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第９回産業福祉常任委員会会議録 

令和元年 12月３日（火） 

開 会  午後  1時 00分 

閉 会  午後  ２時 30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ケアハウスについて 

 ③網走厚生病院脳神経外科医療体制整備について 

 

●町民課 

 ①令和２年度国民健康保険税（仮算定）について 

 

●産業建設課 

 ①令和元年度一般会計補正予算（産業建設課所管分） 

 ②長栄橋補修工事に係る契約変更について 

③令和元年度除雪計画について 

④ジャガイモシロシストセンチュウの対応について 

⑤小水力発電事業について 

 

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  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      

 

 

○欠席委員   なし 
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○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   ■子ども子育てＧ総括主査  鈴木由美子 

■福祉介護Ｇ総括主査    寺岡 輝美   

■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 

■税務・収納Ｇ主査     土井 泰宣 

 ■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   ■産業振興Ｇ主査      吉田 慎治 

 

  

○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 

  第９回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

○伊藤委員長 

保健福祉課の方から３点ほど提案がございます。説明の方よろしくお願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からの案件３件につきまして、１点目と３点目を私から、２点目を寺岡総括主査よ

りご説明申し上げます。 

まず１点目の令和元年度一般会計補正予算、保健福祉課所管分をご説明いたしますので 1 ペ

ージ目をお開き願います。 

3款民生費、2項児童福祉費、1目児童母子福祉費につきましては、平成 30年度における特

別児童扶養手当の交付金額確定に伴い返納金が発生しましたので、一般財源で 4 千円を計上し

ています。4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費につきましては、11月 15日の

本常任委員会でご説明した清里クリニックの備品購入事業で、電子カルテシステム 982万１千

円レントゲン撮影システム 559 万９千円の合計１千 542 万円を一般財源で計上しておりま

す。同じく網走厚生病院脳神経外科開設負担金事業につきましては９月定例会で債務負担行為補

正追加の議決いただき、前回の常任委員会で説明しましたとおり、医師派遣協力医より開設にあ

たり必要機器類増の要望に応え、過疎債 660 万円、一般財源 62 万８千円の合計 722 万８千

円を計上しております。なお、各市町の負担額等は３点目の網走厚生病院脳神経外科医療体制性

施設整備でご説明いたします。以上です。 
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○伊藤委員長 

 今、保健福祉課の方から令和元年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）の説明をされまし

た。このことに関して委員の皆様から意見等あればお伺いしたいと思います。ございませんか。

なければ２点目の方よろしくお願いします。担当。 

  

○福祉介護Ｇ総括主査 

 令和元年度ケアハウス入居状況について御説明いたしますので２ページをお開きください。１

番目の入居者数です。11 月 27 日現在の入居者数は 36 名で入居承認３名を合わせまして 39

名となっております。男女別は男性が８名で承認１名の９名、女性が 28名、承認２名の 30名

となっております。市町村別につきましては清里町 24 名、承認 3 名、合わせまして 27 名、

斜里町２名、北見市５名、美幌町３名、小清水町１名、道外１名となります。サービス種別は一

般 34名、特定５名でサービス利用の内訳は記載のとおりです。 

介護認定者は 14名で要支援１が 10名、要支援２が３名、要介護２が１名です。入居者平均

年齢は 84.4歳で内訳は記載のとおりです。２の入居選考委員会の開催状況です。平成 30年度

は５回の入居選考委員会を行い申込者数 29名、不承認３名、辞退４名で計 22名の入居者とし

て決定しております。 

令和元年度は現在までで８回の入居選考委員会を開催し申込者数 19名、辞退１名で、18名

を入居者として決定しております。平成 30年度、令和元年度の合計で申込者数 48名、不承認

３名、辞退者５名で、差し引き 40名の入居決定をしております。なお、40名決定のうち、11

月に１名お亡くなりになっておりますので、現在 39名が入居決定者となっております。以上で

説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、町の方からケアハウスについての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。よろしいですか。それでは３つ目の方の説明をよろし

くお願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

３点目の網走厚生病院脳神経外科医療体制整備について、ご説明いたしますので、３ページ目

をお開き願います。 

11月 15日開催の本常任委員会で「網走厚生病院における脳神経外科医療体制整備に関する

協定書について」令和元年 11 月 1 日付けで３者協定の締結がされ、購入機器増における負担

額増額に対し、各市町で 12月定例会において債務負担行為限度額の補正等により、脳神経外科

医派遣協力医の要望に応え、より安全な手術対応等を実施したい旨を説明させていただいたとこ

ろであります。 

この度、各市町とも常任委員会等を通じ各議会に説明し、一定の御理解をいただけたことか

ら、各市町の負担率等を定めた１市４町による覚書を協定書締結日に遡って締結いたしましたの

でご報告いたします。 

覚書の主な内容は、5ページでご説明いたしますのでお開き願います。 

 協定書第 2 条、覚書第 1 条に係る各市町負担割合、負担額については前回の常任委員会で口
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頭説明いたしましたが、再度ご報告させていただきます。 

 協定書 2億 1 千 999万５千円に対し、機器類増の購入額が 2億４千 91 万５千円となり清

里町の負担額は表の右側になりますが、３％、当初 660万円、購入機器類の増で 62万８千円

増となり 722万８千円を先ほど説明した補正予算として計上しております。なお、他の市町の

負担額は、網走市が 80.3％、１億７千 665万６千円から１千 679万８千円増の１億９千３4

５万４千円、斜里町が 7％、１千 539 万９千円から 146 万５千円増の１千 686 万４千円、

小清水町が４.2％、924万円から 87万９千円増の 1千 11万９千円、大空町が 5.5％、１千

210万円から 11５万円増の１千 325万円となります。 

 次に協定書第６条覚書第２条につきましては、脳神経外科に係る収支の損失額を５千万円と仮

定した場合の、各市町の負担額を説明いたします。 

 清里町の負担率・負担額は表の右側 7.7％、385 万円となります。他市町の負担は、網走市

56.3％、２千 815万円、斜里町 18.3％、915万円、小清水町 8％、400万円、大空町 9.7％、

185 万円となります。負担額の予算計上は、厚生病院の収支報告の後になりますので、毎年 6

月または 9月補正になる予定ですのでご理解をお願いします。 

なお、8月 28 日開催の常任委員会でご説明いたしましたが、損失額が 5千万円を超え 6 千

500 万円までは網走市が負担し、6 千 500 万円を超えた場合は、只今説明させていただいた

各市町負担率により算出した額を負担することとしております。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、網走厚生病院脳神経外科医療体制整備についての説明が町の方からありました。委員の皆

様何かご質問等があればお受けいたします。ございませんか。よろしいですか。 

 私の方から１点だけ参考までに。負担率ありますよね、負担率でまた第１条の部分と第２条の

部分で、例えば市町村によっては清里でいったら第１条の方は３％で第２条で 7.7％ですよね。

倍いっているところと、逆に大空町ですとか小清水町ですと倍までいかないという、この負担率

の違いはどういうことでこういうことが生じているのかお聞きしたいんですけど。課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず、機器購入につきましては、以前もお話させていただいたんですけども斜網地域における

救急医療体制づくりの２次救急分の率をそのまま使わせていただきました。それから第２条につ

きましては脳血管疾患患者の搬送実績に基づきやっておりますので、こちらは大体３年後ごとに

見直しをかけていこうと思いますので、こちらもしかすると率が変わってくるかもしれませんの

で、その時はまたご報告をさせていただき覚書の方の変更をさせていただかなきゃいけないかな

と思っております。 

 

○伊藤委員長 

 わかりました。他、何かございませんか。ないようでしたら保健福祉課全般に対して、何かご

ざいませんか。副委員長。 

 

○勝又副委員長 

 すでに終わったことで済んじゃったとこなんですけど、１ページの電子カルテのシステムの関
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係なんですけど、昨年度経営がおぼつかないということでの診療所の補助を決めたわけなんです

が、その当時の電子カルテの金額って 830 万かそのぐらいではなかったかなと思うんですけ

ど、これは 982万ということでこの金額の差は１年ぐらいで値上げになったのか、ものが違う

のか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 当時と比べて、まず消費税が上がった部分もありますし、機器購入の部分で実は病院とも話し

て将来的にその入院病棟の再開もですね。実は副院長の方は考えてもいるような形であります。

休止している方でも繋ぎ込みができるような体制づくりもしたいということでお話がありまし

て、若干副委員長がおっしゃられた数字より高くなっているということで御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、何かございませんか。 

 

○田中議長 

 ケアハウスの入居状況を報告されたわけですけれども、本当になかなか途中で 40 名までい

くのが失敗したわけですけども担当職員の努力の形で 40 名になったわけで。今後待機者とい

うか考えている、迷っているという清里町でそういう方がまだおられるのか、それとも今後何名

までせっかく地元ですから地元の人が入っていただければ良いわけなんですけども、これも順番

に申し込み順に他の町村からも申し込みがあったらどんどん入れて 50 名になるまで入れて行

くのか。そういった考えがあったら聞かせてください。 

 

○保健福祉課長 

 まず待機者という考え方は持っておりませんで、申し込みが来たら記載のとおり毎月選考委員

会を開催させていただいております。残り 10 室になりましたので今までは町外にも広く出し

ていたんですが、今回は 12 月 15 日のお知らせの時に社会福祉協議会の方で町内向けのチラ

シで残り 10 室になりましたということで、まずは出していこうという形で進めると聞いてお

ります。今後、それでもいなければ、やはり町外に向けていかなければ 50床、満床にしていか

なければやはり町からの持ち出しも多くなってくるのがございますので、それを考えていきます

と、その後は町外ももう一度周知をしていかないといけないというところでありますので、とり

あえず 12 月 15 日の段階では町内向けのお知らせをす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。池下議員の方から発言を行ってよろしいでしょうか。池下委員。 
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○池下議員 

 クリニックのことでお伺いしたいんですけども、今回令和２年、３年で債務負担行為の１億２

千万負担するということが決まったうえで、12 月定例議会にこうして電子カルテ等１千 500

万以上の補正が組まれていると思うんですけれども、11月の頭だったと思うんですがインフル

エンザもチラシが入りまして町民の方も予約をしたいということで連絡をした際に、普段うちの

病院に来ていない方は今年は駄目ですと断られたと。実際私が本人から聞いた話ですので来年ま

わしになるんだと。その方は去年もインフルエンザをクリニックで受けているらしいですが、町

からこういう支援を沢山していながらそういう対応をとるというのはいかがなものかなという

ふうに思いまして、クリニック側とそういった話もしていって欲しいと。私これ作り話してるわ

けじゃないので笑って対応していますけども実際にそういう話があったということでその辺承

知しておいて欲しいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 私が確認している間では、今おっしゃられたとおり、現在予約をしても年明けになってしまい

ますという回答はされているようでございます。ただ、日頃かかってないからうちでは受けませ

んなんていうことであれば、それは言語道断でありまして、もしそれが本当であれば、強く私の

方から抗議します。それは当たり前のことであって、うちの一次医療を守る上で町としても支援

を出しているわけですけれども、実際この病院でいきますと、やはり看護師の体制、先生の体制

で、１日の接種の数というのは決められるわけなんですね。うちがこういう状態で年明けになる

ということで、小清水の日赤にも確認したんですけれども、やはり同じような状態でちょっと

12月いっぱいでということでお話はされているようです。斜里町に行きますと国保病院ですと

か自分でやってる病院がございますので、そちらのはまだ可能みたいなんですけども、どうして

もスタッフの疲弊の部分も考えていかなければいけない部分がございますので、その点は御理解

をいただかなければ１日の接種人数ですね。御理解をいただけなければいけないのかなというふ

うに思っています。ただクリニックとしても 12 月のチラシ見られたと思うんですけど月曜日

に新しい先生が１人、接種専門で 10 時から来ている方もいらっしゃいましてその部分で対応

している部分もございますので御理解をいただきたいと思いますし、ただいま池下議員から言わ

れたのが本当であれば毎月定例をやっておりますし宮下先生と直接私の方からお話もできます

ので厳重な抗議はしたいと思いますけども、本当だということで、私も言うことにさせていただ

きます。 

 

○池下議員 

 当初、チラシが入った時に裏面に接種の予防日というのかな、月曜日と金曜日と土曜日と書い

てあったんですけども実質火曜日から金曜日、訪問診療もしているんだろうなと思いますけど

も、やはりインフルエンザって今北海道でもあちこち学校閉鎖、学級閉鎖相次いでおりますけど

もやはり 12月過ぎるまでには、皆さん受けたいなと思ってる方が大多数だと思うんですよ。そ

こで 12 月に入ってから今週はちょっと無理なんですっていう話であればわかるんですけれど
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も、11月の中に連絡をとった時にそういった話だということで私はこれをどうかなというふう

に思ったんですけども。やはり１次医療とはいえ、財政支援を町から受けているということに関

して言わせていただければ、そういった対応でいいのかというふうに私も思いました。そこは課

長も副院長さんと十分話し合っていただきたいというふうに思います。 

 

○保健福祉課長 

 先ほど申しました通り、断る理由が議員おっしゃられた通りであれば、私も厳重に注意させて

いただきます。ただ、クリニックとして接種の数というのはやはり看護師の疲弊それから副院長

の疲弊とか先生方の疲弊も考えていきますと、ある程度決められた数でいかなければいけないの

かなというのも理解をしなきゃいけないところなのかなと思います。町の方に実は予約したんだ

けど年明け前駄目だったんだと、そのような電話が来ているのが現実でございます。そんな中で

クリニックの方には最大限の努力をお願いしているんですけども、看護師等の人数も限られてお

りましてその方たちがばったしてしまいますとそれ以上打てなくなってしまうという部分があ

りますので、６千万円の支援は行ってはいるんですけどもそこで働いてる方も守らなきゃいけな

いっていうところですし、何とか御理解をいただきたいなと思いますし、先ほど申しましたとお

り断り方がそれであれば、厳重な抗議はさせていただこうと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 基本的には今課長が言ったこと、よくわかるんですけど制度的な欠陥じゃないのか。というの

は制度的欠陥というのは基本的にはインフルエンザ等の接種というのは町民のインフルエンザ

の罹患する部分の防止ですよね。主たる目的は。その中で現実的にクリニックの体制の中で、今

課長がおっしゃったとおり医師の数とか、看護師の数だとか今の訪問医療体制とか色んな仕組み

の中でなかなか十分に対応できない状況があるとするならば、今年度は無理としても来年度以降

接種に関する部分の補助のあり方みたいものをフラットでもう１回どうあるべきか、全てが清里

クリニック優先であるべきなのかどうか、できないところにやってくれというの自体が無理であ

って、ある町民にとってはやはりひと月半だとかひと月だとか断ったというのは別な話ですよ。

それは置いておいて町民優先でバランスをとっていくべきじゃないでしょうか。従来的に学校医

の関係ですとかたくさん事業を抱えながらやっているという状況であるので物理的に難しいと

いう状況であればそれをカバーしていくような制度の仕組みにもう１回フラットにして検討し

てみるということも来年度以降は一考を要するのではないかと。私も今回よく聞きました。断っ

た話じゃなくて年を越えるだとか申し込んだけれどもひと月半置かれるだとか。どうしてなんだ

ろうねと言う時に、なかなか説明しがたい部分があるということも含めて今年度は無理にしても

来年度以降どこに主眼を置くべきか、制度の仕組みそれをフラットな部分でもう１回担当課、診

療所含めて検討していただく。病院の経営優先じゃないですよね。両方が両立する形の中におい

て町民もしっかりとそういった健康が保持できるような仕組みというものを考えていかないと

できないところに全部無理を言ってひと月待てとか、年越えますということ自体が矛盾している

わけで、もう１回そういった検討も含めて今後ぜひ担当課の中でやっていただけないか、このよ
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うに考えますが。あくまでも診療所優先なのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長  

まず、全ては診療所を優先しているわけではなくて、入院患者ですとかお子さんですとか、そ

ういう場合にですね、必要な場合につきましては他の医療機関からの申し出を受けまして、そち

らで接種をしているのが現状であります。健康な方につきましては 10 月の今年は 21 日から

予約を受けまして接種をしていたと思いますので私は 10 月の段階で受けましてすぐに。私が

なってしまったら周りが動かなくなってしまいますのでというのもありますので、自費で接種の

方が行っております。古谷委員言われた部分もございまして、中では実は話してはいるんです

ね、正直言いますと。ただ町の方から支援をしているところで経営はどうなんだ、経営は一番じ

ゃないよねとおっしゃられましたけどやはり私としては清里クリニックに少しでも売り上げを

上げていただきたいという部分もございまして丸きりゼロではないんですけれども、清里クリニ

ックでの接種をまず１番に考えているのが私の立場としての考えでございます。ただ、正直言い

まして、町の方に電話もいただいているような形でありますので、それらも含めた中でクリニッ

クの体制としてどこまでできるのかというとこも含めて検討はしていかなければいけない部分

かなと。また以前決算委員会でしたか、堀川議員から数年前はワクチンが足りなくて打てなかっ

たという理由があって、それはいただけないなという部分がございましてワクチンが足りなくな

らないようにということは強く病院側の方にお話をしていたのが現状であります。 

今後どういうふうな進め方をとるかというのは考えていただければいけないと思いますが、両

立した考えをもって検討していこうと思います。ただ先ほど申しましたとおり、入院患者さんで

すとか、小さいお子さんですとかそれらにつきましては他の医療機関でも接種は可能としており

ますのでご理解をいただきたいと思います。 

 

○古谷委員 

 今課長おっしゃった部分で経営も成り立ってもらわなくちゃいけないですけど、現実的にどこ

に優先していくかという時、町民から苦情が出てくるというのは、そのバランスを欠いていると

いうことであって、それはそれとして事実として受け止めた中において病院が能力的に出来ない

部分についてはどこがカバーしていくのか。例えばこの後違う課から国民健康保険の医療費の増

高に伴う部分で医療費の改定が出ているでしょう。予防という形とそういうものがどういうふう

に合理的になされているかということについて、今言ったような清里クリニックの経営というこ

とも大事にしつつも現実的な対応と医療の話ですからやっぱり。しっかりとその辺の考え方をど

こに視点を置くかということどこかで点検をしていく。実態に応じた対応をしていくというのが

素直な話であって決して清里クリニックを否定しているわけじゃなくて、出来ないとこに求めて

も出来ないわけであって、現実的にひと月、ひと月半、予防接種を受けられない実態はそれを可

とするのかとそういう話になりますから。それを含めてもう１回きちんと来年度以降に向けて変

更のあり方について検討するのはやぶさかではない、このように感じますが。 

 



‐9‐ 

 

○保健福祉課長 

 先ほども申しました通り、原課としても何も考えてないわけではございません。どういうふう

な形が一番いいのかということを中でお話をしておりますし、今後、来年度はどうなるかってい

う部分はありますが、例えば農協の職員さんでいきますと今まではクリニックに行ってやってい

た部分を、宮下先生と看護師さんがそちらに行って接種をして罹患しないような形でやっていた

り、クリニックとしても最大限の努力はしていただいているような形であります。先ほど申しま

したとおり、中での打ち合わせというか、きちんと話はしておりますのでその中でどういう体制

がとれるのかということで今後の検討材料になるかなと、このように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 

 よろしいですか。他、何かございませんか。 

なければ保健福祉課の方を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始めたいと思います。町民課の方から１点提案がございます。説明の方よ

ろしくお願いいたします。課長。 

 

○町民課長 

 町民課からは令和２年度国民健康保険税の仮算定について現在の状況を報告いたします。11

月 19 日に、国保の市町村連携会議が北見市で開催されまして当町からも２名参加してまいり

ました。その時に北海道より提示のありました令和２年度保険給付費の推計値をもとに、必要と

なる国保税を仮に算定をしましたので常任委員会に状況を報告するものでございます。 

なお、あくまで仮に算定した通知でありますので変更があることをご承知おき願いたいと思い

ます。１月の本算定に向けまして数値を精査して確定させてまいります。詳細につきましては土

井主査と藤森主査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。 

 

○税務Ｇ主査 

 それでは私から御説明させていただきます。資料の１番をご覧ください。下の２つの表が 11

月に北海道から示されました令和２年度の納付金と納付金納付に必要な保険税額に関するもの

です。１つ目の表、算定基礎となる全道の推計値からご説明します。表の左の列から、１人当た

り診療費、被保険者数、診療費の総額、国保財政から負担する保険給付費となりまして、北海道

は「全道推計値」と「市町村個別の実績値や推計値」から全道市町村ごとの納付金と必要保険税

額を算定します。数値をご覧いただきますと１人当たり診療費は増加しますが、被保険者数、診

療費総額、給付費は減少と見込んでおりまして、保険給付費は前年度推計より 27 億７千 400

万円ほど減少という見込みとされております。欄外の注意書きにございますが、この推計値には

診療報酬改定分ということで、これが反映されていないため今後変更される見込みであります。 
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次に２つ目の表をご覧ください。こちらが全道の推計値と各市町村の推計値を用いて仮算定し

た清里町の納付金と必要保険税額となります。太枠で囲ったところが令和２年度の推計値です。

表の左の列から、納付金、必要税額、その内訳となりまして下段には平成 30年度、31年度の

確定値を比較として記載しております。まず納付金ですけれども昨年度と比較して１千１00万

円ほど減少しています。これは先ほどご説明した全道の給付費が減少していること、それから清

里町の数値も被保険者数や所得総額が減少していることが要因となっています。 

必要税額をご覧いただきますと、納付金減少に反しまして前年度と比べて２億２千 700万円

と前年度より増加している形となっております。 

これは枠内の記載にありますように低所得者の世帯の均等割、平等割の軽減措置、こちらの方

の減額の見込み、これがまだ反映されてないためこのような数値となっております。全道の数値

も清里町の数値もこれから変動する要素がありますが、令和２年度につきましては前年度より納

付金、必要税額とも減少していくというふうに見ております。 

今後、北海道から年明け１月下旬ぐらいに確定に近い数字か示されましてその後、微調整の

後、２月に確定数値が示されると見込んでおります。清里町の税率についてはこの仮算定の内容

を参考にしつつ試算を行ってまいりまして１月から２月中旬にかけて具体的な税率改正案を示

していくと考えております。 

続きまして２番目をご覧ください。こちらにつきましては先日北海道が主催した会議で示され

た内容となっております。国保事業の今後の動きと課題についてということでお話させていただ

きます。国保事業の都道府県化にあたりましては、北海道が国保運営方針を策定し、３年ごとに

計画を見直すこととされています。方針の中では保険税を統一保険料としていくことや、医療費

の適正化について示されており、次期計画は令和３年度から３年間となります。現在、北海道で

策定をしている最中です。医療給付費を道内全体で負担する仕組みとなったことから、保険税の

負担も公平となるよう統一保険税を目指していくことになりますが、様々なステップがあり、ま

ずは保険料水準の統一という段階に入っていくことになります。保険料水準の統一では次のよう

な課題があります。まず１つ目は資産割の廃止です。保険税の算定方式を３方式に統一すること

で、道内市町村の保険税算定基準が統一されることになります。 

 ２つ目が賦課割合を標準保険料率の賦課割合に合わせていくことです。これまで応益・応能割

は 50：50として政令で示されていましたが、50：50とすることは実際は困難で、市町村ご

との所得水準に応じた賦課割合になっているのが実態です。市町村ごとの実態上の賦課割合に近

い標準保険料率を採用していくことで、北海道全体の保険料率が統一の方向で収束していくと北

海道からの説明を受けております。 

 ３つ目が納付金算定の係数αとβの見直しです。αは市町村ごとに異なる医療費水準の反映度

合に影響するもので、現在は 0.5 と抑えられています。βは所得水準の反映度合に影響するも

ので、現在は 0.75と抑えられた北海道独自の数値を用いており、道内の市町村間の配分により

抑えられた状態となっております。この反映度合を見直していくということで、α＝０というこ

とで、市町村ごとの医療費の高い低いの差が無くなることになります。これに反して、β＝0.89

ということで今の 0.75より上がるということで 0.14上昇します。所得の反映度合がより高く

なります。清里町は医療費水準、所得水準とも道内では高い位置にありますので、軽減要素と増

加要素の両面の影響を受けることになります。 

４つ目は繰入金についてです。こちらの方は法定内の保険基盤安定繰入金、財政安定化支援事
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業繰入金はこれまでと同様に一般会計からの繰入れとなります。ここで交代させていただきま

す。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 続きまして私の方から示させていただきます。５つ目は前期高齢者の交付金の精算でありま

す。こちらは先の常任会でもお話をさせていただいておりましたが、前期高齢者交付金の精算が

あります。原課としては、財源は、平成 30年度に積みました基金を中心に対応させていただき

たいと思います。 

6つ目は、国民健康保険事業基金の積立であります。平成 30年度は、北海道が北海道の財政

安定化基金を取り崩して運営していました。この取崩額については、各市町村からの納付金によ

り 3 年間で賄うこととなっています。こちらも、納付金に影響を与える要素の一つとなってい

ます。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、町民課の方から令和２年度国民健康保険税の仮算定について説明がございました。委員の

皆様からご質問等があればお受けします。何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 非常に難しくてなかなか理解できがたいところなんですけども、結論からいうと今平準化も流

れにおいて低所得の町民の方々についてはある程度、一定の軽減対策が制度的には残るであろう

という形の中においてそんなに大きくはいかないけれども、ただ、ある一定の所得のある層の町

民については所得水準をベースに国の方針、北海道の方針が切り替わっていくので、ある程度保

険料が上がるというようなことが一般論的に現在の国や北海道の保険者の見解だという形で理

解してよろしいのかどうなのか、単純に言うと。 

低所得者については従来の中である程度軽減対策の中でいくからそんなに大きくないけども

ある一定の所得のある層の町民については今後上がる見込み、可能性が非常に高いぞってことで

理解していいのか。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 おっしゃられる通りで、本当に低い所得の世帯の場合については所得が低い方々については軽

減対策というのはこれは継続されて行きます。さらに対象となる判定所得というのもこれも拡大

されていくというような対策もとられています。ただ、一定の所得を持った方、高い所得の方、

この方たちの負担というのはやはり全体的に継続して上がっていくということは変わらないと、

そういった形で制度は進んでいっております。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。ないようでしたら町民課全般通して何かございませんか。よろしい
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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の方始めたいと思います。産業建設課の方から５点ほど提案がございま

す。説明の方よろしくお願いいたします。課長。 

 

○産業建設課長 

 産業建設課からの協議・報告事項５件につきましては、１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、畑作構造転換補助事業において、ハード事業に係る増額

とソフト事業の実績による減額分についての補正を行うものでございます。 

 ２点目、長栄橋補修工事に係る契約変更につきましては、議決をいただき契約締結した工事に

つきまして、塗装の剥離に関する工程が変更となり、工事費用が増額となるため契約変更を行う

ものでございます。 

 ３点目は、令和元年度の除雪計画についてご説明いたします。 

 ４点目、ジャガイモシロシストセンチュウ対応については、９月以降の対応状況について、御

報告いたします。なお、農林水産省、北海道、発生確認地区におきまして公表に関する考え方に

変更はございませんので、御理解をお願いしたいと思います。 

 また５点目につきましては小水力発電事業について、今後のスケジュール等について、ご説明

いたします。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 

 それでは一般会計補正予算について説明いたします。１ページをお開きください。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、畑作構造転換補助事業であります。農作物

の輪作体系維持のための取り組みや機械導入に対しまして補助を行うものです。ハード事業の省

力作業機械等の導入としまして、追加申請のあったもので、２千 350万円を計上いたします。 

ソフト事業の新品種の導入や用途転換等の促進など先進的生産技術、作業体系の導入支援につき

ましては、今年度の事業実施の結果、実績といたしまして 354 万９千 430 円の減額となって

いるため、予算額としまして、差引き１千 995万１千円を計上するものでございます。 

財源につきましては、全額道補助金となりますので１千 995 万１千円の道支出金となりま

す。以上で補正予算説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

ただいま令和元年度一般会計補正予算について説明がありました。委員の皆様から何か御質問

等があればお受けいたします。前中委員。 

 

○前中委員 
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北海道畑作構造転換事業、道予算だと思うんですけど、31年度予算の中の予算立てなのか、

補正で上がってきたものなのか。それと、この具体的な中身というのも参考までにちょっと。ハ

ードとソフトあるんですけども、このマイナス計上がどういう形なのか理解できないのでわかる

部分で説明願いたいと思います。ハードはどういうものなのか。 

 

○伊藤委員長 

担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

まずハード事業ですけれども、こちらにつきましてはポテトハーベスターとトラクターという

内容となっております。ソフト事業の内容につきましては病害虫抵抗性品種の導入ということ

で、シストセンチュウの抵抗性品種の導入にかかる補助と豆類の省力栽培、そして罹病率の低い

原種の供給ということで、この３点につきまして補助する内容となっております。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 減額になっているんだから、そこはどういう形だったのかだけで良いです。事業説明だけで良

いですから。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 ソフト事業の減額分の関係ですけれども、こちらについては当初の計画については農協の実測

前の数字で概算であがってきているもので、実際につきましては６月の実測後の数字で確定とい

う部分でその面積に対しての補助という形になりますので、その分で減額になっているという内

容でございます。 

 

○前中委員 

 総体事業費が見えてないからそういう説明になってくるかなと思う。それはそれで良いんです

けども。ソフトはそういう形で面積勘案でカウントできない部分で理解して良いのかな。いいん

ですか、それで。面積勘案で確定された当初よりもそういう部分で要望が減ってきたからという

ことで減額という形になったということで理解して良いですか。 

 

○伊藤委員長 

 要望が減ったんじゃなくてもともと概算で出していたもので後々実測によって単純にそこま

での概算で思っていた面積まで到達していなかったというそういう理解で良いですよね。 
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○前中委員 

 当初予算に対してね。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 当初の申請で。 

 

○前中委員 

 このハードの部分ってこれは個人なんですか。共同利用体系なんですか。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 こちらは法人になります。 

 

○前中委員 

 法人、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。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 関連でお願いの部分で、国の補助事業とか道営事業とか農業関係、産業だけじゃなくて他の課

も出てくるんですけども、特にそういった例えば 100％道補助とか国補助等について審議資料

が非常に不親切で、当初予算の段階とか補正予算で今回は減額補正も含めた部分で事業の中身が

全くわからない前もお話しましたとおり、道営なんか地域指定がどこなのかなとか全くわからん

し、ハードの部分で面事業なのか線事業なのか全くわからん、機械は何を何台買うかもわからん

という面積が概算で何ぼあって今回は面積要件で実測で減ったとか、その根拠などが非常に審議

資料が薄いというか、きっと担当職員も調べないとわからない位、ましてや議会説明とか予算説

明のあり方としてもう１回、別に産業建設課が悪いという意味じゃなくて、企画政策課にもお願

いしたんだけど、もうちょっと丁寧な審議資料の提示というものをやっていかないと、今後さら

に新年度予算の編成をやっていくわけなんですけど、このレベルの審議資料だったらほとんど意

味をなしていない。当然地方自治法上はそれに伴う部分の資料の提示ってものを前提に予算編成

されていくわけだからそこは例えば道営事業で例えば５千万とか前回ありましたよね。だって二

行か三行でしょう実際。全くわからないですよね、中身。それで事を済まそうでなくて審議して

もらう以上、ある一定の丁寧な資料の提示というのを今後是非やっていただきたいというふうに

思いますが、どのように捉えているのか。これで十分だというふうに捉えているのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 
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○産業建設課長  

確かにこの資料で二、三行の話でございますので、わかりやすい資料ということで努めてまい

りたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他に何かございませんか。なければ２点目の説明よろしくお願いいたしま

す。担当。 

 

○産業建設課主幹 

 それでは続きまして長栄橋補修工事に係る契約変更についてご説明を申し上げます。議案の２

ページをお開きください。 

 当該工事につきましては令和元年６月 20日、議案第 33号、工事請負契約の締結について議

決をいただき、事業の進捗を図っているところでございます。 

 しかしながら、次にあげます理由により設計内容に変更が生じますので、契約内容を変更する

ものでございます。 

 変更概要につきましては、本年度実施いたします、桁の塗替におきまして、既存の塗膜を除去

する素地調整、本工事では剥離剤により塗膜を軟化させ、スクレーパー等で除去する塗膜除去を

実施致しますが、当該作業に先立ち、剥離剤の塗布量及び塗布回数を確定させるための試験施工

を実施したところ、塗布回数１回としていたものを２回に変更する必要があることが確認された

ため、この度、変更するものでございます。 

 設計変更の内容につきましては、素地調整こちら膜の剥離剤についてですが、設計 340平米

から変更後 690 平米となり 350 平米の増。また、増工分の設計作業日数が 10 日であること

から、足場等の仮設材の当初共用日数が 0.3 カ月増、さらに足場内の集じん機、またはエアシ

ャワー等作業空間の環境対策資器材の共用日数が 10日増となります。 

 以上の設計数量の変更に伴いまして、現請負金額６千 655 万円から変更後の請負金額７千

403万円となり、748万円の増額を見込んでおります。 

 なお、契約内容の変更により、増工となりました塗膜剥離に係る作業日数 10日分の工期延長

についても併せて行うこととしております。以上が今回の設計変更内容となります。 

 また、今後についてなんですが、除去作業終了後、旧塗膜や格納容器等数量の確定により、設

計内容の変更を行う事が予想されます。更に、当初設計段階では、旧塗膜内に PCBの含有が確

認されており、その処分を低濃度 PCB汚染物として処理する予定であったことから、排出事業

者は発注者（清里町）となるため、本工事に塗膜の運搬及び処分費は含まれておりません。別途

処理業者との契約が必要となります。 

 また、工事発注後に低濃度 PＣＢの判断基準が改正されたことから、新基準により含有量調査

を追加実施しているところであり、含有量が基準値以下となった場合、元請業者が排出事業者と

して処理責任を負うことから、当該工事に運搬費及び処分費を計上することとなり、契約金額の

変更が必要となります。当然、扱いも変わりますので処理施設等も変更になるということになっ

てございます。 

 このように数量の確定と廃棄物の判断基準による変更が次の第２回目の契約変更となる見込
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みでございます。その場合、工期・工程等から直近の議会の議決によることが困難な場合におき

ましては、専決処分による契約内容の変更を行う予定でございますので、御了承いただきたいと

存じます。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

今、産業建設課の方から２点目の説明がございました。委員の皆さま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。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 施工のジャッジは今年度の工事発注で、実施設計は昨年度されていたのか。どのような内容の

実施設計で行われたのか。実施設計をしていたならそれはどこの元請だったのか。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業建設課主幹 

 当初の実施設計は平成 27 年に実施しております。ＰＣＢがその時に調査で含有されている

ことがわかったのでその後、昨年度ＰＣＢ対策のための追加設計を実施いたしております。とも

に北見市の中神土木設計事務所、そちらの方で設計をしていただいているというところでござい

ます。設計段階におきましては含有量試験のみ行っている状況でして、実際塗膜の剥離剤、複数

のメーカーから出ておりますので、実際に現地で使うもので試験をしてみないと実際どのくらい

の量と回数がかかるかわからないということで通常は工事の発注後に設計変更で対応するとい

うことになってございます。以上です。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 27年度と30年度に追加設計を行ったという形の中でＰＣＢの低濃度の新基準の関係での変

更、その処理についてもＰＣＢですから法的にかなり厳密な形の中でやらざるを得ない。それは

全然ＯＫなんですけども、今回の補正も全然問題ないし、次回の追加的な補正も当然せざるを得

ないということ。ただ、今後橋梁等の塗布の関係で全て今後ある長寿命化計画の中において、塗

布工事、剥離をして処分して新しくなっていくという状況の中において、設計段階での前処理っ

ていうのは今回のことを１つの前例としながらどの程度まで本当にやっていく必要性があるの

か具体的にすべての工事が現場で実施工事の施工発注以後じゃなきゃできないという前提に立

っているのか。それは設計仕様書の話になってくると思う。今回のことを前例としながら事後、

来年以降に発注していく実施設計のあり方だとか、その辺の事前的な捌きだとかっていうのが必

要になってくるんではないのかなと設計変更を２回も３回もやっていくというのは正しいやり

方かどうかというのを含めてですよ。やらざるを得ないという外的要因があるならそれは問題な

いんだけども、今後のやり方としてその辺を担当課としてどのように考えているのか。 
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○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業建設課主幹 

 設計段階におきまして剥離剤のまず種類というのが何種類もありますので、そちらをまず選定

する作業というのが出てくると思います。複数あるものですから本来は旧塗膜の履歴等がわかっ

ていればそれに合うものを使っていくというところである程度想定はできるんですけども、現在

施工しております長栄橋につきましては塗膜の履歴が残っていないということで現地での調査、

試験というのが必ずやらなければいけないということになります。 

設計段階である程度その辺の塗膜の試験をやろうとすると、今回と同様に仮設の設備も一度同

じような架設設備を設けて、同じような足場と外に漏えいしないようなものを設けてＰＣＢの廃

棄物ということでそちらの方のヤード等も整備していくということになりますので、ある程度、

事業費がかかってくるのかなというふうに考えております。 

実際、設計段階で全く出来ないということではないんですが、そちらの方の積算費用を考えま

すと。施工時に実施した方が経済的なのではないかという考えを今段階ではしております。た

だ、今回塗膜のＰＣＢの判定基準が変わりまして、ある程度数値が緩和されております。今後施

工されるであろう橋梁についてはＰＣＢが検出されたとしても、ＰＣＢの廃棄物としての取り扱

いは出てこないというふうに今想定しておりますのでご理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

 

○古谷委員 

 基本的に財政的な合理性がこういう形の中で施工発注後の方が経費負担が少ない。ただ現実的

に橋梁というのは全部川の中にあるわけじゃなくて陸地部分の低いところにもあってそれで川

の部分に入っている橋梁部分の塗布と、陸に入っている分と違うわけじゃないでしょ。施工上で

塗布だとか。そうすると、全部が全部塗布の試験をやって剥離試験をやって検査をするという実

態の中で架設がすべて設けなくちゃできないという合理的理由というのは他にあるのかな。 

 

○伊藤委員長 

担当。 

 

○産業建設課主幹 

 ＰＣＢの塗膜であろうとされる年代というのが昭和 41 年から 49 年までに架設された橋梁

ということになっておりますので、それ以外のものについては改めて塗膜の含有量ＰＣＢの含有

量の試験というのはする必要はないんですが、あとは鉛等も含まれていますので鉛の含有量の試

験はしなきゃいけないんですが、ＰＣＢにつきましてはその年代の物だけに限って実施するとい

うことになっています。ただＰＣＢが入っているという想定で行いますと。ある程度囲わなけれ

ばいけない。外に捨ててはいけないということがありますので、そちらの方の架設の費用がどう

してもかかってくるということで御理解いただきたいと思います。 
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○古谷委員 

 今後もあるという形と、それから今言った建設年度によってその状況が違うからその状況にお

いて対応していく、経済的合理性の中でやっていくと。それは理解しました。全然問題ないです

から。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 大分古くて傷んでいる橋だと思うんですけど、結構幅が狭く感じるんですが、それを広げるよ

うな工事はそういうことには含まれてはいないんですか。塗装だけなんですか。 

 

○産業建設課主幹 

 この事業は国の交付金制度を活用して実施しております。どうしても長寿命化という観点の事

業でございますので機能強化までは出来ないということで、あくまでも元の機能を回復するとい

うことで工事を実施しているということになっております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。 

 

○岡本委員 

 橋自体も大分傷んでいるような。順番にやっていく必要もあると思うんですけど。わかりまし

た。 

 

○伊藤委員長 

 長栄橋、かなり古いみたいなのでそのことも今後違う面で色々と検討していただきたいと。思

っております。他、何かございませんか。ないようでしたら、次３点目の説明をよろしくお願い

いたします。担当。 

 

○産業建設課主幹 

 続きまして令和元年度の除雪計画について、御説明申し上げます。議案の４ページをお開きく

ださい。今年度の除雪体制につきましては昨年度からの変更はございません。除雪時間を午前４

時から午後５時としております。 

 続きまして議案の５ページをご覧ください。除雪延長につきましては、農道を含めた 170路

線、約 165.6㎞、歩道 33路線、26.4㎞を予定しております。 

 なお、除雪路線につきましても昨年からの変更はございません。 

 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６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。町の所有者は７台、協力会社 10台の計 17台で対応いたします。 

 以上で説明を終わります。 
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○伊藤委員長 

 令和元年度除雪計画について説明がありました。委員の皆様、何か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。 

それでは次、４点目の説明よろしくお願いします。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 ジャガイモシロシストセンチュウの対応について説明させていただきます。８ページをお開き

ください。まず対応状況です。（１）まん延防止対策といたしまして、こちらは発生確認地区で

の対応となります。  

 まず１点目といたしまして、車両の洗浄を行いまして圃場から土を出さない対策を行っており

ます。こちらについては、国の補助事業によりまして動力噴霧機などのリース導入を行っており

ます。  

 ２点目は、土付きの収穫物を輸送するときには、幌がけ等により土の飛散を防止する対策を行

っております。 

 続きまして３点につきましては、防疫官による移動検査の実施ということで、２点目の収穫物

の輸送の関係で、道中ですとか工場などで移動検査の方を実施しております。 

（２）の発生状況の確認です。まず、発生確認地区の土壌検診です。こちらにつきましては過去

10年間の馬鈴薯の栽培履歴のある全ての圃場で土壌検診を実施しております。土壌採取は９月

の２日から４日に行っております。この地区におきます清里町の生産者につきましては 26 戸

96 圃場、205 ヘクタールとなっております。この検診結果につきましては 12 月ごろ結果が

出る予定となっております。 

 ２点目といたしまして、抽出土壌検診ということでこちらにつきましては、斜里郡３町におき

まして発生確認地区以外の圃場について抽出により土壌検診を行っております。こちらは馬鈴薯

の栽培履歴を考慮いたしまして生産者ごとに１圃場を抽出して実施をしております。ただし、１

点目にありました発生地区圃場、発生地区につきましては検診を行った生産者については除外し

ております。土壌採取につきましては、10月の中旬と下旬の２回に分けて行われまして清里町

におきましては、10 月 17 日と 18 日、10 月 28 日から 30 日の２回に分けて土壌の採取を

実施しております。清里町の生産者につきましては 158戸 158圃場、510ヘクタールとなっ

ておりまして、こちらの結果が出ますのが来年の２月頃を予定となっております。こちらの土壌

検診につきましてはカップ検診により実施をしておりまして国の施設のあります札幌市及びつ

くば市の方で実施されているということでございます。 

（３）のオホーツク地域ジャガイモシロシストセンチュウ対策連絡会議です。こちらにつきまし

ては平成 27 年に網走市と大空町におきましてジャガイモシロシストセンチュウの発生に伴い

まして関係機関において会議が設立されているというものでございます。今回、斜里郡３町が加

わりまして緊急防除の状況などについて情報の共有を行っております。８月 26 日に第５回、

10月 30日に第６回の連絡会が開催されまして情報教育を行っております。 

 今後の対応につきましては、土壌検診の結果を受けまして農林水産省において対策検討会議の

検討を得まして防除区域への追加が行われまして発生補助に対して緊急防除を実施するという

ことになっております。土壌検診により確認地区以外で新たにジャガイモシロシストセンチュウ
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が検出された場合につきましては同字区域内の全筆について土壌検診を実施することとなりま

す。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今担当の方からジャガイモシロシストセンチュウの対応についての説明がございました。委員

の皆様御質問等が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。 

それでは次、５点目の説明の方をよろしくお願いいたします。担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 それでは小水力事業について、説明させていただきます。９ページをお開きください。 

 資料の今後のスケジュールをご覧ください。各年度の上半分につきましては北海道の工事に関

するスケジュールとなります。下半分につきましては、清里町を含めた１市４町の運用に関する

スケジュールとなります。 

 今年度についてですが、７月に北海道と北海道電力との間で、電気設備工事に係る負担金工事

協定が行われております。これによりまして北海道電力は令和３年 12 月までに送電線工事を

完了させることになります。その他、本年度につきましては FIT申請と道道の占用協議を行いま

して来年度から発電所からの建設工事に入る予定でございます。工事は令和３年 12 月までの

予定でその後試運転を行いまして、令和４年６月より稼働開始というスケジュールとなっており

ます。その間、本町は１市３町からの事務委託によりまして事務関係や会計関係の準備を進めて

いきます。令和３年には、事業の管理を特別会計で行うことに伴いまして、特別会計設置の議決

をお願いする予定となっております。 

 続きまして 10ページをお開きください。工事費用の内訳でございます。まず性能発注分です

が、こちらにつきましては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８億２千 200万円で、うち清里負担分については４千 911万５千円となっております。 

 この負担割合にですけれども 10ぺージの中段ほどにありますけれども、国が 50％、北海道

が 25％、地元負担が 25％となっておりまして、地元負担 25％のうち、当町の負担について

は 23.9％となっておりまして、全体額の約６％が清里町の負担額となっております。 

 上の表に戻っていただきまして仕様発注分ですけれども、それについては、送電設備や通信設

備、ダムコンピュータなどにつき、２億４千 300 万円、うち清里負担分が１千 452 万円とな

っております。委託業務事業につきましては、電気や管理施工などに４千 400万円、清里分と

いたしまして 262万８千円となっております。 

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、清里負担分が１千 858 万２千円となっております。事業費合計は 14 億２千万

円、清里町分が８千 484万５千円となっております。また下段の表につきましては、年度別の

負担額となっております。先ほどの事業費のほかに、事務委託に伴う人件費分の事務費経費、さ

らに土地連に対する特別賦課金が発生いたしますので、清里町分の負担総額については９千７万

８千円となり、各都市それぞれ予算要求を行う予定でおります。 

 なお、令和４年以降につきましては、売電収入が発生するため、負担金等がなくなる予定とな

っております。以上で説明を終わります。 
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○伊藤委員長 

 今、担当の方から小水力発電事業についての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。 

それでは産業建設課全般を通して何かございませんか。よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員 

 この小水力発電の事務負担の部分で、事務委託という形、事務組合という考えもあったかなと

思うんですけども、そこら辺１市４町の中の話し合いが以前されてたんですけれども、事務委託

になった中で全てこの会計処理、本町の会計で特別会計を設置し、議会の議決を得て進めるって

今さらっと述べてはいるんですけども、これに対する産業建設課の体制の中でこの部分にかかる

事務負担量というか多忙になるのかなと思うんですけども、それとあわせて電気管理技師なりの

中ではやるんでしょうけどもそれの募集なり採用なりの判断、これは本町がっていう話、その辺

どういうような形で具体的なとこなんですけどもこれからのタイムスケジュールの中で今ここ

に出てはいますけども今後詰めるとこ議決までのスケジュールなりやっぱり出しておかないと

どうなのかなと思うんですけど、担当として今後どのような形で委員会に提案してくるのかそこ

ら辺もあわせて課長からの答弁なり求めたいと思います。 

 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 前中委員からございましたが、この事業につきまして以前より説明はあったかと思うんですけ

ども、元々がダムを管理している中の協議会でできないかというお話もあったんですが、その部

分については構成市町村からいろいろな意見があって清里が代表となってやってくださいとい

う話で清里町が受けたというふうにお伺いしております。 

その中でさらに特別会計の話ですが、こちらにつきまして国の方から売電収入があるので特別

会計を設けてそちらの方で会計を行ってくださいというようなことで指導があったということ

で特別会計を設置しなければならないという状況でございます。それにつきましては今考えてい

るのは先ほど表にもございましたが、令和４年の６月から発電が始まって売電が始まる予定です

ので令和４年度から特別会計が動けるようにそれまでに各町の委任の議決をいただいた中で清

里町においても特別会計を立ち上げてまいりたいと思っているところであります。 

スケジュールについては何月ということではまだそこまでは確定しておりませんが人材です

ね、人材の確保ですが電気関係の技師ということで先ほど委員からもございましたが法律改正に

よって技師の設置は必要がないというふうに今伺っております。それで各町からの事務負担をい

ただいた中で臨時職員を雇って事務を行う臨時職員を雇うということで今予定をしているとこ

ろでございます。それで事務負担ということでございますが今現状といたしましては、実際とし

てはまだ工事が本格的に始まっていないという部分がございますので、それほど負荷はまだかか

っていないかなと思っております。 

来年度以降につきましては負荷がかかる可能性がでございますので、そちらについては何らか
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の人員の手配も必要かなと考えているところですが、まだ今のところはそこまでは至っていない

というような状況でございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。 

 

○前中委員 

 電気的な保安技師だとかは問題なく対応しなくても良いという話で了解していいのかな。あ

と、このわからないけどダムとしての保守点検の業務にやはりどうしても発電でそこら辺畑地か

んがいの農業用水ダムとしての管理と、この発電設備としての管理、水面管理、どうしてもそこ

ら辺を注意していかないと、例えば小型船舶で管理してちょっとした管理業務が多分これからは

今まで以上に出るんじゃないかなと想像されるんだけども、そこは今後の中の話の中で考えられ

るということでいいですか。 

 

○産業建設課長 

 管理の関係ですがダムにつきましては従来と同様に１市４町のダム管理協議会、開発が委託を

受けた中で協議会の中でこれは管理を行ってまいります。発電システムについてはまた別にこち

らは清里町が。ですからダム本体の方については従来と変わらないです。 

 

○前中委員 

 木が詰まったとか何か浮遊物が取水口が影響するだとかっていう時は町が責任で対応すると

いう理解でいいんですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 水を取水する部分につきましては、ダム本体にもともとある取水口を使いますので元々放流だ

とか維持水量ために口があるんですけども、そちらの口を使います。ですからダムは管理者で。 

 

○伊藤委員長 

 ほか、全般とおして何かございませんか。ないようでしたらこれで産業建設課の方を終了した

いと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

では、次に大きな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、１月 21日火曜日にこの会場で予定しておりますので、よろしく

お願いいたします。 
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○伊藤委員長 

大きな３番、その他。 

 

○議会事務局長 

道内所管事務調査報告書の関係でございますが、すでに配布した内容で、12月定例会で道内

所管事務調査の報告をしたいと考えておりますので、その確認をお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

他に何かその他でございませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 ○伊藤委員長 

  これで第９回産業福祉常任委員会を終了したいと思います。ご苦労さまでした。 

 

 （閉会 午後  ２時 30分） 


