純に個人で来たものなのか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず清里に、親族の方がいらっしゃいまして、こういう施設が出来たよという方がほとんどですね。

実際には内地からもこられ、清里町に住まれた方で、その方の親が来ているパターンとか。親族から

の紹介のパターンが多いということをご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ということは先ほど言ったそういうシステムの中から紹介されたとかということでは無いと認識

したんですけれども、その辺フリーペーパーとか広報とかもあるんですが、そちらのほうの連携もも

っと今まで以上、今までやってくれていると思うんですけど、もっと密にやっていただけたらと思い

ます。よろしくおねがいいたします。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 施設ですとか問い合わせが多いのが介護付きというお話。うちのスタンスとしてはやっぱり元気な

少しの見守りでと話しておりますんで対象にならないねと言うところが多いということで、ご理解頂

きたいと思います。ただ引き続きいろんなところに紹介等は行うと思いますので、ご理解頂きたいと

思います。 

 

○前中委員長 

 他に何か全体を通して何かよろしいですか。保健福祉課を終了し、午後の開催を１時３０分から開

催したいと思います。休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時 ７分 

再開 午後 １時００分 
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○前中委員長 

 それでは産業建設課４点ほどあります。課長。 

 

○産業建設課長 

 本日の産業建設課所管の案件につきましては、①につきましては、既存の気象情報施設、通称マメ

ダスの廃止に伴う施設条例の廃止の説明。②につきましては、来年度からの事業着手を進めておりま

す農業集落排水施設の更新工事の内容。③につきましては、昨年度から事業に着手し、３３年度から

の発電を目指しております小水力発電事業の進捗状況、④につきましては、本年度の除雪計画の説明

となっておりますので、順次担当より御説明をします。 

 

○前中委員長 

それでは①清里町気象情報連絡施設条例を廃止する条例について説明をお願いします。担当。 

 

○産業振興Ｇ主査 

 それではまず清里町気象情報連絡施設条例の廃止についてご説明いたします。清里町気象情報連絡

施設につきましては、平成７年より地域気象の的確な把握による自然災害等の未然防止と気象予測の

活用による地域振興を図るため、町内６カ所と斜里町以久科に１カ所の７カ所の設置により運用して

おりました。現在気象情報の取得につきましては、数年前よりＮＴＴドコモによりますデータの提供

を受けておりますが、来年度からは新たな気象システムによりデータの提供をうけることとなってお

ります。以上の経緯の中、当時設置いたしました清里町気象情報連絡施設につきましては、その役目

を終えており、条例の廃止を行うものであります。以上です。 

 

○前中委員長 

 ただいま①清里町気象連絡施設条例を廃止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。何かございませんか。よろしいですか。 

②農業集落排水施設機能強化事業について。よろしくお願いします。課長。 

 

○産業建設課長 

 ３ページをご覧ください。来年度からの事業開始の予定をしております農業集落排水施設の更新事

業につきましては、８月の常任委員会で概略をお話させていただきました。その後申請先であります

北海道との協議を行いまして、申請の内容がまとまりましたので、本日御説明させていただきます。 

まず、上段の清里地区につきましては、総事業費を２億３千５００万円とし、事業費の財源につき

ましては、半分にあたります１億１千７５０万円からは国からの交付金でありまして、町負担となり

ます残りにつきましては、地方債であります下水道事業債と過疎債の活用を予定しています。事業の

計画年度は現在、来年度から平成３５年度までの５年間としておりまして、事業の内容につきまして

は４ページに写真添付をしておりますが、機械設備として主に汚泥の脱水施設にかかわる機器、また

５ページの方に電気設備といたしまして、主なものとして自家発電気や各種計測機器を含めた、処理

状況の監視装置となっております。 

続いて３ページにお戻りいただきます。下段の札弦地区につきましては、総事業費を７千４００万
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円としておりまして、事業費の財源につきましては、清里地区と同様に、国からの交付金と地方債の

活用を予定しています。事業の計画年度は、現在来年度が平成３３年度までの３年間としておりまし

て、事業内容につきましては６ページに写真を記載しております。電気設備となるインバーターや各

種計測器を含めた処理状況の監視装置となっております。両地区とも、来年度が更新工事の実施設計

となっておりまして、本工事につきましては平成３２年度からとなっています。 

以上で、機能強化事業の説明とさせて頂きます。 

 

○前中委員長 

 ただいま農業集落排水施設機能強化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。 

それでは引き続きまして、緑ダムの小水力発電事業について、説明よろしくお願いいたします。担

当。 

 

○産業振興Ｇ主査 

 それでは小水力発電事業について説明いたします。資料の７ページをご覧ください。平成３０年度

についてですが、去る１０月１４日に北海道による入札がございまして、日本工営株式会社が８億２

千２００万円で落札してございます。この落札につきましては１２月に開催される道議会において議

決が行われ、その後本契約という流れになります。早ければ１２月中にも、調査設計に入りまして、

タービン等の機材のつくりこみ、各方面との検討事項の協議を開始し、来年度本格的に工事着手とな

ってきます。平成３３年２月ごろには試験運転を行いまして、平成３３年６月より稼働開始というス

ケジュールとなってございます。その間、本町は、１市３町により事務委託を受け、保安に関する技

術者の採用や保守に関する事項の準備を進めていきます。平成３２年には、事業の管理を特別会計で

行うことに伴い、特別会計設置の議決をお願いする予定となってございます。 

次のページをお開きください。工事費用の内訳でございます。上から説明いたします。まず、性能

発注分ですが、発電施設の設計から建設までの一体的な事業費となっております。事業費額８億２千

２００万円です。地元負担額２億５５０万円、内、清里負担分は４千９１１万５千円となってござい

ます。地元負担額につきましては、国５０％、道２５％、地元負担額２５％となっており、当町負担

分は、その２５％のうちの２３．９％。全体の額の約６％の負担額となってございます。 

次に、主要発注分ですが、送電設備や通信設備、ダムコンピューターなどにつき２億４千３００万

円、地元負担額６千７５万円、内、清里負担分は１千４５２万円となってございます。委託業務事業

につきましては、電気や施工管理などに４千４００万円、地元負担額に１千１００万円、清里分２６

２万８千円となっており、北電補償工事につきましては、北電柱の送電機能を強化させるための更新

などの補償に３億１千１００万円、地元負担７千７７５万円、清里１千８５８万２千円となってござ

います。事業費合計は１４億２千万円、地元負担額３億５千５００万円、清里町分は８千４８４万５

千円となってございます。以上で説明をさせていただきます。 

 

○前中委員長 

 ただいま、緑ダム小水力発電事業について、説明ございました。各委員より。伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 説明があった、地元負担分２５％があるんですが、そのうちの２３％が清里という理解なんですけ

ども、それ以外の部分の各市町村どれ位のパーセンテージなのか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 清里以外につきましては、網走市で２６．２、小清水町３１．３、斜里１８．４、大空は０．２、

これに清里町２３．９を足して１００％となっております。 

 

○前中委員長 

 ほかに何かございませんか。よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 総体金額が１４億２千万ということで、実際この３３年から事業としてやっていくのですが、これ

発電事業で年間の発電量はどのくらい見込んでいるのか。金額的にはどういうふうなものなのか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 あくまでも試算ですが、今現在の試算でいきますと、年間の運営が６千万ほど売上と見込まれてお

ります。 

 

○池下委員 

 発電量は。 

 

○産業建設課長 

 約２千ですね。約２千キロワットアワー。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

売上が６千万ぐらい。総体的に各市町村の割合は、うちの町と大空町とは違うわけですけど、この

６千万に対してそういう割合でいうことですか。配分されるのか。 

 

○前中委員長 

 課長。 
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○産業建設課長 

 仮に６千万売り上げがあったとして、それからこの発電施設にかかわる維持費を差っ引いた部分の

純利益を年間かかる畑かんダムの管理費に投入して、残りの分は同じ率で各１市４町で負担すること

になっています。ですから、この純利益分が１市４町の負担分が減るというふうに御理解いただきた

いと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。何かありませんか。 

僕の方から、今起きている事案というか、緑地区でかなりソーラーのパネルが設置されているんで

すよね。北電との連携という兼ね合いで水力発電が北海道主体で動いている部分があるんですけど

も、北電の工事を見込んで民間の売電事業者もかなり緑地区の遊休地の確保にかなり入ってきている

現実があるんですけども、どう捉えているのかなと思って質問したんですけど。何か情報提供あれば。

課長。 

 

○産業建設課長 

 情報提供できるものはないんですが、確かに今年みどりの道道沿いに関しましては、一気に送電施

設が建ったのは把握しています。我々の把握している部分では無かった案件なんですけど、ダムの発

電に関しましては３１年度から北海道電力と送電線の協議というものが、北海道のほうで行われるこ

とになって、思うに協議も終わっていませんし、始まった部分です。ですから協議の情報によって、

民間の発電の方が急にソーラーを設置されたものではないと考えております。 

 

○前中委員長 

 ちょっと危惧するのは、それに伴い再生エネルギーの全体量の上がったことより、送電線もかなり

太くなる。単純な考えですけど。そうなると全体の工事事業量も増すのかなって。一般論ですが。ち

ょっとその辺が１つ心配されるものがあったもののですから。 

 

○産業建設課長 

 よろしいですか。今は設置している部分に関しましては民間等の民間と北電との協議のもとに許可

を経て、あの送電発電施設を設置していると思いますので、北電に関しましても、今現在ある設備で

の受電を考えておりまして、あくまでも我々の整備するダムの発電において新たな線をひかれること

を想定して許可を出しているのではないと判断します。 

 

○前中委員長 

 勝又議員。 

 

○勝又議員 

 水力の関係についての売電の保障はされているのか。 
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○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 それは固定価格買い取り制度を通常ＦＩＴと呼ばれていますけれど、これによっては２０年間保障

されていまして、２０年間２９円ということでそのままいくことになります。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。よろしいですか。それでは④平成３０年度除雪計画について説明お願い

いたします。 

 

○産業建設課主幹 

 平成３０年度除雪計画につきまして御説明申し上げます。議案の１０ページをお開きください。ま

ず、除雪体制についてですが昨年からの変更点はございません。 

続きまして議案の１１ページ、除雪延長についてでございますが、農道を含めたところを１７０路

線、約１６５．６キロメートル。歩道３３路線、２６．５キロメートルを予定しております。出動基

準におきましては記載のとおりですが、積雪１０センチを目安に出動いたします。 

続きまして議案の１２ページ。車両体制についてでございますけれども、こちらも昨年からの変更

はございません。町の所有車７台、協力会社１０台の計１７台で対応いたします。１３ページの除雪

路線図につきましては参考として掲載しております。以上で説明とします。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成３０年度除雪計画について説明されました。各委員より何かございませんか。 

伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今回の除雪計画なんですけれども、出動基準の方なんですけれども、基本積雪１０センチというこ

との報告を受けたんですけれども、例年何年間見ていますと、あってはならないと言いますか、ある

べきではないと思っているんですけれども、清建関係と清里砂利さんの関係で出動の要件がちょっと

違っているんじゃないという話が出てきているわけです。そんな話ってあるんですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 あくまでも、出動に関しましては、清建の判断としております。基準にしております１０センチも

地域によって特性がありますんで、長年除雪を経験している中で、出動が必要というふうに判断した

時には出動し、あくまでも清建の判断におこなっております。 
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○前中委員長 

伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

清建が指定管理なんですけれども、その清建の基準でいいと思っているのですが、それ自体は適正

なのかどうなのかということは町としては任せきりのイメージなんですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 指定管理ですので基本的な部分でいきますと清建の判断と言いますけど、それに対して町は何も意

見を言わず、ただ見るという感覚ではなく、そこで差が生じた場合には、やはり協議が必要ですけど、

今までの経験からいきまして、町で必要だなと思う時は出動していますし、伊藤議員おっしゃるよう

に差が生じるようなことがあれば協議して、その後の除雪にあたることになると思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 除雪関係についてですが、町の路線の中で幅の広い道もあれば狭い道もあると。そういう中で、除

雪の仕方は非常に難しいんだろうというふうに思いますが、そういう中においてもあからさまに不公

平な除雪の仕方が事実として見受けられたことがあったわけです。そういうことがないように、指導

を除雪の仕方の道路の仕方、それぞれの道路における基本的な除雪の仕方は一定と思うんですが、あ

とそれにプラスその道路の幅条件やいろいろな条件の中というものも加味しらければならない部分

を越えた事例があります。後から、一般に町民皆さんから苦情の無いような、本当に適正なる運営と

いうものをもう一度、町のほうから指定管理者に伝えていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 除雪に関しましては公平に行っているものと思いますけどまだ感覚的なもので不公平を生じてい

るものがあるのであれば、そういう誤解はないように指定管理者ともそういう誤解を受ける除雪は無

い様協議してまいります。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。無ければ産業建設課全般において質疑あれば。よろしいですか。 
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○産業建設課長 

 最初の方の質問で年間の発電量なんです。私２千キロワットアワーとお答えしましたが、単位がち

ょっと読めないんですけど２０００ＭＤＨで、キロワットアワーではないことを訂正させていただき

たいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。何かあれば。終わります。 

 

○前中委員長 

 続きまして、焼酎醸造所説明をお願いします。 

 

○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補正予算第２号総務費で事務職員人件費の減額と製造費で燃料高

騰によります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。 

 

○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２号について説明します。資料をご覧ください。

上段の歳入につきまして繰入金が事務職員減により、一般会計繰入金８７２万２千円減で１千７４６

万２千円となっております。 

下段の歳出につきまして、総務費が同じく事務職員１名減で８７２万２千円の減で、６千４８０万

２千円となります。内訳は、一般給与で４２９万３千円、職員手当等で２０５万８千円、共済費で１

３４万４千円、負担金補助及び交付金で１０２万７千円、合計８７２万１千円の減となっています。

製造費につきましては賃金で９１万６千円の減、燃料について価格高騰などの影響で９１万６千円を

増となっております。以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成３０年度清里町焼酎事業特別会計補正予算についての説明ございました。各委員質疑

ございませんか。よろしいですか。全般通して何かございましたら、質疑よろしいですか。焼酎醸造

所を終らさせて頂きます。 

 

○前中委員長 

 それでは、大きな２、意見書の検討についてよろしくお願いします。 

 

○議会事務局主査 

 それでは２段目の意見書の検討について、産業福祉常任委員会所管が１件提出されておりますの
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で、１ページをお開きください。１ページにおきましては要望意見書という題名で記されております。

これは意見書と同様の取り扱いであるという旨を確認しておりますのでご了承ください。 

次のページを開きください。掲出依頼者は清里町農民連盟委員長二俣清史氏でございます。持参提

出でございます。 

内容につきましては、６ページをお開きください。日米物品貿易協定交渉に関する意見書です。記

以下を説明いたします。１、日米物品協定交渉は、ＴＰＰ水準を交渉のベースとしているが、米国政

府の強硬姿勢によってさらなる高い水準での農畜産物関税の削減撤廃等を求められるおそれがある

ことから毅然とした姿勢を貫き、安易な農畜産物関税協議は行わないこと。 

以上につきまして１２月定例会で委員長名での意見書を提出、また、内容のご協議をよろしくお願

いいたします。 

 

○前中委員長 

 ただいま日米物品貿易協定交渉に関する意見書についての提出依頼清里町農民連盟二俣清史氏よ

り提出がございましたけども、意見書案について何かございますか。よろしいですか。 

 

○前中委員長 

 大きな３、次回常任委員会について。 

 

○議会事務局長 

 次回常任委員会でございますが１月の２２日火曜日、総務文教常任委員会終了後、ここの会場で予

定しております。 

 

○前中委員長 

大きな４その他。よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

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

 

（閉会 午後 １時２８分） 

 


