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第３回産業福祉常任委員会会議録 

令和元年６月１０日（月） 

    開 会   午後 １時５０分 

    閉 会   午後 ４時１０分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●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） 

    

●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１号） 

  

●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．意見書の検討について 

  ①日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書（案）について 

【提出依頼者】清里町農民連盟 委員長 二俣 清史 氏 

 

３．議会閉会中の継続調査について 

 

４．次回委員会の開催について 

 

５．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  村 島 健 二    委  員  堀 川 哲 男 

       委 員  古 谷 一 夫    委  員  岡 本 英 明 

委 員  前 中 康 男    ※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 

■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    ■農業委員会次長      小林 正明 

■産業振興Ｇ主査     吉田 慎治 

■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      山嵜 孝英 

■町民生活Ｇ主査     藤森 宏樹      

■保健福祉課長      野呂田成人   ■保健福祉課主幹      進藤 和久 

■福祉介護Ｇ総括主査    阿部 真也   ■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 

 

○伊藤委員長 

それでは第３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  

まず産業建設課の方から１点提案がありますので説明を求めます。課長。 

 

○産業建設課長  

本日の産業建設課、提出案件につきましては、今月開催予定の定例町議会に定例を予定してお

ります、補正予算の概要となっておりますので、順次担当よりご説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長  

はい、担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 それではご説明いたします。まずは産業振興グループ所管の補正予算の概要でございます。１

ページから順にご説明いたしますのでお開きください。まず１番上段でございます。総務費・総

務管理費・財産管理費、森林環境譲与税基金積立金事業でございますが、こちらの方につきまし

ては森林環境譲与税の創設に伴いまして、森林事業の執行に向けた基金への積立を行うものでご

ざいます。予算額につきましては、譲与税、配分予定額と同額の１４４万１千円でございます。 
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２段目、町有林管理費、町有林新植事業でございます。こちら町有林管理計画に基づき、計画

的な人口造林を進めてまいります。本年度につきましては、青葉町有林３．２８ヘクタール。こ

ちらにカラマツを。青葉牧場跡地３ヘクタールに、広葉樹をそれぞれ植栽する計画となってござ

います。苗木の購入の消耗品としまして、２６５万円。地拵え植えつけに係る経費としまして、

工事請負費４５３万４千円としております。 

３段目、農林水産費・農業費・農業委員会費、農業担い手育成支援事業でございます。農業後

継者の諸問題解決を目的としました組織であります、清里町農業担い手育成協議会。こちらに対

しまして、６０万円の活動経費を負担金として計上するものでございます。 

続きまして、次に農業費・農業振興費、農業団体活動補助事業でございます。農業関係団体へ

の補助目的といたしまして、こちら農協の青年部補助。こちらの方に２６万１千円。農協女性部

補助につきまして、こちらの方で１８万円。計４４万１千円を計上しております。 

続きまして、農業振興費、農業振興計画策定事業でございます。農業振興計画につきましては、

本年度に期間が終了するということに伴いまして、来年度に向けて新計画を策定することとなっ

てございます。こちらにつきまして委員の費用弁償。こちらの方、２万９千円。製本するための

印刷製本費。こちらの方に５万円。合計７万９千円の計上となってございます。 

１番下段でございます。農業振興費、農業振興事業補助事業でございます。こちらにつきまし

ては農業の健全な発展に寄与していくことを目的といたしまして、安定的生産の維持、現状課題

の解決に向けた取り組み等に対します施策に対しまして、予算につきましては１千７３９万円と

なってございます。 

続きまして２ページ目の方をお開きください。２ページ目でございます。農業振興費、農業者

経営安定対策事業でございます。経営所得安定対策直接支払事業におきます地域推進活動組織で

ございます、清里町農業地域再生協議会。こちらの事務執行に対しまして補助及び負担を行うも

のでございます。予算合計につきましては１２４万３千円となってございます。 

続きまして農業振興費、農業経営基盤強化資金利子補助事業でございます。農業経営基盤強化

促進法の農業経営改善計画等、こちらを受けました農業者の方々が借り入れます、農業経営基盤

強化資金。こちらの実質金利を引き下げるための、農業経営基盤強化資金利子補助に対しまして

１６６万７千円を計上してございます。 

続きまして、農業振興費、環境保全型農業直接支援対策事業でございます。環境保全型農業直

接支援対策実施要綱に基づきまして、こちら無農薬栽培等、環境への負荷の軽減を図る農業者に

対して補助を行うものとなってございます。予算額につきましては５５万２千円となってござい

ます。 

続きまして農業振興費畑作構造転換補助事業でございます。農作物の輪作体系維持のための取

り組み。あと機械導入に対しまして補助を行うものでございます。省力産業機械等の導入につき

まして７４６万３千円。新品種の導入や用途転換等の促進など、先進的生産技術、あと作業体系

の導入支援につきまして４千６９３万６千円。合計５千４３９万９千円の計上となってございま

す。 

続きまして、農業振興費、水土里情報利活用促進事業でございます。現在、農業地の管理のた

め航空写真や地積データを使用しましたＧＩＳシステムとしまして、土地連の水土里情報システ

ムを利用してございます。こちらのシステム、このシステムの運用に関しまして、操作説明会の

旅費及び、システム及びデータ使用の負担金としまして６１万６千円。こちらの方を計上してご
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ざいます。 

２ページ目、１番下段でございます。畜産業費町営牧場管理運営事業でございます。こちらの

方は江南の町営牧場の入牧管理や施設管理を行うために牧野利用組合。こちらの方に６万３千円

の補助を行うものでございます。 

３ページ目の方お開きください。３ページ目でございます。１番上段、農地開発事業費、江南

牧草地整備事業でございます。江南地区にあります、町有地の牧草地につきまして、一部崩落等

の状況が発生しているということで補修整備を行うものでございます。こちらにつきましては４

８０万円の予算計上となってございます。 

続きまして道営整備事業費、農地整備事業でございます。本年度より始まります、道営事業の

清里第２地区。こちらの地元負担分及び他町への清里町農業者の出作分。こちらの分の負担分と

なってございまして、合計で１千７２２万７千円を予定してございます。 

続きまして道営整備事業、多面的機能支払交付金事業でございます。既に予算化されておりま

す。こちら多面的機能支払交付金事業でございますが、本年度制度改正によりまして、交付金金

額の増額分がある予定でございます。国からの交付金額の増額分と同額の、４９８万６千円。こ

ちらの方を増額を見込んでございます。 

続きまして農林水産業費・林業費・林業振興費、造林推進事業費補助でございます。民有林の

整備促進を目的としまして、民有林所有者が行います造林下刈り間伐事業等の森林整備事業に対

しまして、清里町森林整備事業費補助金としまして補助を行うものでございます。予算額につき

ましては２０４万５千円となってございます。 

続きまして林業振興費、森林経営管理事業でございます。森林環境譲与税が配分されることに

伴いまして、森林管理を行うために、森林所有者に対して調査を行うものとなってございます。

また森林に対する理解を深めるために啓発事業。こちらについても行うこととなってございまし

て、予算額につきましては森林環境譲与税、配分額と同額の１４４万１千円となってございます。 

続きまして林業振興費、林産協同組合補助事業でございますが、こちらにつきましては町内の

林業事業者で構成されます団体としまして、林業に関します手続関係の事務を林産協同組合が担

ってございます。こちらの事務費等の支援としまして４８万円の補助を行うものとなってござい

ます。 

続きまして４ページの方をお開きください。こちら１番上段でございます、林業振興費、製材

等流通経費補助事業でございます。林業事業者の木材製品の流通経費の負担軽減を目的といたし

まして、流通経費の２分の１を補助するものとなってございまして予算額につきましては１千万

円となってございます。 

続きまして林業振興費、森林作業員長期就労促進事業補助事業でございます。林業従事者の確

保に向けまして、従事者、事業体に対しまして奨励金の掛金を補助すること。こちらによりまし

て安定した労働力を確保するということになってございます。こちらにつきましては３２万円の

予算額を見込んでございます。林業振興費、林業労働者退職金共済制度事業補助事業でございま

す。林業労働者の確保を目的といたしまして、退職金共済の掛金の助成を行うものとなっており

まして、こちらの方予算額は２５９万５千円となってございます。 

続きまして林業費・自然保護対策費、清里町狩猟免許取得経費等補助事業でございます。有害

鳥獣駆除に携わります、担い手不足の解消を目的といたしまして新規取得者への取得費の助成を

行うものとしてございます。２０万円の予算を計上してございます。自然保護対策費、猟友会補
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助事業でございます。有害鳥獣駆除を担います、猟友会。こちらの方に対しまして組織運営、あ

と保険料等の助成を行おうということになってございます。こちらの方の予算額は１８万３千円

を計上してございます。 

最後に１番下段でございます。自然保護対策費、有害鳥獣斬残滓処理事業でございます。有害

駆除によりまして、駆除されましたエゾシカ等を処理するものとなってございまして、現在既に

１０頭分の予算計上しておりましたが、例年より処理すべき鳥獣が多くなるということが予想さ

れるため、新たに１５頭分の予算１３万７千円を計上するものとなってございます。以上で説明

を終わります。 

 

○伊藤委員長  

はい、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ご説明いたします。議案の５ページをご

覧ください。７款土木費・１項道路橋梁費・１目道路橋梁費、道路橋梁指定管理委託事業につい

てでございます。今回の補正につきましては、指定管理者に貸与しております、建設機械の修繕

費用として４９０万５千円を増額するものでございます。補正内容といたしましては、平成７年

度購入のグレーダーのトランスミッションの不具合等により、当該箇所のオーバーホールを行う

ものであり、経年劣化が主な要因で、主要な修理と判断されるものでありまして、大型修繕とし

て今回計上させていただくものでございます。 

続きまして調査測量事業、こちらにつきましては、さくら通りの調査設計費用として４１０万

円を計上するもので、今後住宅の建設が見込まれます、羽衣３丁目通りから、さくら団地までの

１００メートルの区間について、整備に向けた調査設計を実施するものでございます。事業箇所

につきましては議案の８ページをご参照願います。 

続きまして道路台帳整備事業でございます。こちらにつきましては道路施設の改良修繕に伴う

台帳の更新を行うものであり、委託料として１７０万円を計上するものでございます。 

続きまして、道路維持補修事業についてでございます。町道の舗装補修費用として２千９０万

円を増額するもので、現在７路線分を計上しております。事業箇所につきましては議案の７ペー

ジをご参照願います。 

続きまして、一般供用８号車更新事業についてでございます。８号車につきましては、初回登

録後１４年が経過し、故障修理等の増加により、安全性の確保が困難となっていることから、更

新費用として３５５万１千円を計上するものでございます。 

続きまして除雪車ドライブレコーダー整備事業についてでございます。除雪車の安全運転の意

識向上を図るとともに、事故発生時における、責任の明確化及び処理の迅速化を図るため、ドラ

イブレコーダー設置費用として３０万３千円を計上するものでございます。本年度計上分につき

ましては、除雪専用車２台の設置を予定しております。１番下段になります。土木費、住宅費、

住宅管理費、住宅用太陽光発電システム導入費補助事業についてでございます。こちらにつきま

しては、平成２１年度からの継続事業ということになります。環境への負荷の少ない再生可能エ

ネルギーの普及促進を目的とし、補助金を交付するもので、１軒当たり３０万円を限度とし、今

年度につきましては３軒分の９０万円を計上するものでございます。以上で説明を終わります。 
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○伊藤委員長  

産業建設課の方から、今説明がありました。委員の方々から何かございましたら、よろしくお

願いいたします。ございませんか。はい、前中委員。 

 

○前中委員  

今回、森林環境譲与税の設備で、基金運用で積み上げて、今回予算で林業費ということで、森

林経営管理事業を実施する方向になっていますけど、ここ調査委託料。これたぶん民有林におけ

る調査ということで理解していいのかなと思うんですけれども。当町における民有林の面積自体

がさほどない中で、どのような調査をするのか。間伐事業なのか、下草事業なのかそういった部

分なのか。ここの具体的な調査項目、ちょっとお示しして頂きたい。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

森林環境譲与税につきましては、令和元年から配分が始まるということで、その分の使用とし

て、森林管理事業ということで計上させていただいています。その中で見ていますので、調査委

託費として意向調査です。これは今おっしゃられたとおり、民有林の中で皆伐あと、間伐含めた

形、全ての部分での移行調査でするという。そのお金の使い道として示されておりますので、全

ての分の調査を行うという考えでおります。 

 

○伊藤委員長  

前中委員。 

 

○前中委員  

この調査委託、網走森林組合とかが当町も何度か利用しているんですけれども、そこに委託を

全て任せるということで理解していいんですか。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

おっしゃる通りで、森林組合の方の委託になると考えております。 

 

○前中委員  

調査をするということはわかりますけども、樹木樹勢とか、そういう部分の調査だと思います

けども、今、当町、森林組合解散した経過がありますけれども、そこまでの民地があるのかなと

いうのが、僕の指摘の論点なんだけれども、それであるならばもっと町有林なりの下草事業なり

計画の中でできるのかできないのか、ちょっとそこはわからないんですけれども。 
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○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

国から示されています、この贈与税の使い道としては、新たな取り組みということがあります。

ですから、今現在行っている部分でも、補助の財源とするというのではなく、新たな取り組みに

対してということですので、その前段ということで、まず意向調査。これをまず行いなさいと。

その後、新たな取り組みに対して財源として使っていきなさいという支持ですので、この後贈与

ずっと続きますけど、何に使っているかというのは、また今後の課題になってくるかなというふ

うに考えております。 

 

○前中委員  

新たな取り組みっていう、国からの指針というのは何があるんですか。今説明あった、ちょっ

とわからない部分。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

具体的にこの項目というのはないです。ただ。今やっているものを、単に振り替えてはいけな

いという。そういうのも同時に流れてきていますので、この辺ちょっと悩ましい部分かなという

ふうに考えております。 

 

○伊藤委員長  

今の説明になっちゃうと必要なものを必要な物につきるっていうふうに捉えられないんですけ

れども、国から何かそういうものが来たから、とりあえず使うためにという説明になっちゃいま

すけど、そういう説明でいいんですか。はい、課長。 

 

○産業建設課長  

まずはですね、今年計上しています、意向調査という、これを必ずやらなければならないもの

なので、それを計上させていただいておりまして。今後の使い道として、今現在考えられるのは、

あと人材育成とかに関する部分の費用とかというのも、項目の中に載っていますのでその分具体

的な研修とか、色々あると思いますけど、そっちの方に使っていければなというような今現在の

考えとしては思っております。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他に何か、委員の方から。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

個別的項目じゃないんですけれども、今回の補正の出し方、審議資料を含めた部分でお話を申
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し上げたい。農林水産業費で例えば１ページ。農業振興補助事業ですよね。補正内容の説明の中

で、１千７３９万円。具体的な用途が項目等が極めて簡略すぎる。中身が全くメニューに触れて

いない。個別メニューに対してどの程度の積算をして、どの程度やっていくかとか。例えば次の

２ページに行くと、畑作構造転換補助事業の関係で省力作業機械、先進的生産技術という。項目

的な説明の中では、畑作構造転換補助で一発で大体きて、特定財源でもいいんですけれども、具

体的に何なのかということがですね、これ見てわかる人がいたら凄いなと。今同じように例えば

３ページ、５款農林水産業の、江南牧草地整備事業って、崩落によって修繕していくんだと。何

を原因でやって、どこの箇所かというのが全く資料で提示されていないでしょうし、さらに前回、

道営地区指定の話については前段で前捌きがあって、それでなくても十分理解したつもりなんで

すけれども、清里第２地区ですよという形だけで地区がどの範囲だとかですね、そういった図面

的な提示を全くされてないとかですね。やはりもうちょっとしっかりと丁寧な資料の提示という

か、前段の総務文教常任委員会も同じなんですけれども、極めてで説明資料とか審議資料が少し

簡略すぎて中身が全く掴み切れないというようなこともあるので、その辺については十分ですね、

しかも今回は政策予算ですよね。４月、３月骨格で組んでいて、本当は町長の政策の予算は、こ

の６月に当初予算と同じレベルで提案をしていっているという考え方に立つならば、もう少し丁

寧な審議資料や説明資料の提示をしていくというのが、やっぱりあり方としてこれからも必要じ

ゃないかと思いますが、その点についてこれで十分だというふうに意識されてるのかどうなのか、

まずお聞かせ願いたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

あの、常任委員会で普通に言えば審議資料、議会の時には出てくるので、その時にまとまって

くるものですから、今までのということで、こういうふうな形で今、進めてるのかなと思っては

いるんですけども、どうですか。 

 

○産業建設課長  

今、何点かのところでご指示ありましたので、やはり資料というものは、こちらから出す立場

と、あと見られる立場があるので、我々の方でこれで通じるという思いで出していますけれども、

見る側のことも十分考慮しなければならないと、今御指摘あったことを今後の委員会またその後

の議会審議資料等にも反映させていただきたいというふうに考えます。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。 

 

○古谷委員  

十分、その基本的に言えば本会議における審議資料と委員会における審議資料。逆に言えば本

会議においては、さほどですね。逆に言えば、骨格的なものをきちんとは前捌きとされているな

らば細かな話じゃなくて、やっぱりこの場で具体的に、より具体的な方向性ということを審議す

るという前提で協議、報告をしているとするならば、その辺について、まず十分、今の課長の答

弁で十分理解できましたので、その辺今後とも配慮をよろしくお願いしたいと思います。引き続

きよろしいですか。 
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○伊藤委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

土木費の道路橋梁費の指定管理のグレーダーの関係。指定管理の協定の中で、十分必要な修理

ということで、理解してますけれども。これ突発的に４月以降、こういった事象が生じたのか。

当初予算の中でそういった調整がされるだけの時間的余裕がなかったのか。今回なぜ６月補正な

のかということについて、まず１点それを確認しておきたいと思うんですが。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

この案件にありました報告が出てきたのが、５月です。で、突発です。ただ突発ですけど、原

因から考えますと、やはり経年劣化というのがありますので、なかなか予測できない部分があり

ます。そうしまして６月の補正の提案をさせて頂きました。 

 

○古谷委員  

はい、了解です。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他に何か委員の方ございませんか。 

 

○古谷委員 

最後もう１点だけ。 

 

○伊藤委員長 

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員 

土木費の道路橋梁費の調査測量でさくら通りの関係。先ほど主幹の説明の中で、新たな住宅の

建設に伴いというような表現をされておりましたけれども、その関連制というのはどういう形の

中でのその新たな住宅の建設に伴う、その道路の改良が必要になったというような表現をされて

いたので、その辺の具体的に。自分の認識がちょっとないもので。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

あの最初の主幹の説明といたしましては、たまたまさくら通りに面しているところで、新たな
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建築道路、住宅の建設が行われているという意味合いだと思うんですが、さくら通りに関しまし

ては、御存じのとおり車道の幅員が普通のところもあれば、すれ違うのに、かなり苦慮するとこ

ろもあります。今回計上してます、１００メートルというのは羽衣３丁目から公営住宅のところ

まで。あの細い区間で。あの区間に関しましても、以前ですね支障となるべき住宅もございまし

た。その住宅がなくなりまして、今新たな住宅が建設されているんですけど、こういうタイミン

グをつかんで改良していきたいなという思いでこの時期に調査設計の予算を計上させていただき

まして、あわせてご理解いただきたいと思っております。 

 

○伊藤委員長  

よろしいでしょうか。 

 

○伊藤委員長  

他に何か。堀川委員。 

 

○堀川委員  

先ほど古谷さんからも指摘あった２ページの畑作構造転換補助の５千４００万の内容を教えて

いただきたいんですけれども。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

この中身につきましては、ハード事業と言われます機械購入と、ソフト事業と言われます、栽

培に関する省力化というのは、これは２本立てでございます。ハードの中では馬鈴薯用の作業機

械といたしましてポテトプランターとポテトハーベスター。これは別々の方ですが、これの購入

費で７４６万３千円となってございます。続きましてはソフト事業ということで、病害虫の抵抗

性品種の購入、また糖類の省力栽培ということで密植栽培。それと罹病率の高い原種の馬鈴薯の

提供ということで、これを合わせまして、ソフトの方で４千６９３万５千４２０円。合わせまし

て５千４３９万９千円とういような中身となっております。 

 

○堀川委員  

いいです。またあとで聞きます。 

 

○伊藤委員長  

よろしいんですか。 

 

○堀川委員  

いいです、はい。いいです。 

 

○伊藤委員長  
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他に、何かございませんか。 

 

○伊藤委員長  

はい、前中委員。 

 

○前中委員  

今回社会的現象にもなっていますけれども、ドライブレコーダーの関係で除雪車２台更新、設

置か。今後とも他の車両にも計画をもってつけていくのか、金額的に１０万円ということでかな

り高度のドライブレコードかなと思うんだけれども。今後とも計画があるのか、ないのか。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

今回計上しています２台は除雪専用車についてのドライブレコーダーを２台計上しておりまし

て、それ以外となりますとショベルとかになりますので、今のところそれはまだ考えておりませ

ん。 

 

○伊藤委員長  

はい、前中委員。 

 

○前中委員  

除雪車になるから後方のドライブレコーダーのデータはそんなにも取れないと思うんだけど車

両的にも。乗用とは違っていると。完全に後ろにもつけるということですか。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

前後。 

 

○前中委員  

わかりました。前後、左右も。 

 

○産業建設課長  

前後ですね。 

  

○前中委員  

左右はなし。 
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○産業建設課長  

前後で。 

 

○前中委員  

これ今後ともそしたら計画をもってつけていくということで。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

今後ショベルとかには、つける計画は現在のところ持っておりません。 

 

○伊藤委員長  

あくまで専用車ということですよね。他に何かございませんか。 

無いようでしたら、私の方から１点よろしいですか。今のそのドライブレコーダーの関係だっ

たんですけども、ドライブレコーダーとはちょっと違うんですけれども、今、農業の方でもＧＰ

Ｓというものを、町も絡んでいる話なのでご存じだとは思うんですけど、そういう専用車とかに

そのトップの関係も出てきちゃうのかもしれないんですが、ＧＰＳをつけたり、あとショベルの

方にもＧＰＳをつけると、例えば除雪ポールなんかも要らなくなるんじゃないかのとか、あと専

用車なんかに付けると吹雪で前が見えなくて救急搬送とかの時に、ＧＰＳがあれば、人が乗って

いれば無人ではないですからそこまで難しくないのかなと思うんですけども、そういう対策にも

なるし、なんていうような声が結構あちらこちら最近聞こえるんですけど、そんなような予定は

ないんでしょうけど、話し合いなんかされてるものなんですか。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

近年ＧＰＳも発達してきまして、機械の能力を入れますと、そういうことも可能かなというふ

うには思うんですが、具体的にその除雪車とかの活用でそのような活動というのは、残念ながら

我々の方としては情報を得ていないものですから、今のところそこまでの考えはしておりません。 

 

○伊藤委員長  

わかりました。この検討課題にも多分まだ上がらないかなというイメージなのかな。 

 

○産業建設課長  

ＧＰＳの発達は最近目まぐるしいものがありますので、今後やっぱり短いスパンで、どんどん

進化してくるのではないかなということも考えられますので、その中で当然費用にも影響します

けれども、簡易的なものでそういうものは可能な機会がもし開発されるのであれば検討課題に検

討する価値はあるなというふうには感じております。 
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○伊藤委員長  

他、ございませんか。はい、岡本委員。 

 

○岡本委員  

有害鳥獣の処理の予算なんですけども、追加で１５頭分とあるんですけれども、その当初予算

１０頭分はもう処理されてるのか。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

現在のところで８頭が処理されておりまして、今年例年通り出てほぼ考えた頭数で予算計上、

当初させていただいたんですけれども、現在の所多い。それから従事者も増えているというとこ

ろが現状としてあるものですから、それでこの機会に予算を増額補正させていただきたいと思っ

ております。 

 

○伊藤委員長  

はい、岡本委員。 

 

○岡本委員  

実際どこら辺の地区でこの鹿の。それはわからない。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

正確にどこで獲れたかというのはデータとしては持っていないんですけど、やっぱり青葉、向

陽あたりが例年多く出ますので、やはりその辺の頭数が多いのかな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。はい、前中委員。 

 

○前中委員  

ちょっと関連なんですけど、町としても、今有害獣の管理、駆除と言うことで狩猟免許を助成

措置されていると昨年ですかね、役場の職員も取られたという話聞いてますけども、本来ＪＡだ

とか生産者もという話だったんですよね。現状では受けられている方がいないのかなと思うんで

すけれども、やはりそのハンターがいないがゆえに、今その鹿の被害がかなり、今岡本委員も言

われたんですけど、地帯によってはわらじですごい状態になっているっていう話があるんですけ

ども。そこら辺もう少し何とか何か違う手立てがあるのか。有害獣として処理するのか、もう少

し鹿柵の整備をもう少し前進的にしっかりするのか。あるいは追い払う部分で今委員長もおしゃ
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いましたけども、そういうコードなＧＰＳで追い払うというのもデータで実証実験やっていると

こもあるんですけども、そこら辺、具体的なものはなかなかこの場ではちょっとあれですけども

ね。かなり酷いような状況が本当にありますので、そこら辺しっかりと課の中でも押さえている

のかどうか。そこら辺ちょっとお聞きしたいんですけど。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

猟友会に関しましては、現在のところ清里に１４名ほどの会員の方がいらっしゃる中で、なか

なか新たな免許取得する方というのは、なかなか出ていない中で、何かしらの緩やかでも増える

策といたしまして、このような免許取得の予算も計上させていただいておりました。それで先程

言っていた、役場職員でも一人取ってくれた方もいまして、あと農協の方でも若い職員の方で取

るという話も聞いていますので、なかなか増えない中でこういう方が出てきたっていうことは大

変望ましいかなというふうに考えております。それだけでも鹿の問題というのが解決できません

で、その他、今後どんな取り組みをしていかなければならないかというのは、直近の課題ですけ

ど、そのベースとして猟友会の方の数を増やすというよりは、中を減らさないような努力がまず

は先決かなというふうに考えております。 

 

○前中委員  

ライセンスの方は助成がありますけど、言葉は悪いけども、ライフルの弾というか。それは自

己負担という現実かなと思うんですけども、それらは助成っていうのはあり得ないというふうに

認識していいんですかね。 

 

○伊藤委員長   

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

緊急捕獲に出た場合の報償費が１頭７千円ということになってます。その中で含まれるという

ような形で考えております。 

 

○前中委員  

聞くところによると、年間の散弾銃の弾は、すべてその年で買って、すべて処理するという前

提で、毎年毎年新たに購入するんだと聞いてその負担額が大きいんだという話も聞いてるんです

けども。今、所内で取られた方がいますけれども、同じように個人負担でということで認識して

いいのかな。今の話で。あくまでも７千円の補償費という。 

 

○産業建設課長  

はい。 
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○前中委員  

１頭ね。まあ、わかりました。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。今の前中委員の方からもあったんですけども、鹿の害の関係なんですけども、

やはりこういう猟友会の事にしても何にしても、狩猟免許の取得の経費補助。これ大事だと思う

んですよね。ただそれだけでは残念ながらうちの当町の害獣被害に関しては、なかなか補えてい

ない部分があるので、今また、多分そちらにも色々話しきてると思いますけれども、各種団体の

方からも、例えばもっと違う発想で囲いわなですとか、いろんな方策、色々今出てきていると思

うんですよね。その辺、大分検討はされてるんですもんね。囲いわながという意味じゃなくて、

害獣被害に対する。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

鹿に関しましてはＪＡさんとも話することがあるんですけど、罠のお話もあります。ただ罠に

関しましては冬場しかできないということで、やはりハンターの方に頼る部分も大きいのかなと

いうふうに考えておりますので、今後ともＪＡ猟友会、そして町。３つ、３者揃えて今後の費用

的な物も含めまして検討してまいりたいというふうに考えます。 

 

○伊藤委員長  

他、何かございませんか。 

 

○勝又副委員長  

いいですか。 

 

○伊藤委員長  

はい。 

 

○勝又副委員長  

農業団体のこの活動の補助の関係について、他も色んな形で他の課も色んな団体に補助を出し

ているわけなんですけど、この補助を出している出し方の基準というのは、何かこう決められた

ことってあるんでしょうか。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

今回計上しています、農協青年部に関しては２６万１千円。それと農協女性部の１８万円に関
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しましては、活動実績に応じた補助だというふうにご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又副委員長  

そしたら活動実績は活動の報告書みたいなのを出してもらって、それを基にということで。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

はい、その通りでございます。 

 

○勝又副委員長 

前年どおりのものってなると、前年度の物が通るっていうことではないか。そういう仕組みで

はないの。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○産業建設課長  

その年によって若干の差は出ますけど、大きな開きが現在のところは出ておりませんので、そ

れと同額での補助というふうにしていますけど、そこに大きな開きとか出てくれば、またそこで

検討しなければならないと思っております。 

 

○勝又副委員長  

はい、わかりました。 

 

○伊藤委員長  

他、何かございませんか。なければ産業建設課全般何か。では産業建設課の方、今回これで終

わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○伊藤委員長  

それでは町民課の方から２点ほど提案されていますので、説明を求めます。はい、課長。 

 

○町民課長  

それでは最初に町民課からの協議報告事項２件につきまして概要のご説明をいたします。 

１点目、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、今回の補正で、主なも

のをご説明いたします。総務費では次回の固定資産評価替えに向けた鑑定評価事業。衛生費では

国の二酸化炭素排出抑制の一環として、クールチョイスの普及啓発に取り組む事業。また葬祭場

の送風設備。清掃センター及び最終処分場の機器類等についての修繕事業。土木費では公営住宅

の修繕事業についての補正を行うものでございます。 
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２点目、令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算第１号につきましては、賦課町税に係

る電算システム改修に要する経費を補正するものでございます。詳細につきましては、担当者よ

りご説明をし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  

はい、担当。 

 

○税務収納 G総括主査 

それでは資料１ページの補正予算概要をご覧願います。私の方からは税務担当分１件につきま

してご説明を申し上げます。２款総務費・５項徴税費・１目徴税費、鑑定評価委託事業でありま

すが、令和３年度の固定資産評価替えに伴いまして、令和２年１月１日現在の宅地の評価を不動

産鑑定士に委託するものでございます。鑑定評価業務委託料としまして、２３２万円を増額補正

するものでありまして、財源につきましてはすべて一般財源であります。私の方からは以上です。 

 

○伊藤委員長  

はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

私の方から町民生活グループ、生活環境担当分についてご説明いたします。４款衛生費・１項

保健衛生費・４目環境衛生費、事業名、二酸化炭素排出抑制対策事業です。平成２８年５月に地

球温暖化対策計画が閣議決定され、ＣＯ２削減の目標が掲げられました。この目標を達成するた

めには家庭業務部門においては約４割という大幅な排出削減が必要となることから、国民一人一

人の自発的な行動を促進するため、普及啓発を強化する地球温暖化対策推進法が成立しました。

当町におきましても町内の企業や家庭、個人による自発的な地球温暖化対策への取り組みを促す

ため、町内の各種団体等と連携し、国民運動として位置づけられましたクールチョイスを通年に

わたる普及啓発活動として一般財団法人、低炭素社会創出促進協会の二酸化炭素排出抑制対策事

業費等補助金、国の改正する補助なんですけれども、こちらを活用して行います。事業費は３５

８万９千円。財源の内訳といたしましては、雑入として３５７万３千円。残り１万６千円は一般

財源で計上いたします。 

次に、事業名、葬斎場修繕事業です。葬祭場につきましては、昭和６３年度に整備を行い３０

年が経過しています。その間、軽微な修繕等を行いながら運営していますが、老朽化に伴う機器

類の更新を順次計画しているところです。本年度は安定的な火葬業務を行うため、建設当初から

使用している送風機４台のうち１台の更新を行うものです。事業費は２８８万２千円。財源の内

訳は公共施設整備基金として２００万円。残り８８万２千円は一般財源で計上いたします。 

次に４款衛生費・２項清掃費・１目清掃事業費、事業名、清掃センター機器類等補修事業です。

昨年度の保守点検業務の結果をもとに維持修繕が必要な箇所を補修し、安全な施設運営及び安定

的な焼却処理を行いたいと思います。補修内容は老朽化した電灯動力設備の修繕。あと電動弁の

補修などを行います。事業費は２８２万７千円。財源は全額一般会計で計上いたします。次に事

業名、一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設設備修繕事業です。水処理施設の設備の老朽化によ

りまして、薬品タンクの破損及び減水汲み上げポンプが破損しているため修繕を行うものです。
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事業費は１２３万２千円。財源は全額を一般財源で計上いたします。 

引き続き公営住宅担当分について説明いたします。２ページをお開きください。７款土木費・

３項住宅費・１目住宅管理費、公営住宅換気設備改修事業です。町営住宅等の老朽化による熱交

換器の故障が増加しているため、公営住宅等長寿命化計画に基づき修繕を行うものです。対象団

地はさくら団地２棟４戸。さくらんぼ団地１棟５戸です。事業費は６００万１千円。財源は全額

一般財源です。中段に参りまして、公営住宅ボイラー給排気筒修繕事業です。平成１０年度に建

設いたしました、住宅のボイラー更新に伴い、給排気筒の交換修理を行い、排気漏れなどを未然

に防止し、入居者の安全を確保するものです。対象団地は、さくらんぼ団地１棟４戸。ふれあい

団地１棟４戸です。事業費は１３６万円で財源は全額一般財源です。最後に公営住宅クッキング

ヒーター修繕事業です。備えつけの電気コンロの交換修繕を行い、使用中の故障を未然に防ぎ入

居者の安全を確保するものです。対象団地は、はごろも団地１棟１２戸です。事業費は２００万

円で財源は全額一般財源です。以上、町民課の一般会計補正予算の説明とさせていただきます。 

 

○伊藤委員長  

今、町民課の方から令和元年度、一般会計補正予算、町民課所管分の説明がありました。委員

の方からの何かあればよろしくお願いいたします。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員  

二酸化炭素の排出抑制対策事業で３５７万の委託料なんですけども、どのような部分を委託し

て、委託された結果、どのようなことが行われるのかを教えていただきたいんですけれども。 

 

○伊藤委員長  

はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 消耗品として１万６千円見ていますが、残り全額委託として業者の方に委託で契約する予定で

います。委託する事業所につきましては札幌市にあります、北海道環境財団。というところで、

事業について行ってもらう。そのような形で今考えております。あくまでも今回の部分について

は、クールチョイス。二酸化炭素排出を抑制するために、国民に知っていただくというのが主の

目的なんですが、あわせて町のＰＲも一緒に行なっていきたいということで、今回計上させてい

ただいております。 

 

○伊藤委員長  

その他に。 

 

○堀川委員  

パンフレットか何かを作成されて、それを町民に配るとか、そういうことになるのでしょうか。 

 

○伊藤委員長  

はい、担当。 
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○町民生活Ｇ主査 

パンフレットも作成する予定です。第１には新聞掲載で、町のＰＲとクールチョイスさせる方

の啓発をのせていきたいと思っています。こちらも委託事業の方で行っていきたいということに

なっています。子供たちに関する学習ということで、うちの町だとか学童保育ですか。そちらの

方と連携しながら子供達の環境学習を行っていって、その後トランクキットと言って、学習でき

る、学べるようなキットを作成していただいて、その後活用できるようなものも作っていきたい

と思っております。あとは公共交通機関、ＪＲですね。うちの町だとＪＲを活用していただくた

めにパンフレットですとか、ポスターをつくって行くということで、お願いしたいと思っており

ます。あと、事業者と連携して、エコドライブの普及の拡大ということで、こちらの方、ステッ

カー等を配布してエコドライブを心がけていただきたいということで、行なっていきたいと思っ

ております。この４点ですね。 

 

○伊藤委員長  

パンフレットとかって町がつくるわけじゃないんですよね。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 はい、違います。 

 

○伊藤委員長  

この財団が作るという、それに対する委託料ですよね。 

 

○堀川委員  

財団に委託していろんなことの事業を計画してやってもらうということは、理解しましたけれ

ども、町独自の清里町に合ったような二酸化炭素の削減運動を展開するようなイメージでよろし

いでしょうか。町独自というか上からのものじゃなくて、町の計画というか町の意見が通るよう

なことでなんでしょうか。 

 

○伊藤委員長  

はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 一応パッケージのようなものがありますので、そちらに合わせた形で行っていきたいと思いま

す。もちろん、町の特性を活かしたようなＰＲ等々、活用いたしまして、尚かつ斜里町、小清水

町、羅臼町と清里町の４町で連携を図りながらＰＲ、あと普及啓発。の方をしていきたいという

ことで思っております。 

 

○堀川委員  

はい。 

 

○伊藤委員長  
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他に何かございませんか。 

 

○古谷委員  

今も事業なんですけれども、きっとこれ国が特定財源として一般財団を通じて落として行って、

それをさらに市町村に落としていきながら市町村の広域的な形の中で、さらに札幌の環境財団は

良く知っていますが、そこに落としてエコ社会持続可能なそういった社会に向けての、啓発活動

を広くやっていこうという形で具体的に昨年度だと、どっちかというと北見地区のエリア市町村

が合同でやってきて主だった内容を具体的に見ていくと、ご説明あったとおり新聞に大きな地域

ＰＲ含めたような、そういった環境教育的なやつを全面広告で出したりとかっていう、結局ある

意味では国の方向性の中で下請にどんどんどんどん出して、ある意味ではローテーションで受け

ざるを得ないというのが実態のやつで、ただそれはそれとして十分理解しますけれども、その辺

にエネルギーをかける必要もないですし、ある一定のこれは丸投げ事業でしょうから、当然です

ね。環境財団に丸投げの事業でしょうから。ただ使うものは使って、町のＰＲだとか、そういっ

た景観、環境。そういった地域だということをしっかりですね、発信できるような形の中で、そ

れは事業の中で整理をされて、進めていただければというふうに、町が積極的に最初から手を挙

げてではなくして、どう見てもこの事業はそういった性格の中できっとローテーションで各町村

を広域的な持ち回りという形なので、その辺を踏まえた中で、事業を展開していただければと。

使えるものは有効に、特定財源ですから、有効にやっていただきたいと思いますが、そのように

理解していってよろしいでしょか。 

 

○伊藤委員長  

はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

ローテーションというわけではないんですが、昨年小清水町と斜里町、あと網走市。うちの管

内で言うと近い所では、そこで行なっています。網走市、小清水町と斜里町と行った中で、やは

り清里町、斜里郡３町ということで一緒にやりませんかという声掛けも今回ありましたので、そ

の旨で皆さんでやりましょうということでというのが実際のところです。そこにまた羅臼町とい

うことで、知床ということで羅臼町ものっているということでやっていますので、ローテーショ

ンということではないんですけれども、一応そのような形で連携をとって行いたいということで

ご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○町民課長  

今、古谷委員の方からもありましたように、昨年も３町というか、清里町は入っていなかった

んですが、斜里、小清水の中で入って新聞広告等を出したりと言う様なことで、クールチョイス

ということで二酸化炭素の削減のＰＲをしていくという中で進めてまいりました。今年はうちの

町も入った中で進めていきたいということで、これ事業の方をあげております。少しでもその環
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境問題というか二酸化炭素の削減の方を進めていくとともに、若干でも町のＰＲも含めてやって

いければなというような考えの中で、この事業にのっていこうという考えを持ってございますの

で国の下請けの中ではなくて、少しでも清里町に特色を若干でも出しながらＰＲの方を進めてま

いりたいと思っているところでございます。 

 

○古谷委員  

わかりました。 

 

○伊藤委員長  

町単独ではないですし、町単独だけでこう、何かＰＲしていく。そこにお金がかかるという話

でもないですし、でも逆に言ったら先ほど言っていた午後保育の中での子どもに対する教育です

か。それとかもできることですから、そんなに目くじら立てなくてもいいのではないかなと思う

んですけど。他に何かございませんか。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

ちょっと確認しておきたいんですけれども、衛生費、４款の清掃事業費での最終処分場の浸出

水の処理の関係なんですけれども、結構大変な部分だと思うんですけれども、下水ポンプは修繕

で十分対応できる、経年年数でいくと、きっと２５年から２６年ぐらいたっていると思うので、

しかも冬期間における処理というのはずっと大きな課題になっていると思うんですけれども、今

回はこの程度の修繕だけ済んでいくのか、やはりゴミ処理の最終処分と含めた部分で施設の経過

年数の中で何らかの水処理、減水とか、浸出水の関係、処理水の関係である大規模改修が今後必

要となってくるタイミングというのは現時点でどのようにはかっているのか。その辺ちょっとこ

れはこれでかまわないと思うんですけど。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○町民課長  

今お話にありました、ポンプにつきましてですが、ポンプ実際腐りをしています。それで今回

は交換修理ということで、あげさせていただきますので、ポンプの交換です。これは。それで今

後の施設の運用の関係なんですけども、一応現在の処分場があと５年から１０年程度長持ちすれ

ばいいなというようなことで考えておりますので、５年ということはない。１０年ぐらいですね。

ということで、まだ余裕があるんじゃないかということで、あと何年か後には次の施設を計画し

なければいけないということになってくると思います。その段階で今の施設につきましては、そ

れらの施設を含めて新しいものにしていくのか、今後の修繕の中で改修をしながら使っていくか、

そういうふうな部分をはっきりと決めていきたいというふうに考えております。 

 

○伊藤委員長  

はい、古谷委員。 
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○古谷委員  

基本的には了解です。今課長の方からポンプそのものは修繕というよりも、もう落ちて駄目で。 

 

○町民課長  

ちょっとあれですね。ポンプの下の吸い口のところが腐れ落ちているんですね。それで吸い上

げが悪いと。 

 

○古谷委員  

悪いというか、機能停止しているわけではなくして、その丸ごと交換更新をするという。修繕

をするというよりも更新をするっていう。ポンプの汲み上げ部分の修繕ではなくて、更新という

形で小規模だから修繕費で計上していますという理解でよろしいでしょうか。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○町民課長  

委員おっしゃるとおりです。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。 

 

○古谷委員  

いえ、苦労されていると思うんで。次の段階に向けて。早い段階で次期計画等織り込んだ中で、

適切なやっぱり水処理というのは、もの凄く大変な仕事で能力的にも非常にギリギリのとこでや

っているはずですから、早い段階で方向性の点検をやっていけるようにお願いをしたいと思いま

す。 

 

○伊藤委員長  

はい、前中委員。 

 

○前中委員  

簡単なあれなんですけど、公営住宅の関係で、熱交換器の故障。この熱交換器というのは暖房

ということでとらえていいんですか。 

 

○伊藤委員長  

はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

あくまでも熱交換器で暖房ではありません。換気自然な換気と言うんですか。暖房ではないん

ですよね。何て言ったらいいんでしょう。湿気の対策がメインですね。外の空気を入れて中の。 
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○前中委員    

ベンチレーションということかな。 

 

○町民生活Ｇ主査 

ロスナイみたいな。 

 

○前中委員  

ああ、そっちね。はい、わかりました。ちょっと建築２０年以上、そしてかたや平成１０年建

設って、これ合わせ技での事業展開なのかなとちょっと思ったんですよ。ボイラーの給排気トッ

プの交換と今言ったように熱交換器って、これはちょっと理解できなかったものですから、全く

違う部分で、この給湯ボイラーの関係の給排気の多分排気トップの関係だと思うけれども、これ

以前委員会でも指摘あったときに、特にさくらんぼ団地、平屋の部分の時に、雪の関係で位置が

どうのこうのというのは、以前も委員会であったんですけども、そこら辺の改善も合わせて考慮

されるんですかね。 

 

○伊藤委員長  

はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

今回の部分につきましては、ふれあい団地、さくらんぼ団地ともに特定公共賃貸住宅のもので

あります。木造のほうですね。かなり高い地位についてますので、そちらの方は問題ない。 

 

○前中委員  

ああ、そっか。問題ないね。わかりました。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、何かございますか。なければ２番目の令和元年度国民健康保険事業特別

会計予算の方の説明よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長  

はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

令和元年度、清里町国民健康保険事業特別会計補正予算第１号の概要を説明させていただきま

す。議案の３ページをご覧ください。下段の歳出より説明をさせていただきます。１款総務費、

システム改修委託料として６１万１千円を増額します。歳出の補正額６１万１千円を追加し、歳

出合計を７億３千１１４万１千円とするものであります。上段の歳入に戻ります。今回のシステ

ム改修については平成３１年度特別交付金が交付されることとなっています。そのことから、３

款道支出金、特別交付金、補正額６１万千円を増額します。歳入合計で、補正後の予算７億３千

１１４万１千円とするものであります。システム改修の内容でございますが、後期高齢者医療制
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度と同様に国民健康保険においても旧被扶養者に係る応益割、均等割と平等割りについて資格取

得日の属する月以後２年を経過する月までの間に限り、旧被扶養者減免を実施することとなりま

した。なおこの旧被扶養者に係る応能割、所得割については当分の間減免を実施することとなっ

ています。この改正に対応するためのシステム改修経費を補正するものであります。以上で説明

を終わります。 

 

○伊藤委員長  

今担当の方から、令和元年度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。委員の皆さんから何かございましたら。よろしくお願いいたします。ございませんか。はい、

それでは町民課全般として何か、皆さんございませんか。無いようでしたら、これで町民課の方

終わりたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

それでは保健福祉課の方から１件提案がございます。説明の方よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

保健福祉課からの提案案件であります、令和元年度一般会計補正予算保健福祉課所管分につい

てを、それぞれ担当よりご説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長  

はい、担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

お手元の資料の１ページご覧いただければと思います。補正予算の概要ということで、上段か

らご説明差し上げます。３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費、事業としましては

社会福祉事務事業でございますが、この事業に係ります職員分の旅費としまして、所要額３万４

千円を補正するものでございます。こちらにつきましては財源内訳といたしまいては、すべて一

般財源で行う予定です。 

下段に参ります。清里町遺族会の補助ということで団体補助でございます。こちらにつきまし

ては、これまでも戦没者、これまでの先の大戦の戦没者の遺族の会の運営に対しまして、運営補

助を行っておりまして、これにつきまして３万円の補助金を交付するということで３万円の追加

を行うものです。財源としましては一般財源でございます。 

次の段に参ります。清里町社会福祉協議会福祉事業補助事業ということでございまして、昨年

まで行われていました、７月の末ごろにやっていますけれども、ふれあい広場。こちらの方の事

業の見直しを行ったということが社会福祉協議会から入っております。その代わりとなる事業と

いうことで、社会福祉事業ノーマライゼーション。それから福祉防災の立場からの事業を、今年

度は行っていきたいというふうに考えております。その関係におきましても、これまでと同様の
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支援をいただきたいという話できておりますので、金額につきましては同額の１５万円を計上す

るものでございます。財源内訳につきましては一般財源で行います。 

次に参りますが、高齢者等の暖房費等支援事業ということで、毎年１１月頃から実施している

ものでございますけれども、こちらにつきまして実施を行うべく補助金。それからそれに伴う通

信運搬費、役務費を計上するものでございます。役務費６万円。それから負担金補助交付金とし

まして、１世帯に１万円。対象世帯に１万円という形でございまして、相当数を見込んでおりま

すので１５０万円ということでございます。こちらにつきましては財源内訳を一般財源とすると

ころでございます。 

次に民生費、社会福祉費、障害者自立支援費でございます。国保伝送システム機器更新事業で

ございます。こちらにつきましては障害者の給付システムの更新が国保連の方から来ているとこ

ろでございます。システムが来年につきましては、Windows１０が、今７で行っているんですけ

ども、ＯＳの切替関係によりましてということで、一括購入の関係の通知が来ているところでご

ざいます。そういった所要額に対しまして３３万円を計上するのでございます。財源内訳といた

しましては、一般財源でございます。次に、福祉サービス事業費。高齢者等の除雪困難者に対す

る支援事業ということでございまして、こちらの方につきましてもこの事業に対する対象者等の

精査を行いまして３３万円の計上を行うところでございます。形としましては、必要な地域にお

ける事業所等への委託料という形で算出しているところでございます。財源につきましては一般

財源で行います。最下段になりますけれども、民生費、社会福祉費、老人福祉費の老健きよさと

ワゴン更新事業でございます。こちらにつきましては現在使っております、老健きよさとの大き

な方のバスになりますけれども、そちらの方が経年劣化を含めて後継車両が必要ということでご

ざいます。こちらの代わりとしましては普通車免許で乗れます、ワゴンの１０人乗りというもの

をまずは手当てをして行きたいと。このような形で補正を行うものでございます。科目としまし

ては自動車損害保険用で５万５千円。備品購入、自動車購入ということで４３０万ほどを計上す

る予定でございます。合計で４３５万５千円。こちらにつきましては現在のところ一般財源で対

応する予定でございます。 

 

○子ども子育てＧ総括主査 

続きまして、次のページをお開きください。３款民生費・２項児童福祉費・１目児童福祉費。

旧緑保育所、遊具撤去事業でございます。それにつきましては現在休所中の緑保育所の敷地内に

あります、遊具が老朽化のため、現在使用ができなくなっております。その遊具をそのままにし

ておきますと、事故等の危険性もあるため今回撤去をするものでございます。事業費といたしま

しては、撤去にかかる工事費請負費といたしまして４６万９千円を計上するものであり、財源内

訳は全額一般財源でございます。 

続きまして２目保育所費、清里保育所給水配管改修事業でございます。こちらにつきましては

清里保育所の水道管の老朽化によりまして、昨年から錆が出るようになりまして、この配管を修

繕し安全な飲料水を確保するという事業でございます。事業費といたしましては修繕料として１

０４万円を計上するものでありまして、財源内訳は全額一般財源でございます。次に同じく保育

所費。清里保育所備品購入事業と次の札弦保育所、備品購入事業でございます。こちらは２つと

もＡＥＤの耐用年数が来年１月で切れるために更新をするものでございます。事業費といたしま

しては、それぞれ備品購入費として４８万９千円を計上するものでありまして、財源は全額一般
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財源でございます。 

 

○保健福祉課主幹 

続きまして保健グループの補正予算についてご説明いたします。まず１点目は予防接種事業３

３０万１千円の補正です。国の風疹の追加的対策に伴いまして、抗体検査及び予防接種の実施に

よるもので、風疹の定期予防接種の機会のなかった昭和３７年４月２日生まれから昭和５４年４

月１日生まれの男性のうち本年度は昭和４７年４月２日生まれから、昭和５４年４月１日生まれ

の方を対象として行うものです。財源といたしましては国庫支出金で５４万８千円。残りは一番

財源となっております。 

２点目はこのことによりまして健康管理システムの改修が必要となりますことから、システム

改修に係る経費として７７万８千円を補正するもので国庫支出金３８万８千円。残りは一般財源

となっております。 

３点目は５目保健福祉総合センター費、老人保健施設ナースコール設備更新事業１千２４０万

円の補正です。老健施設のナースコール設備の老朽化に伴います、ハンディナースコールシステ

ムへの更新でありまして、現行のナースコールはコールがあった場合、サービスステーションに

おいてコールのあった部屋を確認してから向かう。または部屋の入り口に点灯したランプを探し

て向かうものでしたけれども、迅速な対応を図るためにもＰＨＳ式のハンディータイプのシステ

ムの導入することによりまして、呼び出しと同時に呼び出し場所の確認ができ、直行できるよう

に対応するものです。財源といたしましては公共施設整備基金、その他ということで１千万。残

りは一般財源となっております。 

４点目は保健センター、車庫シャッター修繕事業４３万円の補修です。保健センターの西側の

車庫のシャッターの下についています衝撃吸収用のゴムが経年劣化、破損が進んでいることから

修繕を行うもので、財源は一般財源となっております。 

５点目は保健センターの備品購入事業１１４万８千円の補正です。先ほどの保育所と同じよう

にＡＥＤの保健センター、老健の更新及び、保健センターにあります健康ホールの音響ミキサー

の更新で財源は一般財源となっております。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長  

ただいま保健福祉課で令和元年度一般会計補正予算の所管分の説明がございました。委員の皆

様、何かあったらよろしくお願いいたします。ございませんか。はい、前中委員。 

 

○前中委員  

今回少額ですけども遺族会の補助ということで３万円計上されていますけれども、昨今遺族会

の運営実態がかなり会員数の減少等々で、会としても運営が厳しいという話を聞いていまして、

今後に向けての町としての関わり方。色んな方向はあると思いますけど、この場でどうこうはあ

りませんけども、かなり切実な状況。町としても７月に追悼式を挙行されてはいるんですけども、

近隣の行政の中で、この戦没者に対する対応というのが結構色んな形で行われているのかな。例

えば戦没遺族会が主体、行政とあわせて主体となりながら戦没慰霊祭を挙行するなりっていう話

も聞いていますし、そこら辺、本町なかなかそういう部分では見えない部分。清里神社の横に靖

霊之宮でしたっけ。という社殿があるんですけど、今までは何か遺族会でそういう慰霊祭を別に
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やっていたんですけどもという話。だんだんその遺族会の構成員の方もだんだんお亡くなりにな

られたり、少なくなった中でできないっていうか。今後どうしたらいいという話が、ちょっと聞

こえてきたもんですから、そういった意味で行政としての関わり、今後の中ですけども、前向き

な方向で検討していただきたいなという部分あるのかなというか、あるなしに関わらず。やはり

他の行政、他の近隣市町村もかなりそれなりの追悼碑あるいはそういうものも全てあるような方

向性が見られますから、そこら辺も含めてどう考えるか。検討していただきたいというか、要望

ではないですけども調べていただきたいなと思いますけども。 

 

○保健福祉課長 

ただ今、前中議員おっしゃられたとおり、遺族会の方につきましてはかなりの高齢化。それか

ら役員数の減、これが見られるのが現状でございます。先般ですね、うちの町として副町長出席

しましたが遺族会の総会が行われました。その中で、本年度をもって遺族会につきましては、解

散をしたいというような形であります。議員ご指摘のとおり靖霊之宮の関係ですとか歴史をたど

るとですね。僕も清里町史を読んで勉強させてもらったところなんですけども、遺族連合会です

とか諸々の絡みがあってそれが遺族会へどんどんと引き継がれていったというのが流れてござい

ます。議員おっしゃられたとおり、町の土地にですね、靖霊之宮があったりですねあと、神社の

祭典使われております舞台があったり、あとその横に鳥居があったり色々なものがあります。町

としてはやはり政教分離の観点から、遺族会とは別に平成１８年でしたか、戦没者追悼式という

ことで例年７月１６日に実施しているような形であります。遺族会といたしましては、自分たち

の財産を持って何とか今ある社殿、靖霊之宮ですとか、その辺を撤去したいというようなことで

ありまして、昨年はですね、町の方に撤去をお願いしたいんだということで一旦お話があったん

ですが、本年度自分たちの財産を持って見積もりをとってですね、どこまで壊すことができるの

かということも含めた中でちょっと話をしているんですっていうところで、町の方に一旦報告が

きているような状況であります。限られた財産でございますのでそれらをもって全部ができるか

というと不可能になる部分がございます。ただ政教分離の部分もございます。この中で、どのよ

うに町が手助けをできるのか、これを今後やっていかなければいけないところなのかなと思いま

す。また、あそこには戦没の関係で元の古い町史に載っているんですけども、辻さんの功績を称

えた石碑等も色々ございますので、その辺も含めてそれらをどのようにすればいいのか全部を遺

族会が壊すのかそれとも町にお願いしていくのかこれらを含めた中で今後協議は出てくるのかな

と思いますので、その時になりましたら皆様方にまたご相談をさせていただきたいと思います。

ただやはり先の大戦でお亡くなりになられた方、これらの方の魂を祀るという部分もございます

ので無下にはできない部分なのかなと思っておりますので、皆様方にご相談をさせていただきた

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  

はい、前中委員。 

 

○前中委員  

解散っていう方向って初めて聞いたんですけどもいずれにしましては政教分離っていう行政と

宗教は分離する。それは基本として押さえつつ。ただ、やはり戦没者の御霊を敬うという無宗教
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的なそういう式典は式典。しかしそれを伴うそれなりのものを、小清水の場合は墓地にあります。

あるんですけども。そこら辺、今後調査しながら無宗教であれば、当町も合葬墓の形でああいう

形もとられたし、戦没者の御霊を祭ると意味の兼ね合いからもそういうもしあればそういう御用

的なものも全く無宗教でやるならやる。靖霊之宮はある程度の神道系といか神社仏閣の中の取り

決めですから、なかなか行政が立ち入ることはちょっとできないと思うんで、それとはまた違う

部分の一線を画す部分があるんであれば、そこ重々検討していただければなと。やはりそういう

部分もほんとにしっかりと敬い祭るとことだけはしていただきたいと思います。今後の中で進め

ていただければなと。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○保健福祉課長  

先ほど申しましたとおり、町といたしました戦没者の追悼式、これを行っている状況でありま

して町長の考え方もですね、今議員おっしゃられたとおり無宗教の献花方式。これが今後も行っ

ていかなければいけない部分かなということでございますので、先ほど申しましたとおり、その

靖霊之宮の関係も含めた中でですね。今後ご協議しなければいけない部分が多々出てくると思い

ますのでその節はよろしくお願いし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  

よろしいですか。他に何かございませんか。 

 

○古谷委員  

民生費３款の社会福祉費の社会福祉協議会の福祉事業補助事業が先ほど説明の中でかなり社会

福祉協議会が力を入れながらボランティア団体も含めながら、また町の職員も協力しながらやっ

てきたふれあい広場がこのような形の中止になっていくという形、見直しの中での中止。そして

逆に新たな事業としてノーマライゼーションとか、福祉防災の事業を立ち上げていくということ

で、その経過や今回中止にしてきた経過そうするとボランティア団体含めて十分ある自治会と協

議された方向性で整理されたかと思うんですけど、それについて町として知る範囲、現時点で当

然予算を補正する訳ですけども、その経過等含めてもうちょっと詳細に説明をいただければと思

います。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○保健福祉課長  

まず社会福祉協議会の中で理事会等ございましてその中でやはりだんだんと個の団体で、社会

福祉協議会委員おっしゃられた通り色々な団体の方からお手伝いをいただきながら、１つの事業

としましてノーマライゼーション普及促進に向けてですね。行事をやっていたんですが、だんだ

んと高齢化等にもよりまして人がやはり少なくなってきている部分がございます。その中でやは
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り行事の方シフトしたいんだということで、社会福祉協議会の中で職員の方全員に確かアンケー

トとですね。アンケートをとった中で、違う形でやっていきたいということで決まったようでご

ざいます。町といたしまして３年に１度防災訓練、町民あげての防災訓練等をなっておりまして、

そこの中にやはり入っていく部分も大切ではないのかという意見がございまして、そちらの方に

シフトチェンジをするというように聞いているような状況でございます。今後ですね、中身につ

いてより詰めてまいるのではないのかなと思っておりますので。ただ、補助といたしましては今

まで同様１５万、その中で色々な事業を考えていきたいということでございますので、ご理解い

ただきたいなと思います。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。 

 

○古谷委員  

今、先ほどの職員アンケートをとりながら、そういったこと結果を踏まえて理事会の中で協議

されたのは、それはそれで結構だと思うんですけども結論的に言えば、非常に職員の負担が大き

かった。ボランティアで協力団体についても非常に負担が大きかったというような背景があると

いうふうに理解してよろしいのか、それと１つその防災訓練に参加していくという形がよく言う

んですけども、主体が障害を持った方が対象者なのか、支える仕組みの方の側にいる人間なのか

という防災訓練となった場合について組み立て方だというのは具体的にですね非常に難しい部分

もあるんじゃないかと思うので何か止めたから新しいもの立ちあげなくちゃいけないということ

ではなく、ある一定期間をおいて新しいものをしっかりリベートしていくというのはですね。ス

クラップ・アンド・ビルドというのはそれでも結構だと思いますしやはり実態にあった中での緩

やかな動きも必要じゃないか、あれもこれも１つ止めたからやっぱりもう１つ代わるものを作ら

なくちゃいけないというのは、あまり考える必要もない。そんな次代に入っているんじゃないか

と思いますけど、担当所管課としては現状では先ほどそういった取り組みしていこうという事に

関しても支援していこうという立ち位置にいると思うんですけどもその辺含めてどのように捉え

ているか最後。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○保健福祉課長  

今委員おっしゃられた通りなのかなと思います。たまたま昨年ですね、胆振の方の地震がござ

いまして社協の職員もお手伝いの方に行っているような状況でありまして、やはり防災の部分、

ここを社協の職員としても考えてる方が多くいるのかなと思っております。そうした中で防災訓

練等を行う町の中で、じゃ社協として何が出来るんだろうという部分もありまして、それらにつ

いては今後、やはり詰めていく部分なのかなと。委員おっしゃられた通り時間をかけながらです

ね、考えられていくんでないのか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。 
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○伊藤委員長  

他に何かございますか。 

 

○前中委員  

老健きよさとワゴン更新事業計上されていますけれども従来、マイクロバス的なもので運行し

てきたとこれ併用運行、並行しながら供用しながらやっていくのかどうか、そこお聞かせくださ

い。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

老健バスにつきましては、ご存じの通り１年車検でございます。車検時期が確か３月にとった

ような形となっております。ですので、実質的にこのバスを廃止して実は２台ワゴン車を購入考

えておりますけれども今のところ使っている部分ございますので委員おっしゃる通り並行でやっ

ていくような形をとります。最終的には廃止をして、できればワゴン２台を入れていきたいなと

思います。ちなみにですね、バス１台とワゴン車３台で今運用しているわけですが、今後バスが

なくなった段階ではワゴン５台体制、こちらにもっていきたいなというふうに考えて老健サイド

では考えておりますので、それについて町の方で購入して貸し出すような形、これで向かってい

きたいなというふうに思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員  

無償福祉車両ということで、僕も一般質問で福祉事業としての交通弱者高齢者に対する交通弱

者対策としてのモビリティーの構築というのは何度か質問してて、なかなか進まない実態。今、

こういうようなハードな部分は出てきたんですけども今後の中の町長の政策予算になってくると

思うんだけども、この辺どう具体的にどうこうはないですけども、この方向性の見据えた中での

このワゴン車の活用というのは考えられるのかどうか。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○保健福祉課長  

今回のこのバスの更新事業につきましては、老健のデイケアの部分だけですので、議員おっし

ゃられたのは地域交通の絡みですかね、そちらの方とは切り離した形になるのかなと思いますん

でご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員  

地域交通も色々難しくて福祉事業としてやるのか、やらないのかという入り口の議論になるん

でここではちょっと議論避けますけど、全くデイケアの部分だけの車両ということでやってきた

いということですね。 
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○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○保健福祉課長  

そのとおりでありますので、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、何かございますか。 

 

○伊藤委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

ワゴンは減る。新しく２台購入して現況ではマイクロバスについて車検をとったという形で、

併用で当面行くと。当然年度末売払い処分なのか下取り処分なのか金を払って処分してもらうの

か、どこかの段階ででは１回その処置について補正かけると理解して、新年度にかけるのか、３

月末にかけるのか処分しなくちゃいけませんよね。更新してそのまま持っているという話になら

ないし、車庫の関係も利用の関係も出て来るだろうしそういうふうにどこかの段階で処分に関す

る部分は何らかの形で補正措置を行うというふうに理解しておいてよろしいんでしょうか。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○保健福祉課長  

まだ確定はしていないんですけども、そのような方向でいきたいなというふうに思っておりま

す。今回は１台分のワゴンの更新で、またもう１台、次という形になりますのでそれの時期もあ

わせながら考えなきゃいけないという部分がありますので、今年度売払いになるのか来年度売払

いになるのかその辺につきましては、またご相談させていただきたいと思います。ご理解いただ

きたいと思います。 

 

○古谷委員  

そうしますと、今社協としては５台体制でやって行くっていうワゴンで。それをきちんとした

計画としてどういった事業でどういった形で使っていくのか、先程課長からデイケアに使ってい

くと明確な答えがあったわけで、それに伴う部分の職員の配置だとか今臨時職員だとか色々な部

分が人と物とサービスっていうのは一体的な考え方なんで、当面は致し方ないにしても、当然こ

ういった新しい予算が提案された段階においてそういった計画が併用的にきちんとあって、こう

いった形で移行しますよ。更新しますよというのが本来の形なんでそれについての措置について

も早い段階で明確に示していただければと思います。よろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長  
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はい、課長。 

 

○保健福祉課長  

おっしゃられた通り、バスでいきますとやはり大型の免許がなければ運転できないという部分

がございます。今度はワゴン車になれば普通免許でということは、老健の職員が運転できる形に

なりますし、しいて言いますと、バスの方は現実的には多人数乗れるわけなんですけれども、実

際の利用者数でいくと８名程度しか乗っていないだとか、そういう部分もございまして、やはり

小型化して小回りのきく形、こちらに持っていきたい、シフトチェンジしたいという事でござい

ますのでご理解いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長  

他、何かございますか。前中委員。 

 

○前中委員  

質疑なんですけど、今回ＡＥＤ更新これサポートが切れての更新だと思うんですけど古いＡＥ

Ｄっていうのはどうするのって話なんだけど。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○保健福祉課長  

業者に引き取ってもらうような形になると思います。これについては使用期限が法的に６年と

いう決まりがございますので、パットは別です。本体自体も６年という決まりがございますので、

業者の方に引き取ってもらうような形となりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員  

さっきの話じゃないけど、入札じゃないけど欲しいというのはどうなの。６年で更新って言わ

れたらちょっと駄目だな、１０年位もつんじゃないの。 

 

○伊藤委員長  

個人的な話なんで。他に何かございますか。今、池下議員の方から発言がいいですかと言われ

てますけど、どうですか。 

 

○池下議員  

よろしいですか。ＡＥＤのことで聞こうと思ったんですけど。うちの町にＡＥＤ何台設置して

いますか。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 
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○保健福祉課長  

すみません、詳しい数字持ってきてないですが、２６だったかな。確かですね。消防のホーム

ページそちらの方にありますので後ほどですね、確認して議員にお伝えしたいと思います。 

 

○池下議員  

今回補正見るとですね、老健の方で２台というふうになってるんで、老健の方２台、９５万５

千あるんですけど、これは今横にケアハウスができましたけどケアハウスの方もちゃんと設置さ

れてるのかどうなのか。 

 

○保健福祉課長  

ケアハウスにもですね、設置はしているような状況でございます。以前確か経済対策か何かで

入れたような形もございますので、それぞれ耐用年数が来たら今回うちが保育所と老健、それか

ら保健センターという部分ですが、その耐用年数が来たら他の係か課がそのような形で提案ある

のかなと思いますんで、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○池下議員  

これ大事なことなんですけど、今、町にあるのが２０数台という話ですけども年に開きはある

かもしれないですけど、どのぐらい実際に使用があるのか。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○保健福祉課長  

私の記憶では機械を使用してというのはないと思います。すいません、老健で使用があったよ

うですね。 

 

○池下議員  

それはここ何年間くらいなの。 

 

○保健福祉課長  

その辺も確認してご連絡したいと思います。 

 

○池下議員  

このＡＥＤというのは、何かあった時のために必ずなければならないものかなと思うんですけ

ども。 

 

○前中委員  

民間でも設置してるとこがあるかな。 

 

○池下議員  
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これはなければならないと私は理解しています。どういった数字になってるのかなっていうの

が気になったものですから。それともう１点聞きたいんですけども、１ページの民生費の高齢者

等除雪に関して困窮者に対する支援事業ということで３３万ずつなんですけども、これを除雪ボ

ランティアに対して自治会で数名いるのかなというふうに思うんですがそういうところに出して

る事業なんですか。 

 

○伊藤委員長  

はい、課長。 

 

○保健福祉課長  

今回提案させていただいた部分につきましては私道除雪の対象世帯って私道幅員５メーターの、

部分につましては除雪の業者さんにお願いしている部分ですけれどもそれ以下の部分でですね。

長い距離の方がいらっしゃいまして、その方を支援しようという部分をうちの福祉で持っている

ような形でございます。ですから現実的に私道の除雪対象世帯というのは８名いらっしゃいまし

て、それにつきましては大型の機械で入りますが、それが入らない部分につきまして、１名の方

今ですね、ただあげている金額は１名分ではないんですけれども１名の方が現実的にはいらっし

ゃいまして、緑の方なんですけれどもかなりの高齢の方でございまして、その方の部分につきま

して、今回補正を上げさせていただいております。またそれが自治会のボランティアかというと

そうではなくてですね。ここでいくと、緑地域なものですからヴェルデの方に頼んだりそのよう

なケースでありますので、自治会とはまるっきり違うよということでご理解いただきたいと思い

ます。 

 

○池下議員  

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。ないようでしたら、保健福祉課の方これで終わり

たいと思います。ご苦労様でした。休憩５分間。４５分。 

 

休憩  午後 ３時４０分 

再開  午後 ３時４５分 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。それでは焼酎醸造所の方から２件案件が提出されております。説明の方をよ

ろしくお願いいたします。 

 

○焼酎醸造所長  

それでは焼酎醸造所からの報告事項２件について概要の説明をいたします。１点目は平成３０

年度焼酎事業実績で１ページが製造数量と度数別の販売結果でございます。２ページは平成３０

年度製品販売実績で、製品ごとに前年度との比較となっております。３ページは平成３１年３月
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３１日現在の在庫状況でございます。２点目は平成３１年度焼酎事業特別会計補正予算第１号で、

総務費で臨時事務職員の賃金等の増額。製造費で備品購入費の増額を行っております。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、よろしくお願い致します。 

 

○伊藤委員長  

はい、担当。 

 

○焼酎醸造所主任  

それではご説明いたします。平成３０年度焼酎事業実績についてご説明いたします。１ページ

目、平成３０年度焼酎事業実績をお開きください。上の上段の表、製造数量内訳であります。平

成３０年度は前年度より、３回多く仕込みを行い、じゃがいものみで３８回の仕込みを行ってお

ります。製造数量は全体７万５千１４５リットルで製造予定数量７万２千リットルより多少多く

なっております。下段の表は販売結果の集計であります。それぞれ度数ごと処理ごとの商品で集

計しております。一番下の合計の部分をご覧ください。平成３０年度は９千８７２万５千２１９

円で前年より９４２万２千７２９円減。前年対比９１．３％となっております。詳細につきまし

て、次の２ページをご覧ください。製品販売実績となっております。先ほども申し上げましたと

おり、全体では前年対比９１．３％となっております。商品別の比率といたしましては、金額ベ

ースで北海道清里樽、こちらが全体の約４２％を占め販売本数３万７千２４本。３千７６６万２

千８７３円の売り上げとなっており、容量にして２５．９キロリットルとなっております。次点

で金額ベースで１４．３％の北海道清里、１２．２％の北海道清里原酒と続き、この３商品で全

体の約７割６８．５％を占めております。なお、平成３０年度の全体販売数量は２５度換算で５

５．８キロリットルとなっております。 

そして商品の在庫状況でございます。次のページ３ページをご覧ください。現在タンク貯蔵と

樽貯蔵で保管しておりまして、上段がタンクで貯蔵している分になります。じゃがいも原料及び

麦その他の酒類を合わせまして、実数量１２万７千２１８リットルとなっております。中段が樽

貯蔵分でございます。こちらが実数量で６万５千９７１リットルとなっております。そして下の

段、こちらが製品の在庫となっております。製品在庫がですね、北海道清里シリーズを中心に在

庫の管理を行っておりまして、年度末在庫で単品商品が１万５千５２２本。セット商品が５千１

８７セット在庫しております。こちら在庫数量につきましては、翌月出荷見込み数量を目安とし

て在庫しておりますので、適正在庫の範疇にて、在庫を保管するように対応しております。 

続きまして４ページ目。令和元年度焼酎事業特別会計補正予算第１号についてご説明いたしま

す。上段、歳入の表で繰入金６９１万７千円の増額補正を行っております。内訳としまして、一

般会計繰入金で５２４万１千円。資金繰入金で１６７万６千円となっております。補正後の歳入

予算総額で１億３千９９６万４千円となっております。次に下段、歳出の表ですが総務費で４８

万２千円の増。製造費で６４３万５千円の増となっております。内訳としまして臨時職員の一部、

日額から月額賃金に変更になったことに伴い社会保険料５万９千円及び賃金４２万３千円の計４

８万２千円を増額補正しております。また製造費につきましては木樽購入費で１１０万円。製造

機の作業補助に使用する米袋リフター購入費で７５万８千６７０円。酒造用のポンプの購入費で

４５７万６千円。計６４３万５千円を増額補正しております。補正後の歳出予算総額で１億３千

９９６万４千円となっております。以上で説明終わります。 
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○伊藤委員長  

はい、焼酎醸造事業所の方から２点について提案理由の説明がございました。委員の皆様何か

ございましたらよろしくお願いいたします。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

大きな１番の関係で、３０年度の製造販売実績が約９％落ちた主な要因だとか、原因というの

は現時点でどのように分析されているのか、まず。  

 

○伊藤委員長  

はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長  

昨年におきましては４月から８月まではほぼ前年度並みの動きになっていたんですが、９月に

おきました胆振東部地震によりまして、新聞報道にもありましたけど、北海道の観光客の入込が

２０％下がったということで、比較してみますと、うちもその観光客の入込に伴ってほぼ同数の

パーセンテージで売り上げが下がったというふうに理解しております。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

ということは観光地、その胆振東部の地震が主たる要因ではないかという分析をされていると

いうことだけれども、その販売されている、例えば場所とか酒販店等において、その傾向が顕著

にあらわれているというふうに理解していいのか、全体として平均的に落ちているのか。その辺

は具体的に。当然月報日報でしっかりと。例えば焼酎工場中心とした観光客の入り込みが少なく

なったとか、パパスの入り込みが少なくなったのか、それぞれ販売所、町内における町外におけ

る分、小売店の分というのは、当然分析しているはずなんですけど、そういった形で平均的にそ

ういった観光地を中心とした部分での販売実績をしているというふうに理解していいのか、平均

的に全体が落ちているのか。そういった分析をされた上で、観光客が減少が原因だというふうに、

先程されてるのか。 

 

○伊藤委員長  

はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長  

観光客の入込みにたいしましては、清里焼酎の見学という部分でも９月以降かなり人数が落ち

ております。きよ～るに聞いている限りでも、落ちているという部分では聞いております。うち

の販売的に結構扱ってもらっているのが道の駅。道内の道の駅等の観光地等でも、特に道東管内

で扱い頂いておりますので、その辺の客入りが大分落ちたのかなと。情報的なものですが、知床

も９月１０月は結構落ちたんだけど、１１月以降なんとか観光客の入込が回復したというふうに
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聞いてはおります。 

 

○伊藤委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員    

そういった要因であれば、また回復してくるという傾向にあるというふうな分析をされている。

今回ちょっと違うところで、北キッチンだとか違うところにもきちんと認証の関係で、うちの焼

酎がきちんとしっかりと良いステージの場所とか、色んなディスプレイの中でしっかりされてい

るというような部分、見て確認してきたんですけれども特定要因が原因だとすれば、今後それは

回復の見込みというふうに認識していいわけですね。当然４月以降５月以降という、毎月のその

販売実績が出ているわけですから、そういう理解でよろしいわけですね。 

 

○伊藤委員長  

はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長  

本年度４月、５月。４月につきましては大型連休を控えたということもありまして、４月が約

８００万。５月が約６５０万の売上ということで、前年、前々年度と比較しますと、ほぼ１００％

から１００．５％ぐらいという形になっております。観光客の出入りの部分では影響をかなり脱

したんではないかなと。今１番気にしているのは４月のその大型連休の関係で５月の出入りがあ

りましたので、６月の売上の状況を確認しながら影響がどのぐらい収まったのか確認していきた

いと考えております。 

 

○古谷委員  

はい、了解しました。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、委員さん。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員  

清里樽が北のハイグレードセレクションに選ばれたわけなんですけれども、その後これに選ば

れた影響でこんなイベントがあったですとか、こんなふうな売上が伸びたとかですとか、良い話

題があったら教えて欲しいんですけど。 

 

○焼酎醸造所長  

今年の２月に北海道の方から選定されまして、それのためのイベントっていう呼び込みは、今

まだちょっとかかっていないんですが北海道事務所の名古屋支店の方で、今回北のハイグレード

で選定された商品を事務所に陳列したいということで、そちらの問い合わせはありましたが今現

在販売店、１番大きいのはどさんこプラザなんですが、そちらの方からは、もともと置いてもら



 

 

- 38 - 

っていたっていう部分もありまして、特に来てくださいということはないですけど、今回ポップ

をつくりましたのでその関係を常時配布している最中でございます。 

 

○堀川委員  

是非良い機会なので、その辺の売り込みの強化をよろしくお願いしたいと思います。それと樽

を買われたという事ですけれども、新品樽１１０万円、何樽買ったんでしょうか。 

 

○伊藤委員長  

はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長  

今回補正に出させていただきましたのは、１０樽購入予定でございます。 

 

○堀川委員  

この１０樽購入したおかげで、樽の品不足というのは、だいぶ解消されていきますか。 

 

○伊藤委員長  

はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長  

昨年、一昨年で焼き直しの方の数を多くさせていただいていますので、その分でそれがそろそ

ろ仕上がってくる状態になってきていますので、まだ今現在では、その瓶詰めタンクまでに貯め

るまではいってないですけど、新樽でつけたものが上がってくれば瓶樽タンクの方に移動して、

在庫の方を確保できるような方向に向かっていくと思います。 

 

○堀川委員  

わかりました。 

 

○伊藤委員長  

前中委員。 

 

○前中委員  

先程実績の話と、３０年の実績の話と今の年度変わりしてからのマーケティングの状況の説明

があって、かなり４月以降回復しているという話だったんですけれども、価格改定に伴ってのそ

の反動は、もう所長としてはクリアできたという判断なのか、先ほど来、９月の北海道東部地震

の影響で販売が落ち込んだっていう話があったんですけども、それらを踏まえて、今２点踏まえ

た中で状況として清里焼酎はもう、その波を乗り越えて、年度が変わってからも順調な販売実績

等々が見えているというふうな理解しているのか、そこら辺、どう認識しているのかお聞かせ願

いたい。 
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○伊藤委員長  

はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長  

値上げ前と比べまして、販売量的には実質、減量っていう形になってると思います。ただし当

初値上げするときの計算にありましたが、量は下がるだろうけどその分値上げするので収入とし

ては前年度並みの数字になるだろうという計算をしていますので、先ほども話しましたけど、今

回９１．３％まで下がったということはあるんですけど、値上げしまして、４月から８月までは

そこそこ９５以上から１０５％の間をうろちょろしておりましたので、９月以降９０、実際には

２０％落ちた月もありますけど、そういう流れから見て、ほぼ今となりましては他のメーカーも

値上げをしてきたということもありまして、ほぼ値上げに対する影響はないんではないかなとい

うふうに私個人的には理解しております。先程も言いましたけど、今回６月の売り上げをちょっ

と確認したいなというふうに考えております。 

 

○前中委員  

今説明があったように、特に観光の入込、インバンドだとかもあるんだけども道の駅の本町に

もあるけども、そこら辺の消費動向というか購買動向を見た中で単価的な高い原酒だとか、その

伸びが、多分一昨年の同期に比べると、たぶん伸びているんじゃないかと思うんだけども、まだ

６月が見えないからという話ですけど、かなりそこら辺のきよ～るにしても道の駅にしても、人

の入込数だとか客観的ですけども、あるのかなというふうに、客観的にしか僕は見えないけども、

そこら辺どう事業所としてはある程度抑えているかなとは思うんだけども、そこら辺わかればだ

けどもわからないと困るけど。原酒、特に原酒は高い物品だよね、これ４千なにがし。 

 

○伊藤委員長  

はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長  

値上げの後、地震の後の影響もありまして正確には内容についてはわからない部分もあるんで

すが、動向としては、原酒は実際には売上落ちています。落ち方が激しいです。 

 

○前中委員  

落ちているんだ。激しいんだ。ああそうか。 

 

○焼酎醸造所長  

逆にそれほど影響を受けていないのが清里ですね。 

 

○前中委員  

ああそっちか。安いからだ。 

 

○焼酎醸造所長  
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樽も若干下がっています。高めの原酒がちょっと落ちているかなという感じです。 

 

○前中委員  

逆にマーケティングとしてハイボールだとかにシフトしてきているという売れ筋がという部分

でもないわけ。ハイボールに使うという部分でその清里定番を使うという、そういう部分じゃな

いのかな。 

 

○焼酎醸造所長  

そういう。 

 

○前中委員  

そこもちょっとわからない。 

 

○焼酎醸造所長  

はい。 

 

○前中委員  

いや、わかりました。まだ状況の中で今後の中で。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。 

 

○前中委員  

はい。 

 

○伊藤委員長  

委員の方、何かございませんか。 

 

○勝又副委員長  

いいですか。 

 

○伊藤委員長  

はい、副委員長。 

 

○勝又副委員長  

３０年度の関係で樽の一升瓶の販売の実績はなかったわけなんですけれども、これはいつ頃に

回復できるような形なのかな。一升瓶の販売っていうのは。 

 

○伊藤委員長  

はい、所長。 
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○焼酎醸造所長  

先ほども言いました、樽の焼き直しを少し多めに進めさせていただいている部分。それから今

回の補正で新樽１０樽計上してる部分、その辺見込みまして、新しい樽なり焼き直しをすれば仕

上がりが早くなりますので、その分余分にその瓶詰めタンクの方に入ってくると思うんですけど、

今想定しているのは本年度の後半ぐらいに一升瓶復活できればいいかなというふうに考えており

ます。 

 

○勝又副委員長  

今年度の後半ね。 

 

○焼酎醸造所長  

ただ樽によって仕上がり期間が変わるもんですから、必ずしもいつというふうに明確には言え

ないんですけど、それぐらいを今目指しています。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、委員。何かございますか。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

決算の部分で財産に関する調書を調べればわかるんでしょうけれども、今一升瓶の話の時に、

タンクの全体的な数。そして、今樽から移し替えですよね。やっている部分で、当然満タンにそ

れぞれタンクが製品が入っているとは限らなくて、ＰＢも含めて例えばＰＢでいけば２９キロリ

ットルが樽に入っているっていう、具体的な樽のタンクの数と樽貯蔵からタンクに移し替えた部

分と、それと原酒そのものがタンクに貯蔵している分と、両方あると思うんです。その辺の全体

的な状況は、資料的に今まで出していただいたことはあるのかどうなのか。というのは合理的な

話でいくと、例えば５キロのタンクに１キロしか入っていない。そういうやつがたくさんあって、

それがＰＢであったりとか違うものであれば、回転が非常に効率が悪いわけですよね。そういっ

た中で全体的な販売的な実績だとか、貯蔵の実績の組み合わせみたいな、具体的にどういうふう

になっているのか、なかなか見えない部分があるというのが事実なので、欠品が生じたり、ＰＢ

等含めてかなり廃盤にしてきた部分ですね。あると思うんですけども、そういったものを承知と

そして実際に売っている部分。ＰＢ。そして樽で寝かしてタンクに貯蔵してあってすぐ販売でき

るような形でもっているものという。その内訳が全体像として見えて来ればある一定のその辺の

財産管理上と販売計画がどういうふうになっているのか、製造計画ときちんとリンクしていくと

思うんですけども、その辺がちょっと全く見えないというか。それぞれ貯蔵量だとか販売量は見

えるけれども、実際に使い回しがどういうふうになっているかという実態が財産管理上、ちょっ

と見えてこない部分なんですが、その辺の把握というのは当然現場ではされていると思うし、資

料的に提供いただけるものなのかどうなのか。今じゃなくてもいいです。次の委員会でもどこで

もいいです。今日明日の話ではないので、実態的な話として、きちんと。 

 

○伊藤委員長  

今までありましたよね。それでは後ほどの提出でよろしいですか。 
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○古谷委員  

そうですね。 

 

○伊藤委員長  

はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長  

最新版のデータの方を整理しまして、後程提出させて頂きます。 

 

○伊藤委員長  

他、委員さん。何かございますか。ないようでしたら焼酎醸造事業所を終わりたいと思います。

ご苦労様でした。 

 

○伊藤委員長 

次、２番意見書の検討について、事務局の方よろしくお願いします。 

 

○議会事務局  

それでは２番目の意見書の検討について、産業福祉所管の意見書が１件提出されておりますの

でご説明いたします。議会事務局、意見書の検討についての２ページ目をお開きください。提出

者は清里町農民連盟委員長 二俣 清史氏で持参提出です。６ページをお開きください。日米貿易

協定交渉から日本の農業、農村を守る意見書です。内容につきましては記以下を読み上げて説明

いたします。１、国民への安全で安心な食料を安定的に供給する観点から、我が国の食料資源と、

食料安全保障を守ることを基本に交渉内容の丁寧な情報提供を行い、国民合意がないまま交渉を

拙速に妥結しないこと。２、農業者の不安を払拭するため、国内の農業、農村を潰しかねない米

国の強靭な要求に屈することなく、重要農畜産物の関税削減、撤廃及び輸入枠拡大などは断じて

受け入れないこと。以上ですけれども、６月定例会に委員長名での意見書の提出、又内容のご協

議をよろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長  

今、意見書について説明がございました。皆様の方から何かございますか。ありません。はい、

わかりました。では次、３番。議会閉会中の継続調査について。 

 

○議会事務局長  

議会閉会中の継続調査についてでございますが、常任委員会は議会閉会中、事前に議会の承認

を得た事件について調査することができるようになっております。それで記載の案件について６

月の定例会に議案提出するものでございます。代用読み上げます。１、農林業の振興対策につい

て。２、少子高齢化福祉医療対策について。３、総合計画重点プロジェクトについて。理由は精

査を要するため。調査期限は調査終了までとなっております。内容の審議よろしくお願いいたし

ます。 
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○伊藤委員長  

はい。今、議会閉会中の継続調査について説明が行われました。委員の皆さん何かございまし

たらよろしくお願いいたします。ありませんか。はい、わかりました。では次、大きな４番。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、今現在開催予定がちょっと未定になっております。決まり

次第皆様にご連絡いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長  

大きな５番、その他。何かございませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○伊藤委員長 

第３回産業福祉常任委員会を終わりたいと思います。皆さんご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ４時１０分） 

 


