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第７回産業福祉常任委員会会議録 

平成３０年６月 ８日（金） 

    開 会   午前１０時４２分 

    閉 会   午前１１時３３分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●町民課 

  ①清里町子育て支援医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

  ②平成３０年度一般会計補正予算（町民課所管分） 

  ③平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   

 ●産業建設課 

  ①平成３０年度一般会計補正予算（産業建設課所管分） 

  ②農業関連事業の実績について 

 

 ●焼酎醸造所 

  ①平成２９年度焼酎事業実績について 

 

●保健福祉課 

  ①清里町ケアハウス条例の一部を改正する条例 

  ②ケアハウスの今後のスケジュール（案）について 

 

２．意見書の検討について 

 ①北海道主要基幹農作物種子条例の制定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７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より３点ほど提案がございます。町民課から提案

説明よろしくお願いします。 

 

○町民課長 

 委員長。 

 

○前中委員長 

 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３件について概要のご説明をいたします。 

１点目、清里町の子育て支援医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきましては、 
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北海道医療給付事業において、医療費の請求方法が変更になることに伴い、医療費の助成の方法に

ついて条例の改正を行うものでございます。 

２点目、一般会計補正予算町民課所管分につきましては、１点目と同様に北海道医療給付事業の変

更に伴い、子育て支援医療費扶助、重度心身障害者医療費扶助、ひとり親家庭等医療費扶助に関して

必要な経費を補正するものでございます。 

３点目、清里町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、平成２９年度にうけま

した補助金について生じました返納金の返納期限が７月中旬に設定されるため、今回補正を行うもの

であり、会計内で調整を行い、予算の総額に変更はございません。詳細につきましては担当より御説

明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

まず初めに清里町子育て支援医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について提案説明

よろしくお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 ６月開催の清里町議会に提出を予定しております、清里町子育て支援医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例及び一般会計の補正予算の説明の前に北海道医療給付事業の改正について説明

をさせていただきたいと思います。こちらの今日追加配付をさせていただきました説明用資料をご覧

ください。 

１番目の変更の内容であります。今回、北海道医療給付事業の改正により、医療機関からの診療報

酬の請求方法が変更され、各受給者が北海道医療給付事業の番号を明示した受給者証を提示すること

により、医療機関は保険者に診療報酬を請求する診療報酬明細書により、あわせて医療費の助成金額

についても助成することが可能になります。 

具体的な医療費の流れを例により説明をさせていただきたいと思います。資料の真ん中より下に記

載の例をご覧ください。小学生が町外医療機関にて、医療費総額１万円の診療を受けた場合でありま

す。現在受給者は、医療機関窓口で１万円の３割３千円の自己負担分を支払い、後日町に申請し、助

成を受けます。平成３０年８月１日からは、受給者は医療機関窓口での自己負担分の支払いはなくな

ります。その分は医療機関が医療保険の審査機関、国民健康保険連合会などに診療報酬明細書により

請求し、医療保険審査機関により保険診療分の７割分は保険者に請求するとともに３割分の３千円を

清里町に請求し、清里町がその請求をもとに、医療保険審査機関に支払い、医療保険審査機関が保険

者から支払いを受けた保険診療の診療報酬７千円と合わせて、１万円を医療機関に支払うこととなり

ます。なお医療保険審査期間には審査手数料を清里町から支払うことになります。 

資料の上段に戻ります。２番目、清里町での主な影響であります。まず１つ目として中学生までの

子育て支援医療について自己負担分を医療機関が医療保険審査機関を経由して、清里町へ請求するこ

ととなり、受給者が治療期間窓口において自己負担分を支払う必要がなくなります。２つ目として、

保健審査期間を経由することとなりますので、町から医療保険審査期間へ審査手数料の負担が新たに

生じることとなります。 

３つ目として、受給者証の用紙が変更となります。このことで新たな受給者証の印刷と更新が必要

になります。 

４つ目として、新たに各医療給付事業の番号の管理が必要となり、受給者資格の管理システムのシ
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ステム改修が必要となります。 

３番の子育て支援医療費の助成方法の変更であります。今回の改正により、１番変わるのが子育て

支援医療費助成であります。現在も町内の医療機関を受診した際は、窓口での自己負担分の支払いは

ありませんが、町外の医療機関を受診した際は、窓口で一旦自己負担分を支払い、後日領収書を添え

て、町に申請し、助成を受ける手続になっております。平成３０年８月診療分からは町内町外を問わ

ず、北海道内の医療機関受診時に受給者証を提示することで中学生まで医療機関窓口での自己負担の

支払いがなくなります。ただし、高校生以上は従前の通り、医療機関窓口で自己負担分を支払い、後

日領収書を添えて町に申請をいただき、税等の滞納状況の確認を行った上で助成を行います。また、

受給者証を忘れた等の理由により、受給者証を提示しなかった場合も今まで通り一旦医療機関窓口で

自己負担分を支払い、後日領収書を添えて町に申請となります。また保険適用外の投薬・注射・容器

代、診断料や食事代などは助成の対象外となりますので、この分は医療機関窓口で支払いをいただく

ことになります。 

今回の変更により受給者は、医療機関窓口での自己負担や申請手続の軽減が図られることとなりま

す。なお、医療給付事業の番号に記載された受給者証の交付は、７月中旬を予定しています。またあ

わせて要綱の改正もあわせて行いたいと思います。以上で追加資料の説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ①清里町子育て支援医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、何かございます

か。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 条例の説明の方をさせていただきます。今回の条例改正は、子育て支援医療費助成事業が基本とし

ている北海道医療給付事業において診療報酬の請求方法が変更され、医療機関が保険者に請求する診

療報酬明細書により助成金を請求することに伴い、清里町の子育て支援医療費の助成を医療機関等に

支払うことを可能とすることを明文化するものであります。２ページに新旧対照表を載せていますの

で、そちらをご覧いただければと思います。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ちなみにこの審査手数料１件当たりどのぐらいかかるものですか。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 医科に受診をした際と後、国保連合会の部分については８０円。他の部分についてはそれぞれ薬剤、

調剤等で別に設定をされているところになっております。 

 

○前中委員長 

 わかりました。以上説明がございましたけど、よろしいですか。①については。続きまして平成３

０年度一般会計補正予算町民課所管分について提案説明よろしくお願いします。はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 一般会計補正予算の概要について説明を申し上げます。資料の３ページをご覧ください。２款総務
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費、１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費、出産子育て支援事業、子育て支援医療扶助に係る補正

です。補正額２３万円の増であります。財源はすべて一般財源です。補正の内容は需用費、印刷製本

費として様式変更に伴う受給者証印刷を行うため２２万８千円。役務費手数料として審査手数料２０

万２千円の増です。 

続きまして４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費、障害者生活支援事業、重度心身障

害者医療費扶助に係る補正です。補正額９９万４千円です。財源については道支出金１５万円。一般

財源８４万４千円です。補正の内容は、役務費委託料、システム改修委託料であります。今回の制度

改正に伴うシステム改修費であります。同じく３目各種医療対策費、子育て支援事業、ひとり親家庭

等医療費扶助に係る補正です。補正額１万４千円、財源はすべて一般財源です。補正の内容は、需用

費、印刷製本費として様式変更に伴う受給者証印刷のため１万４千円の増です。以上で説明を終わり

ます。 

 

○前中委員長 

ただ今平成３０年度一般会計補正予算町民課所管分の説明がございましたけど、よろしいですか。

続きまして平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算第１号について提案説明よろしくお願

いします。はい、担当。 

 

○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１号の概要を説明させていただきます。議案の

４ページをご覧ください。今回の補正においては、予算総額に変更はなく、歳出予算の組替となって

います。 

それでは、歳出を説明させていただきます。下段の表のうち、１款総務費で１０万８千円の減。内

訳につきましては一般管理費の旅費であります。会議開催場所の変更等による減額であります。 

次に７款諸支出金１０万８千円の増。内訳につきましては平成２９年度に実施いたしました国民健

康保険制度関係準備事業費補助金の返納金であります。本補助事業につきましては、平成２９年度会

計内での精算を予定していましたが、北海道より平成３０年度会計での精算との通知があり、平成３

０年７月に返納することとなります。この補助金返納額として１０万８千円を計上するものでありま

す。補正後の予算総額は変更なく７億５千１６１万円であります。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい、ただいま平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算第１号について提案説明がござい

ました。各委員より質疑を受けたいと思いますけれども。よろしいですか。 

町民課全体を通して、何か質疑があれば受けたいと思いますけれども。よろしいですか。はい、大

変ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 続きまして産業建設課関連２点ほど上程がございます。提案説明の方課長お願いします。はい、課

長。 
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○産業建設課長 

 本日の産業建設課の議案でございますが、まず①といたしまして６月の定例会で提案を予定してお

ります、補正予算の内容。②につきましては平成２９年度の農業関連事業の実績となっておりますの

で、担当から説明させていただきます。 

 

○前中委員長 

 まず初めに３０年度一般会計補正予算産業建設課所管分、提案説明よろしくお願いいたします。は

い、担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 それでは御説明いたします。平成３０年度一般会計補正予算でございます。１ページ目お開きくだ

さい。総務費、総務管理費、町有林管理費、事業名が森林ＧＩＳシステム機材更新事業でございます。 

町有林を初めとしました、町内の国有林を除く森林管理を行うために、平成２４年度に導入をして

おりました森林ＧＩＳシステムでございましたが、森林など屋外で使用する機材でございまして、導

入より５年経過いたしまして、構成する機材の一部に故障等の不具合が発生しております。今回の補

正予算では、森林管理をスムーズに行うために故障中の機材の更新を行うものでございます。予算額

につきましては１２０万円を予定してございます。 

続きまして下段、農林水産業費、農業費、農業振興費、事業名が畑作構造転換補助事業でございま

す。内訳でございますが、種馬鈴薯の生産量向上のための支援といたしまして、定額補助でございま

す。り病率の低い原種生産へ１０８万４千８００円。品質向上技術の導入に５０５万３千８００円、

計６１３万６００円でございます。馬鈴薯、甜菜における省力機械の導入支援といたしまして導入機

材の、こちら２分の１補助でございましてポテトハーベスター１台３５５万７千円。全自動ビート移

植機３８８万８千円、計７４４万５千円でございます。合わせまして１千３５８万４千円となってご

ざいます。こちらの財源につきましては、全額道補助金となりますので、こちら１千３５８万４千円

の道補助金が別に入ってくるという形になってございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今平成３０年度一般会計補正予算、産業建設課所管分の説明がございましたけれども、各委員

より質疑を受けたいと思います。よろしいですか。続きまして②農業関連事業の実績について説明よ

ろしくお願いします。はい、担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 はい、それでは議案２ページの方ご覧ください。平成２９年度の農業関連事業の実績についてご説

明いたします。記載の事業でございますが、収支につきまして町の会計を通らず各団体等へ直接支払

われる事業となってございます。 

まず１番上、経営所得安定対策直接支払推進事業でございますが、清里町地域農業再生協議会によ

る運営でございまして、こちらにつきましては収入支出とも１２４万８４５円。主な用途につきまし

ては事務費となってございます。 

続きましてその次、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策推進事業でございます。こちらにつきましては清

里町農作物鳥獣被害防止対策協議会。こちらの運営によるものでございまして、収入支出ともに７８
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万６００円になってございます。主な内容でございますが、緊急捕獲事業としまして、町の捕獲報奨

金事業の上乗せ助成を実施してございまして、鹿につきましては１頭当たり８千円、キツネについて

は１千円の上乗せを行っているところでございます。また一斉捕獲事業としまして旧青葉牧場こちら

の個体数調整のための捕獲と有害駆除員の射撃技術講習会、こちらの方を実施しているところでござ

います。 

続きまして経営所得安定対策交付金でございます。これにつきましては国から直接、各農家さんの

方に支払われるものとなってございます。内訳につきましては営農継続支払、こちらが１９９戸につ

きまして１３億２千７４５万３千円。数量払の方も同じく１９９戸、２３億２千６３０万円となって

ございます。なお一昨年にありました、産地資金につきましては、平成２９年より補助事業の対象外

となってございまして、交付につきましてはありませんでした。農業関連２事業をこちら合計します

と３６億５千５７７万４千４４５円となってございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

ただ今農業関連事業の実績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。

よろしいですか。産業建設課全体を通して何かございましたら。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 確認させていただきたいんですが、橋の保全で今年度は４線橋だとか、向陽西橋と予定になってい

るようなんですが、先日私は歩いて気になったのが、北橋と言うんですか。しんこうさんの所と１線

の間の橋が、歩いていると非常に傷んでいる感じで、これは早めに補修しないと、昨年歩いていると

き相当傷んでいる感じがしましたので。まあ車ですと気にならないですが、歩くと相当コンクリート

部分がかなり傷んでいるものですから、その辺再度確認をされた方が良いかなと思いまして。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 橋梁の長寿命化につきましては、平成２９年に見直しの調査を行いまして、今河口委員おっしゃら

れました、北橋につきましても近い将来で修繕を入る計画で進めております。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 計画があれば結構なんですが、かなりひどいなっていうのが印象にありますんで、優先順位の中で

再度ちょっと点検された方がいいかなと思いましたのでよろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 他に何かありませんか。なければ産業建設課これで終わりたいと思います。ご苦労様でした。 
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○前中委員長 

 次に焼酎醸造所から１点提案がございます。提案説明。はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは最初に焼酎醸造所からの報告事項３件についての概要を説明いたします。 

１点目は平成２９年度焼酎事業実績で製造数量と販売結果でございます。２点目は平成２９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点目は平成３０年３月３１日現在の

在庫状況でございます。 

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。 

 

○焼酎醸造所主任 

 それでは説明させていただきます。平成２９年度焼酎事業実績から説明いたします。お手元の資料

２９年度焼酎事業実績をお開きください。上段の表製造数量、内訳であります。平成２８年度よりも

１３回多く仕込みを行いまして、じゃがいものみで３５回の仕込みを行っております。生産数量は６

万８千１リットルで製造予定量６５キロリットルより多少多くなっております。 

下段の表、販売結果の集計であります。度数ごと、種類ごとの商品で集計しております。１番下の

合計をご覧ください。こちら訂正ございまして、２９年度の販売額１億８１４万７千９４７円となっ

ておりますが、こちら１円訂正で１億８１４万７千９４８円に訂正させていただきます。こちらの合

計金額、前年よりも４４９万５千６４４円増の前年対比１．０４倍の伸びとなっております。 

詳細につきまして次のページをご覧ください。こちら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、全体で前年比１.０４倍となっております。売れ筋の商品といたしましては前

年と変わらず、北海道清里樽金額ベースで全体に約４１％を占め、販売本数４万８千５２本。４千２

５万１千９７２円の売り上げております。容量にして、３３．６キロリットルの販売数量となります。

その他金額ベースで前年度１４％弱から１％ほど減で１３％弱の北海道清里同じく１４％強が北海

道清里原酒となっており、この３商品で全体の７割６９％を占めております。なお平成２９年度全体

販売数量は２５度換算で７４キロリットル弱となっております。 

次のページ最後ですが、在庫状況でございます。こちらの表をご覧ください。現在タンク貯蔵と樽

貯蔵で保管しておりまして、上段がタンク貯蔵している分。いも、その他のアルコール合わせまして

１１万３千３５７リットルとなっております。中段、樽貯蔵でございますが６万７千９２０リットル

となっております。なお、タンク・樽ともに実際の度数での表記となっております。下段は製品在庫

になります。すでに製品化しております商品の在庫となっております。主なものは北海道清里でござ

いますが、翌月出荷見込み数量を目安として在庫をしておりますので、特に過少な在庫にはなってお

りません。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今、平成２９年度焼酎事業実績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。全体を通して何かありましたら、意見を受けたいと

思いますけど。はい、加藤委員。 
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○加藤委員 

 ３ページの在庫状況の中のその他のプライベート瓶。５千７１３本というのは何銘柄ぐらい在庫を

しているんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ２ページの方の表にあります、ＰＢと書かれている商品がプライベートブランドになりますんで、

そちらの各々の在庫の合計ということになります。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 この在庫の各々出ている部分で、今現在在庫しているわけですけど３月３１日現在でその位の状態

で。これが販売されるというか、出て行く状態になるってことですか。非常に在庫状況の中ではウエ

イトがあるような感じがするんですが。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 訓粋につきましては、全量出荷在庫となっておりますんで、それ以外のＰＢにつきましては、ほぼ

出荷一か月分を在庫として持っております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 もう１点ちょっとお伺いしたいのが、今現在製造をしているわけですが原料のジャガイモの品種で

すよね。今こなふぶきだと思うんですが、この品種が将来なくなるのが確定されている中で、次の品

種の模索といいますか、試験がもう始まっているのかどうなのか、この辺どのように捉えて推移して

いるのか。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 昨年までは全量こなふぶきで仕込みの方を行っておりました。２年前に少量のこなゆたかの試験を
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行っております。今年まだ仕込み回数はまだ決まっておりませんが、こなゆたかを２～３回は作りま

して、味の違いを確認する予定となっております。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

違いを確認するだけで可能だという状態で、その技術的な部分をクリアしていけるという判断で良

いという事なんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 いも自体は姉妹的ないもになりますんで、それほど味は変わらないんでないかなというふうに思っ

ていますが、実際に小さいタンクでやりますと、最終的に味が貯蔵の関係でそれは本物な味かどうか

が解らない部分がありますんで、今年大きいタンクでつくりまして、味がどのぐらいの違いがあるも

のなのかを確認して一時期ブレンドになるのかまだ解りませんが、将来的には全量こなゆたかに変更

していく形になると思います。 

 

○前中委員長 

よろしいですか。他に何かございましたら。 

 

○焼酎醸造所長 

 委員長、こちらから。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今回水のボトルをリニューアルすることになりました。商品名につきましては、清里の水から、水

北海道清里に。焼酎の完成報告書にあるデザインをクリエイター達と修正し、今回製品化したもので

ございます。価格については旧価格戸同じで、小売価格で１００円。今のところ９月中旬頃から出荷

される予定となっております。以上でございます。 

 

○前中委員長 

 今新しい水のボトルのデザインがありましたけれども、これにあわせて質疑があれば受けたいと思

いますけれどもよろしいですか。それでは全体を通して、いいですね。はい、大変ご苦労様でした。 
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○前中委員長 

 それでは保健福祉課より提案が２点ほどございます。提案の説明をよろしくお願いいたします。は

い、課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課より記載の２点について、ケアハウスの関係になります。参与の方より御説明申し上げ

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

これ２点続けてでもよろしいですか。はい、参与。よろしくお願いします。 

 

○保健福祉課参与 

 それではケアハウスについて２点続けて説明させていただきます。まず１点目、清里町ケアハウス

条例の一部を改正する条例についてです。資料の１ページ目をご覧ください。 

改正理由につきましては、このケアハウスの位置する土地について、現在３つの地番にまたがって

いるところでありますけども、合筆登記を行った結果、地番の変更が生じたことにより条例を改正す

る必要が生じたためであります。 

変更内容につきましては、２ページ目の新旧対照表をご覧ください。現在の条例が右側にございま

す。条例第２条（２）１について、清里町羽衣町３５番地３４、羽衣町３９番地１２６、羽衣町３９

番地１６４となっておりますところ、改正後の条例ということで、こちらの方清里町羽衣町３５番地

３４に、合筆されたということでこういう記載になってございます。附則といたしまして、この条例

は公布の日から施行するということになっておりまして、本日の御審議を踏まえまして今月２０日に

予定されております、定例議会に議案として提出したいと考えてございます。 

続きましてケアハウスの今後のスケジュール案についてということでご説明いたします。資料の３

ページをご覧ください。資料の表の真ん中の項目に開所とございます。ここに１０月１日月曜日予定

ということで記載をしておりますが、ケアハウスにつきましては本年１０月１日にオープンというこ

とで予定をしてございます。スケジュールにつきましては、それに向けてのスケジュールということ

で記載をしております。順に説明してまいります。 

まず最初の入居関係につきましては、この１０月１日に向けた第１次募集ということで、時期につ

いては７月初旬から８月初旬までということで記載しております。具体的には、７月１日日曜日であ

りますので、７月２日月曜日から８月の第１週くらいを目途ということで募集をしたいというふうに

考えております。この募集につきましては、６月１５日のお知らせ広報で事前の告知を行い、７月の

広報と合わせてチラシを配布するということで準備の方を進めております。入居の募集を受けまし

て、８月中に選考委員会で審査を行い９月初旬できるだけ早い時期に申し込みされた方に決定の通知

をお送りするということでございます。備考欄にその後も随時募集とありますが、１０月１日に間に

合わない方であっても、その後ケアハウスに入りたいという方については随時募集を行っていくとい

う形になります。 

続きまして各イベント関係ですけれども、まず内部向け見学会ということで、今月下旬から７月上

旬にかけて見学会の方を予定しております。議会の皆様にも今月中もしくは７月の頭ぐらいの範囲で

事務局の方と調整させていただいておりますけれども御案内したいというふうに考えてございます。 
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次に希望者向け見学会ということで、これは一般向けの見学会でございます。７月２９日にふれあ

い広場が開催予定となっておりますけれども、このときにあわせて無料のバス、緑・札弦地区からバ

スが往復で出ていますので、町民の方も比較的来やすいタイミングということで、このふれあい広場

の開催している時間内。特に今の考えでは、事前の申込等はなく自由に見ていただける。ただ全部の

部屋を見れるという事でなくて、ここからここまで見れますよという形で開放したいというふうに考

えてございます。その他、ケアハウスに入居を考えておられる方で、この日は御都悪いという方もい

らっしゃると思いますので、そういった方については相談があれば可能な範囲できるだけ可能な限

り、見学の方を実施してまいりたいというふうに考えております。 

続きまして、落成式。開所式ですけれども、９月最終週というふうに記載しておりますが、９月の

２５日火曜日が大安ですので、非常に良い日かなというふうに考えてございます。こちらの方も開催

決まりましたら皆様の方に案内をお送りさせていただきます。開所については１０月１日を予定して

おります。 

その他の手続関係ですけれども、ケアハウス開所に当たっての道の各種届出はオープンの２カ月前

位を目途にということで、道の方には言われておりますので、こちらの方準備を進めてまいります。 

施設整備につきましては、建築躯体の方は６月８日、本日ですけれども竣工ということで建物はも

うごらんの通り、ほぼ上がっている状態でございます。その他再生エネルギー関係ということで太陽

光、温泉熱につきましてはそれぞれ太陽光が８月２０日まで温泉熱が９月２０日までの工期になって

ございます。 

外構につきましては、来年の１月３０日までとなっておりますので、こちらはオープン後も工事の

方が続く形になっております。 

備品につきましては、５月２８日にまとめて入札を行いまして、その後、５月３１日に見積もり合

わせを行っておりますが、その他細々したものをまだ購入するものもありますので、そういった物を

随時行っていきたいというふうに考えております。説明以上です。 

 

○前中委員長 

 ただ今清里町ケアハウス条例の一部を改正する条例併せてケアハウスの今後のスケジュール案に

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けども、何かございません

か。よろしいですか。全体を通して何かあれば受けたいと思いますけれども。なければ一旦休憩をし

たいと思います。 

 

休憩 午前１１時２０分 

再開 午前１１時３０分 

 

○前中委員長 

 会議を再開いたします。大きな２意見書の検討について。事務局。 

 

○議会事務局主査 

 それでは、２番目の意見書の検討について、産業福祉常任委員会所管の意見書が１件あります。議

会事務局、意見書の検討について資料は２ページをお開きください。 

北海道主要基幹農作物種子条例の制定に関する意見書、提出依頼者は清里町農民連盟 委員長 二
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俣清史氏です。 

内容は、７ページをご覧ください。記以下を読み上げて説明いたします。 

１．将来にわたって北海道の優良な種子が安定的に生産及び普及が図られ、生産者が安心して営農に

取り組み、高品質な道産農作物が消費者に提供ができるよう、北海道主要農作物の種子に関する道

条例を早期に制定すること。 

２．対象農作物については、稲、麦、大豆といった北海道農業に欠かせない農作物を位置付けるとと

もに、条例の円滑な推進に必要な財政措置と万全な体制を構築すること。 

３．食料主権の確保と持続可能な農業を維持する観点から、優れた道産種子の遺伝資源が国外に流出

することのないよう知的財産の保護を条例に盛り込むこと。 

以上ですが、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お願いいたします。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。議会に提出するという事で。 

 

○前中委員長 

 ３．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、７月１２日（木）総務文教常任委員会終了後、この会場で行う予定

です。。 

 

○前中委員長 

 ４．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第７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 午前１１時３３分） 

 


