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第５回産業福祉常任委員会会議録 

令和元年８月 28日（水） 

    開 会  午前 11時 37分 

    閉 会  午後  ２時 32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令和元年度一般会計補正予算（町民課所管分）専決処分について 

   

●保健福祉課 

  ①幼児教育・保育の無償化について 

 ②清里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例について 

  ③網走厚生病院脳神経外科医療体制整備について 

 

 ●産業建設課 

  ①産地パワーアップ事業について  

  ②ジャガイモシロシストセンチュウの確認について 

 

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  村 島 健 二    委  員  前 中 康 男  

     委 員  古 谷 一 夫    委  員  堀 川 哲 男 

       委 員  岡 本 英 明                  

    

 

○欠席委員   なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

■町民課長         熊谷 雄二    ■町民課主幹       梅村百合子 
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■町民生活Ｇ総括主査    水尾 和広 

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

■子ども子育てＧ総括主査  鈴木由美子    

 ■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５回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

○伊藤委員長  

それでは町民課、①令和元年度一般会計補正予算専決処分について説明のほど、よろしくお

願いします。課長。 

 

○町民課長  

町民課から報告事項１件につきまして、概要の御説明をいたします。令和元年度一般会計補

正予算（町民課所管分）専決処分につきましては、清掃センターの給じん装置の駆動装置が故障

しまして、駆動しなくなったため、修繕を行うものでございます。なお、この故障によりまし

て、現在は、ごみの収集は通常通り行なっておりますが、ごみを焼却できないという状況にござ

いまして、集めたごみは、フレコンに詰めて施設の北側の敷地内に堆積をしております。 

本来でございましたら、補正予算の議決をいただき、発注、修繕という流れではございます

が、修繕にも部品の製造に時間を要することから、８月９日付けで専決補正をさせていただき、

修繕をするものでございます。２年前、平成 29 年度に施設の長寿命化工事を行った際にも、

ごみの焼却を２ヶ月程度ストップした経過がありまして、今回も同様に、ごみの収集作業は通

常通り行い、フレコンにごみを詰めて保管し、修繕が終わった後、焼却してまいりたいと考えて

ございます。現在の予定では、順調に進めば９月中旬に修理を完成する予定でございます。詳細

につきましては、総括主査よりご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  

はい、総括主査。 

 

○町民生活Ｇ総括主査  

それでは私の方から令和元年度一般会計補正予算（町民課所管分）専決処分につきまして、御

説明の方をさせていただきたいと思います。１ページお開きください。今回の専決処分は４款
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衛生費、２項清掃費、１目清掃事業費において、清掃センター設備の補修を実施するものでござ

います。２ページお開きください。 

今回、補修を実施いたしますのは、ごみを炉体に落とすための設備、給じんプッシャーが故障

し、動かなくなり焼却処理が不能になったため補修を図るものでございます。図でいきますと、

左側ごみクレーンからホッパーで、ごみを受けた次の工程が、給じんプッシャーとなりまして、

今回は給じんプッシャーのシリンダーを製作して交換するものでございます。１ページにお戻

りください。今回の専決補正といたしましては、修繕料 205万２千円を一般財源で計上してい

るところでございます。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長  

今、町民課の方から専決処分について、説明がありましたが委員の皆さん何かございますか。

ございませんか。 

 

○前中委員  

その原因ってなに。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○町民課長  

春先の方から、想像ですけれども炉体の上の方ホッパーから落としたあたりから、火が出て

いたということなので、ゴミがちゃんと落ち切らないで、そこに引っかかった状態で春先燃え

ていたのかもしれません。確定はできませんが、そのために今度プッシャーで落とすところが

詰まって負荷がかかり過ぎて最終的にはそのプッシャーがまるっきり動かなくなった。という

ふうに推測しております。 

 

○伊藤委員長  

他、何かございませんか。よろしいですね。これで、町民課を終わりたいと思います。 

ここでお昼休憩としたいと思います。１時から再開しますので、よろしくお願いいたします。 

 

休憩  午前 11時 43分 

再開  午後 １時 00分 

 

○伊藤委員長  

それでは、休憩を解いて第５回産業福祉常任委員会を始めたいと思います。保健福祉課の方

から３つほど報告事項があります。よろしくお願いします。 

 

○保健福祉課長  

保健福祉課からの案件３点についてご説明いたします。１点目の、本年 10 月１日より始ま

る幼児教育・保育の無償化について及び関連して条例改正が必要な２点目の、清里町特定教育・
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保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いてを、鈴木総括主査より、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を、私より

ご説明いたします。 

 

○伊藤委員長  

はい、担当。 

 

○子ども子育てＧ総括主査  

それでは、私の方から 10 月から実施されます幼児教育・保育の無償化制度につきまして、

御説明をさせていただきます。１ページをご覧ください。まずこの制度の概要でございます。我

が国の急速な少子化の進行と、幼児期の教育・保育の重要性に鑑み、国が総合的な少子化対策を

推進する一環として幼児期の教育・保育を行う施設の利用に関する給付制度を新たに創設し、

子育て家庭の経済的負担を軽減するものでございます。具体的には、幼稚園や保育所に通われ

る３歳以上のお子さんと、保育所に通われる３歳未満の子供のうち、町民税非課税世帯のお子

さんの利用料、保育料を無料とする制度でございます。 

２つ目ですが、対象となる施設でございます。制度の対象となる施設は、保育所、幼稚園また

認可外保育所ですとか、認定こども園等、様々な保育を必要とする家庭が利用できる施設が無

償化の対象となっておりますが、本町につきましては、町立の清里と札弦の２ヶ所の保育所と、

私立幼稚園、やまと幼稚園です。それと子育て支援センターで行っておりますファミリーサポ

ートセンター事業。こちらは託児の様なものですが、自宅でお子さんを預かって登録されてい

る会員の方がみるという事業を行っております。こちらが対象の事業となっております。 

３番目の、対象となる期間及び幼児でございますが、基本的には小学校就学前までの３年間

がこの無償化の制度の対象期間となっております。保育所と幼稚園には若干の違いがございま

して、保育所につきましては３歳児クラスから５歳児クラスまでの全園児、それと３歳未満児

の町民税非課税世帯に該当する園児が対象となっております。幼稚園につきましては満３歳か

ら幼稚園に入園できますので、満３歳から５歳児までの全園児が対象となっております。 

４番目の、今回の無償化の対象となる経費でございますが、保育所につきましては対象とな

る園児の保育料、幼稚園につきましては、入った時に年額でかかります入園料、それと午前中の

保育料、そして午後からの預かり保育事業の部分の保育料が無償化の対象となっております。

ただし、預かり保育の部分につきましては、あくまで保育という観点から、保育所の入所要件と

同様に就労などの理由により保育が必要と認定されたお子様の保育料のみ無償化の対象となっ

てございます。また、下の米印に記載してございますが、現在やまと幼稚園は平成 27 年度に

施行されました子ども子育て支援法に基づく子ども子育て新制度というものがございまして、

そちらに適用される施設には移行しておらず、旧制度の私学助成を受ける幼稚園として運営を

してございます。そのため、今回の無償化につきましては、全額が無償となるわけではなく、保

育料の上限額が設定をされております。入園料を含んだ保育料につきましては、月額２万５千

700 円が上限額、預かり保育につきましては月額１万１千 300 円、日額にしますと 450 円

が上限の月額となっております。 

５番目の、この無償化の実施時期でございますが、本年 10 月１日からの施行となっており

ます。２ページをお開きください。 
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６番目の、無償化にかかる費用負担の部分でございます。法律では大きくいう２つに分かれ

ておりまして、まず上段、施設型給付と法律で設定されている部分でございますが、こちらは保

育所、新制度に移行している幼稚園が認定こども園の部分です。この負担割合は、私立が国２分

の１、道と町で４分の１ずつの負担となっております。公立につきましては、町が 10分の 10

の負担割合となっておりまして、本町の保育所は公立ですので、こちらの 10 分の１０の負担

割合に該当することとなります。次に、下段の子育て支援施設等利用給付と設定されている部

分でございます。こちらは、やまと幼稚園が該当としますが、旧制度のままの幼稚園、それと認

可外保育施設、ファミリーサポートセンター預かり保育等の保育事業が該当いたします。こち

らは、国２分の１、道と町で４分の１ずつの負担割合となっております。その下にあります米

印、今回の無償化につきましては国策として行われておりまして、財源には消費税の増収分が

充てられることとなっております。ただし、今年度につきましては、この増収分が町には入って

こないため、今年度に限り負担割合の町の負担部分につきましては、国から子ども子育て支援

臨時交付金として交付をされることとなっております。また、来年度以降の公立の 10分の 10

の、町の負担の部分ですが、地方消費税の増収分と地方交付税により全額財源が確保されると

いうことで通知が来ております。 

７番目の、今回の無償化に伴う条例改正等の義務の関係でございます。まず、１つ目にこの後

説明をさせていただきますが、清里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正であります。こちらにつきましては、国の基準が改正された

ことによりまして、基準に基づきまして町の条例も改正するものでございます。 

２つ目に、保育料徴収規則の一部改正につきましては、今回の無償化の対象者３歳以上のお

子さんについて利用者負担額が無料になるように改正が必要となりますので、その必要な部分

を改正するものでございます。 

３番目の、清里町給食費補助金交付要綱の制定につきましては、今回の無償化が保育料のみ

の対象となっておりますので、現行では保育料に含まれていた食材料費が省かれたため、10月

からは、その部分が保護者負担となります。保護者の経済的負担の軽減を図るため、給食費の部

分を町で補助をする要綱を新たに制定する必要があるため、制定をするものでございます。 

４番目の、子育て支援保育料補助事業実施要綱の一部改正につきましては、現在幼稚園、保育

所に入っている第２子以降のお子さんの保育料の２分の１を補助する事業を行っております

が、幼稚園児につきましては、保育料が無償化の対象となりますので、要件を整備するものでご

ざいます。なお、今回の無償化に関する今後想定される補正予算につきましては、次回の常任委

員会で提案をさせていただく予定となっております。 

また、今回の無償化の対象となる方への手続きのご案内につきましては、来週から随時通知

を行い、特に幼稚園に入園されているお子さんにつきましては、特に午後からの預かり保育の

部分で、保育の必要性の認定等の事務が発生いたしますので、その辺を保護者に説明を行って

いく予定となっております。続きまして、関連がございますので、３ページ目の清里町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

につきましてご説明をさせていただきます。 

この条例の要旨でございますが、今年５月に子ども子育て支援法が改正されまして 10 月か

ら幼児教育・保育の無償化が実施されることに伴い、国の特定教育・保育施設の施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準の一部が改正されました。その国の改正内容に基づき、本町
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の条例も改正するものでございます。条例の概要でございますが、これまで子供のための教育・

保育給付という区分によりまして、利用者の認定、保育施設等を利用できるかどうかという認

定を行っておりました。この中で１号、２号、３号など認定の用語がありましたが、今回の無償

化に伴いまして、今まで使っていた部分と区別をするために子育てのための施設等利用給付と

いう区分の枠が新設されましたので、教育・保育給付認定という用語に改めるなど、用語の整

備、また定義の追加を行うこととなっております。主な改正内容につきましては、下の表をご覧

ください。まず、本条例の条文の中にあります。支給認定という用語を教育・保育給付認定とい

う用語に改める改正を行います。第２条につきましては、第 12 項からとなっているのですが

12号の誤りです。第 12号以降に、満３歳以上保育認定子ども、満３歳未満保育認定子どもな

どの定義を新たに追加するものでございます。 

第 13 条では、利用者負担額の支払いは、これまで全ての保護者が負担することとなってお

りましたが、満３歳未満の保育認定子どもにかかるその保護者からのみとする規定に改め、ま

た食事提供に関する規定を追加いたします。第 35 条につきましては、１号認定子ども、幼稚

園を利用している子どもが、事情により、保育所を利用する場合というところの規定を行いま

す。第 36条は、２号認定子ども。２号とは、保育所を利用されているお子さんが、幼稚園を利

用する場合の規定を設けております。第 37 条では、特定地域型保育事業の事業所内、保育事

業以外の事業について、利用定員の表現を改めるものでございます。第 43 条では特別利用地

域型保育が特例利用地域型保育、地域型保育というのは、小規模で行っている保育でございま

すが、提供する場合の基準の読み替え規定を整備するものでございます。第 50 条では、準用

規定の中の読み替え規定を整備するものでございます。第 51 条から 52 条にかけましては、

特定地域型保育事業者が特定利用地域型保育に地域型保育を提供する場合、基準が改正されて

おりますので、国の基準に合わせて定めることとなります。また、特定地域型保育事業者が、特

別利用地域型保育を提供する場合の給付費、利用者負担の取り扱い、定員を超えた場合の選考

方法などを読み替え規定で整備するものといたします。そこの第２項では、特定保育の第 13条

が改正されておりますので、そこの部分の読み替え規定を整備するものです。附則の第４項で

は定員に関する経過措置整備を行うものでございます。附則の第５項では、小規模保育事業Ｃ

型、10人以下の保育を行っている事業でございますが、そちらの利用定員について連携施設の

確保、これはこの小規模保育事業というのは、０歳から２歳まで、３歳未満児しか事業として預

かれないこととなっておりますので、３歳以上となった時に、連携施設を確保して、保育所等に

移行できるように、確保をするというものでございます。こちらの経過措置期間を、５年から

10年に延長を図るものでございます。本条例の施行期日は、令和元年 10月１日から施行する

ものでございます。４ページ以降に、新旧対照表をつけておりますので、後ほどご確認をいただ

きたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長  

今、担当の方から、幼児教育・保育の無償化について、特定教育と色々運営に関する条文の書

き替えと提案がございました。委員の方から何かご質問等あれば。 

 

○古谷委員  

確認なんですけど、先程、説明の中にもありましたけども、町独自の第２子以降の保育料等支



‐7‐ 

 

援事業を行っていく中において、国の新しい制度が今回加わった中で、条文の改正を含めた部

分での中で整理、提案されて、予算については次回の委員会の中で補正内容については説明、提

案されるというふうに認識しているんですけれども、現段階において国の制度が重なってくる

わけですから、町の制度と重複している部分があって、今回整理していくという形の中で、町の

実績、財政負担が軽減化がされていくという形なんですけど、その辺の具体的な概要としては

どのように捉えられているのか。当然、次回の委員会で予算を提案されるという前提にたって、

財源の振替だとかそういうことも含めながら、整理されていると思うんですが、その状況につ

いて御説明願いたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

ただいま古谷議員からご質問がありました。次回、予算の方は提案させていただきますが、ま

ず保育料の今まで入ってきていた部分につきましては、歳入の部分になりますが、10月以降無

償化ということになりますので、半分の額、10月から３月までの分については、減額補正をし

なければいけないという形になります。また、先ほど申しました幼稚園の部分につきましては、

新たに出さないといけない部分がありますので、歳出として幼稚園の部分と、先ほど申しまし

た午後保育の部分、認定になる方になる部分。これを歳出の方で、あげていかなければいけない

という形であります。これらに見合う財源の部分、国からの先ほど担当から説明あった部分に

つきましては、給食費を抜かした部分が該当しますということですので、それらを抜いた部分

で、歳入の方も補正をしていかなければならないところなんですが、細かい部分につきまして

は、まだはっきりとわかっていないところもありますので、実際には実行補正、そちらの方でま

とめていかなければいけないのかなという２段構えで捉えておりますので、御理解いただきた

いなと思います。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

課長から説明あった通り、制度が重複してきて整理をされていくという形の中で、補正の段

階で、当初予算ではつかみにくい部分があって、実行補正はやむを得ないと了解したいと思い

ます。ただ、もう１つ関連する部分で、今回、国の制度については４月１日現在、満３歳児とい

う形の仕切りの中で、制度運用をされる、これは法律の話ですけども、ただ現実的に、うちの町

の保育所、幼稚園の部分で未満児等の入所状況というのは、どのように把握されているのか。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  
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保育所の０～２歳ベース。20名いらっしゃいます。 

 

○古谷委員  

今回、国費ベースで新しい制度を運用していくといった時に、うちは先行しながら第２子以

降の保育料の補助をやっていて、子育て支援という形でなく人口減少等に対するまちの補助の

対応をやってきた。非常に気になるのは、今回財源的にそういった制度を国が新しい制度を作

った時に第２子云々に関わらず、さらに、今言ったような全体的な０歳から２歳も含めた未満

も含めた部分に対する対応っていうのは、今後の対象になってくるのか。町独自としてもです

ね。それと、あくまでも、国のベースの形、財源も含めた部分で行かざるを得ない認識に立って

いるのか。この国の制度が導入される段階において様々な色んな部分から分析されたり、将来

のあり方を検討されたと思うんですけども、その辺の議論は内部的、事務的にされたのかどう

か確認だけさせてください。 

 

○保健福祉課長  

議員御指摘のとおり、０歳～２歳ベースにつきましては、非課税世帯のみが今回の対象とい

う形になっておりまして、これをどうするというのが実際に議論はしてきたところでございま

す。ただ 10 月から、国の制度に基づきまして法の運用に基づきまして、うちの制度も走らせ

ていくということがございますので、とりあえず 10月から３月までの本年度につきましては、

国の制度そのもので進めようかなということで整理をしております。新年度から来年の４月以

降につきましては、議員おっしゃる通り、財源も含めてちょっと考えていかなければいけない

というところがございますので、それらを拾えるような形で、今検討を重ねているということ

でご理解いただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

特に人口減少と、少子化対策の喫緊の課題の形で、何年か取り組んできた中において、なかな

か子供の数は増えないし、制度をきちんと並行したところにおいて町独自の制度というものは

どういったところに重きをおいて、財源手当もしていくかということで、整理をされる方向で

動いているということで、積極的に整理をされるべき段階に来ているのかなというふうに国は

国、町は町、ではなくして、町として今まで取り組んできた実績を前提としながら新しい国の制

度とドッキングさせて、より子育てしやすい環境というのを考えていくというのが町としての

今の人口減少を含めた子育て支援に対する立ち位置だというふうに考えますので、ギリギリ３

月にならないうちに、なるべく早い段階で方向性を見出されれば委員会で提示しながら議論さ

せていただく。そういった環境を作っていただきたいと思います。 

 

○保健福祉課長  

議員おっしゃられたことを念頭に、事務を進めていきたいと思いますし、先ほど申しました

とおり、議論はしているような状況でございますので、おっしゃられたとおり随時ですね、この
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常任委員会の方にも、協議の場を持っていただきまして、進めていきたいなと考えております

ので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

他、委員何かございませんか。よろしいですか。それでは次、３番、網走厚生病院脳神経外科

医療体制整備について説明よろしくお願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長  

３点目、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、39ページ目

をお開き願います。議員各位に御足労いただきまして、先の議員協議会で現在までの状況につ

いて御説明してきたところであり、開設への御理解をいただきながら進めてきたところでござ

います。開設に向け、一定の支援について１市４町での打合せを重ね、考え方がまとまりました

ので、９月定例会に債務負担行為補正の提案をしたく、本日御説明させていただくものです。 

１の債務負担行為補正の追加理由につきましては、斜網地域における脳血管疾患にかかる医

療体制の整備に伴い、協定書の締結が必要となるため、債務負担行為を設定するものでござい

ます。 

２の、債務負担行為の内容につきましては、２件ございまして、１点目、網走厚生病院脳神経

外科医療体制整備にかかる医療機器備品等整備支援負担事業につきましては、期間を令和２年

度までとし、限度額は協定書に基づく１市４町覚書により清里町が負担すべき額と、文言によ

り設定をしてございます。２点目、網走厚生病院脳神経外科医療体制整備にかかる財政支援負

担事業につきましては、期間を令和 11 年度までとし、限度額は収支実績における損失金のう

ち、協定書に基づく１市４町覚書により、清里町が負担すべき額と文言により設定をしてござ

います。 

３の当該事業の概要につきましては、地域における医療の充実を図るとともに、住民の安心・

安全の確保、要望に応えるため、斜網地域における脳血管疾患にかかる医療体制を整備するこ

とを目的といたしまして、斜網地域のセンター病院である網走厚生病院における脳血管疾患に

かかる診療科の開設と、急性期医療体制及び病棟の確保について、網走市、斜里町、小清水町、

清里町、大空町の１市４町と、北海道厚生農業協同組合連合会および医師派遣に協力いただけ

る医療機関で３社協定を締結するものでございます。この協定締結に伴い、１市４町は脳血管

疾患にかかる医療体制整備のため、開設に必要となる機器等整備に伴う費用負担と、運営に伴

う収支実績の損失金で、財政支援が必要な額を財政支援することとしております。なお、１市４

町の負担割合につきましては、従前の医療に関する負担金の算定方法や、脳血管疾患患者の搬

送実績を踏まえ、決定することとしてございます。 

それでは、現段階で３者間で大筋合意をいただいております協定書案についてご説明いたし

ますので、41ページをお開き願います。まず始めに、前文ですが、１市４町と医師派遣協力医

療機関北海道厚生農業協同組合連合会の三者協定を締結することをうたってございます。なお、

乙の医師派遣に協力いただける医療機関につきましては、脳神経外科を開設する厚生連の責務

で医師の確保をするものであり、大筋で決定しているという報告は受けておりますが、協定締

結前ですので、記載の表現になっていることを御理解いただきたいと思います。第１条につき

ましては、厚生連が１市４町の要請により脳神経外科の開設、運営をし、脳疾患及び救急医療体
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制の整備を実施する旨をうたっております。第２条は厚生連が脳神経外科開設に対し、必要な

医療機器、備品等の購入について、１市４町が費用負担する旨をうたってございます。第３条は

網走厚生病院において、急性期を治療し、安定期になった患者について、１市４町の医療機関等

において受け入れを行う努力をする旨がうたわれております。第４条は、医師派遣協力医療機

関である乙が、網走厚生病院脳神経科の運営維持のため、医師を派遣する項目であり、２年ごと

に諸課題について協議する旨をうたっております。第５条は、網走厚生病院脳神経外科開設に

当たり、収支実績を１市４町に、毎年報告する旨をうたっております。第６条は、第５条の報告

で収支実績における損失金が発生した場合、財政支援を行う旨をうたっております。第７条に

ついては、本協定の期間を 10 年と定め、医師の派遣や協定に定めのない事項、疑義が生じた

場合は三者で誠意を持って解決することとし、各１通協定書を保有することとしております。

42ページ目をお開き願います。42ページは、甲、乙、丙の記名であり、乙については、先に

述べたとおり、医師の派遣については厚生連の責務で進められており、協定・締結の前に医師派

遣に協力をいただける医療機関とし、協定書案としております締結時には、医療機関名が入り、

締結となる運びとなっておりますので、理解をいただきたいと思います。43ページ目は、協定

書第２条にかかる購入機器等の費用額となっており、１市４町の負担割合により支援するもの

でございます。先にご説明いたしました債務負担行為補正の追加の網走厚生病院脳神経外科医

療体制整備にかかる医療機器・備品等整備支援事業の基礎数字となっております。44ページ目

をお開き願います。44ページは協定書第２条第６条の、１市４町の負担割合にかかる覚書案と

なっております。協定書締結後に、１市４町で取り交わす覚書ですが、現段階で負担割合の考え

方を協議し、大枠で１市４町がまとまりましたので、語句の整理はまだありますが、お示しをす

るものであることを御理解いただきたいと思います。覚書の第１条につきましては、協定書第

２条の医療機器・備品等の購入にかかる支援の負担割合でありまして、現行の斜網地域におけ

る救急医療体制づくり事業の二次救急分の負担割合を使用しております。各市町の負担割合は

記載の通りで清里町の負担割合は３％となっております。第２条は協定書第６条にかかる収支

実績の損失金にかかる支援で、平成 28 年から平成 30 年まで旧網走脳神経外科病院リハビリ

テーション病院へ搬送された実績人数により算出した負担割合を使用することとなりました。

各市町の負担割合は記載のとおりで、清里町の負担割合は清里町民の搬送実績により 7.7％と

なりましたので、ご理解願います。第３条は、損失金の財政支援の上限を一旦５千万円としてお

り、もし５千万円を超えた場合、130％まで。金額にすると 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、負担割合で計算することとしてございます。第４条は

第２条の支援については、搬送実績に基づき、３年ごとに見直すことと脳神経外科ベッド数の

増と理由によりまして損失金の増となった場合で、見直しが必要と判断した場合、１市４町で

協議する旨をうたってございます。第５条につきましては定めなき事項、疑義が生じた場合の

１市４町での協議について、うたっております。これらをもとに、清里町の負担は幾らになるか

でございますが、40ページにお戻りいただきたいと思います。 

金額率は、１市４町で事務的な協議は終了しているところであり、確定ではないですが、基本

的な考え方として大きく変わることはないということで御理解いただきたいのですが、１の医

療機器・備品等の購入は協定書案のカタログ価格での試算をもとに、算出した場合、清里町は

３％の負担となっておりますので、660万円程度になります。実際に網走厚生病院における整

備購入にかかった額の３％が、負担額となりますので御理解をいただきたいと思います。２の
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運営にかかる財政支援は上限５千万円で算出すると清里町の負担割合が搬送人員割で 7.7％と

なりますので３千 850万円程度になりますが、黒字の場合等は支援を行わないことと、実際に

運営してみなければ、収支で不明な点があるかと思います。厚生連では、できるだけ市町の負担

が出ないよう、経営努力を図りたいと網走市に報告されているところでもございます。いずれ

の額も確定にはならないため今回、債務負担行為を文言で行うとしたことをご理解いただきた

いと存じます。以上で説明終わります。 

 

○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説明がありました。委員の方から何か御

質問等あれば。 

 

○伊藤委員長  

前中委員。 

 

○前中委員  

今回、この脳疾患に関して、スピード感をもって年度内にということで大変喜ばしいことと

思います。前回の中でもお話したんですけど、この１市４町の取り組み、行政の広域連携という

部分での医療体制の中での形かなと思っているんですけども、その中で二次救急分の負担割合

をベースに、今回こういう形の負担割合が多分、基礎となって出ていますけども、この中で３年

ごとの見直しという常に３年ごとの見直しという言葉があります。ということは、この１市４

町の行政間の連携なり、そういう組織というんですか。そういう協議会なりを、今後とも継続的

に運営していくのか。既存にある１市４町の連携の枠組みの中での１つの案件として取り組ん

でいく形なのか。また、さらに発展的にこの医療に対するこの地域における医療の課題をこの

１市４町の枠組みの中で構築していくという、そういうところまでも議論されているのかわか

りませんけども、この脳疾患に関する部分での連携が１つのベースとなって、この地域におけ

る医療が充実されて、そこに住む人たちが安心であるとそういう大きな１つのフレームの中で

進めていくことは大変良い事でありますから、今後の発展の中に、また違う医療の課題解決の

１つの体制というものをしっかりとこの場を機に作って欲しいなというのがあります。その辺

の議論があるとは思いますけれども、そこら辺、話ができる範囲でお聞かせ願えますか。 

 

○保健福祉課長  

まず、前中議員から言われた３％の部分ですが、これは医療機器・備品等の整備の部分で、１

回で終わるような形になります。先ほど３年間と言ったのは、その後の財政支援の部分で、平成

28年から 30年度の救急搬送の実績、これに基づいて行う財政支援の形で、こちらの方が３年

間で変えていくということでご理解いただきたいなと思います。 

また、１市４町の枠組み、これにつきましては、議員協議会で古谷委員からもご質問ございま

して、各１市４町の医療機関も含めた中での会議の要請が、厚生病院からあったとところでご

ざいますので、今後それらに向けて行われるような形になるのかなというふうに考えておりま

すし、現在まで、御存じのとおり産科医療の関係で、１市４町につきましては、集まっておりま

す。これにつきましては、年度当初ですとか年の途中でも色々と課題が出てくれば集まるよう
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な形となっておりますので、担当者レベル、１市４町の保健福祉課長レベルでは、今後も集まっ

て種々の課題につきまして、医療関係につきましては協議を続けていくという考えでございま

すので、ご理解をいただきたいなと思います。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。 

 

○前中委員  

今、担当レベルという言葉がありましたけども、首長レベルでも同じような共通認識という

ことで間違いないですか。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

首長レベルになると、各それぞれ札幌等に行かれて出張が一緒になった時とか、時間を作っ

て今回もそうなんですけど、１市４町の首長が集まって打ち合わせ等も行っているのも事実で

ありますので、喫緊の重大な課題が出てきたらそのような形で行うのかなと思いますし、それ

ぞれの首長が集まる時に、色々な打ち合わせ等をもたれるのではないかなというふうに考えて

おります。また、本当に喫緊になりますと、今までも会議等は行われておりますし、市役所に行

きましたり、そういうようなことがございますので、これらが無くなるという判断はないのか

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。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他に。古谷委員。 

 

○古谷委員  

２点ばかり。まず１点目は、前回の委員会の中で、なるべく早く今回の協定がなった場合につ

いて厚生連としては、開設を急ぎたいという話がありましたけれども、事務的段階において協

議の段階においておおよそ、新たに脳神経が厚生病院で開設される時期というのはどのように

捉えているのか、現段階において。２点目は、前回、旧網走脳神経外科リハビリテーション病院

が急性期の受け入れができなくなったという段階において、町としてはそういった状況につい

ての説明、救急体制の搬送の説明というのは住民説明ではなく、町の広報で一部されたと認識

しているんですけれども、今回、協定書がしっかり締結された段階での１次情報、それから具体

的に開設等の日程が決まった段階で、２次情報、こういったものは的確に。３ヶ年で７０名を超

える町民の皆さんが行っている実態から、適切な時期に適切に情報提供をして、体制はこうで

きました、そして開設はいつからになりましたという形で、前回もこれはあまり言いたくなか

ったんですが、町の広報の一番後ろの一般的なインフォメーションの中で、ああいった記事を

載せるというのは、町の姿勢としていかがなものか。担当課長は非常に頑張っていただいて、理

事者の理解を求めながら、何とか載せていただいて。町民の命に関わる部分分とか、重要情報と
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いうのはやっぱりトップページとかきちんと、すぐわかる所に載せていくという姿勢は大事か

なと思います。今後そういった住民の周知に対する取り組みの考え方、この辺について担当課

長としての見解をお伺いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

前回、開設時期につきましては、年度内を目標にということで、早ければ１月かなということ

で、ご報告をさせていただいたところでございまして、まだですね、厚生連の方から市役所、１

市４町の方へは回答は来ていないのが事実でございます。ただ、協定書を締結いたしましてか

らの動き、これになっておりまして本町の議会につきましては、９月の中旬で終了いたします

が、実は斜里町の議会が９月の下旬になってしまいます。それの議会が終わりまして、先ほどの

債務負担行為の関係ですとか、それら諸々がありますので、実際の締結につきましては、もしか

すると 10 月に入ってしまうのかなと。ただ、準備できる段階では厚生連の方も動いてござい

ますので、なるべく早い時期の開設に向けては動いているのではないかなというふうに考えら

れておりますので、ご理解をいただきたいなと思います。はっきりとした答えが申し上げられ

なくて、大変申し訳ございません。また、先ほどの住民の説明の関係でございます。７月号、議

員おっしゃられたとおり、消防のお力もお借りしまして、うちの方から、記事を載せていただい

ております。当初、私の方も 10月の広報で住民説明というのも考えておったんですけれども、

その協定が後ろにいってしまうということがありまして、実は消防の分署長と、分署長との話

のレベルなんですが、11 月９日が 119 の日だというところがございますので、119 番の日

と合わせながら記事を載せたいなという考えを持っております。言われたとおり、特集で、トッ

プページを組もうかなというふうに考えてございますが、ただ開設しますよ、開設になりまし

たとは言えるんですけども、まずその開設の時期だとかが出せないものですから、そこで大枠

で出せるかどうかというのがまだ不明でございまして、それらも睨みながら現在動いていると

いうことで、御理解をいただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○古谷委員  

状況については十分理解しましたので、しっかりと住民周知を図っていただいて、町民の安

心感の醸成を図っていただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長  

他、何かございませんか。よろしいですか。それでは保健福祉課で全般通して何かございませ

んか。古谷委員。 

 

○古谷委員  

すでに９月定例会で様々な案件、補正も含めて提案されるというふうに対応考えていきたい

と。私自身も先の委員会や、さらに一般質問の中で出てきた関連で病院問題、地域医療の確保の

関係で、９月は決算審査という形で監査委員さんに執行状況について点検していると思うんで
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すが、その中でも１点だけどうしても確認しておきたい形で、次回の常任委員会で結構ですが、

清里クリニックに対する財政支援の覚書というのは、昨年度の委員会の中で補正後に締結する

という形の中で説明されていますので、その写しの資料の提供を、次回の委員会の中でお願い

をしたい。確認をしていきたいと思います。さらに、当初予算においても財政負担をするって形

の中で予算を組んでいるわけですから、当然しかるべき事務処理がされた上での財政支援って

形になっていると思いますので、そういった一連の覚書に準ずるもの、また処理されたものに

対して、しっかり議会にも明示して提示していただきたいとこのように思いますので事務処理

的な。必要があれば事務局を通じて資料の提供をという形で考えたいと思いますが、そこまで

する必要はないのかなと思っておりますので事務処理的に次回の委員会で明示いただければ大

変ありがたいと思っていますけれども。 

 

○伊藤委員長  

確認なんですけれども、覚書を見たいということですか。 

 

○古谷委員  

昨年の常任委員会の中で、１ページで考え方は説明されていると思うんですけれども、その

説明の中で覚書を締結する予算可決をするとなっていたはずです。そういう説明、議事録にな

っていますし、その後議会の常任委員会で、覚書そのものをけどそのものを確認したって経過

がどこを探しても出てこないというのもあって、非常に重要事項ですんでどういった内容で最

終的に支援の関係について、金額だとかそういったものが、口頭説明ではなくして、しっかりと

書類的に処理されていると思いますのでそれに対して資料として提示をいただきたいと思いま

す。 

 

○伊藤委員長  

どうですか。課長。 

 

○保健福祉課長  

局長と相談して、どういう形で出すか確認させていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。次回の常任委員会で項目を挙げてやるかどうかも含めて局長とお話をさせて

もらいながら進めていきたいと思いますので、お願いいたします。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

そういった形で処理されるということで、基本的に予算に伴う部分で口頭説明や資料説明さ

れたものについて、重要事項については、アカウンタビリティ、説明責任という中において、事

後経過についても経営内容等処理、回収される中で行われているわけですけれども、基本的に

は公文書ですから、公的な覚書ですから隠す必要もないし、逆に説明する責任がある。予算とし

て計上しました。覚書を締結しました。こういった中身ですというのは、当然責任としてやって
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ない方が逆におかしいと私自身としては感じるわけで、委員長の責任でよろしければ、もう１

回調整をしていただければ大変ありがたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

他、何かございますか。池下議員が発言を求めていますが、よろしいですか。池下議員。 

 

○池下議員  

今の古谷委員の関連しているんですけれど、昨年の９月の定例議会の補正予算の中で清里ク

リニックに関しては２千万円の補助、プラス４千万の補助ということが、去年の９月に可決さ

れて、今年も出しているんですけども、今年も８月を終わろうとしていますけれども、昨年から

そういうふうな補助金を出して町として出しているということであれば、当然クリニックに対

する去年の収支計算書というのを議会の方に提出の予定があるのかどうなのか、その辺はいか

がですか。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

確か、６月だったと思うんですが、私どもの方から提示をさせていただいて回収をした経過

がございますけれども、それ以外に求められるものがあれば、今後も提出はしていきたいなと

思いますので、古谷議員おっしゃったとおり、隠すものではございません。ただ、内容的に収支

の部分でございますので、回収をさせていただいたので議員のお手元にないということで、思

われたのかなと思いますけれども、そのような形で提出はさせていただいておりますので。 

 

○池下議員  

資料はもともと見たかもしれない、そして戻しているということは、そこら辺、度忘れしてい

るのかもしれないですけれども、収支の内容としては、どういう内容だったのでしょうか。概算

でもいいですけど。 

 

○保健福祉課長  

ちょっとお待ちください。 

 

○池下議員 

全部で６千万円出していて、最終的に黒字になっているのか、赤字になっているのか具体的

に。 

 

○保健福祉課長  

昨年度６千万円の支援をいたしまして、確か３千 400 万かそこら辺の黒にはなっておりま

す。これは当初、古谷議員からも色々と御指摘をいただいたところでございますが、返済に充て

るためには、一旦黒にして、そこから 50％になりますが、税金を納めたその後の額で返済をし
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なければいけないということで、税務署の方からご指示をいただいた形で取り扱っているとい

うことで本常任委員会でも説明をさせていただいたようなところでございますので、御理解を

いただきたいなというふうに思います。 

 

○池下議員  

実際に返済にあてるために黒字にということで、これは税務署が絡んできますし、実質的に

そんなに厳しい状況なのか、どうなのか。 

 

○保健福祉課長  

以前提出した中でいきますと、病院として銀行からの借入れが確か６千 700万円、それから

齋藤浩記先生から院長、齋藤浩記先生に貸している額が、約１億２千万程度合わせて１億８千

万程度ということでご報告をさせてもらっているところでございますので、それ位の額の収支

につきましては、赤になっている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  

よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員  

以前、委員会で提出されたのは、確定申告の決算書だと思います。ただ、それに付随するはら

わたと俗に言うけども、関係証憑は多分、委員会には提出されていませんから、そこが古谷委員

もおっしゃるように提出できるのかできない性質なのか僕もわかりませんけども、そこら辺の

話、池下議員もあったのかなと思うんですけど、そこら辺、行政として連結決算でクリニックと

しての決算書は見えますけど、他の医療法人に対してそこにはちょっと手を入れられないって

いう話になってくると、そこはなかなか難しいのかなと。どうしても医療法人という形もあれ

ば、個人病院としてのクリニック。別に町側の話じゃないけどそこら辺、本当に難しい部分で、

同様の形で開示請求を決算書、あれはあくまでも税務署に対する決算書かなと僕らを受け取っ

ているんですよ。 

 

○保健福祉課長  

税務署に関する決算書ではございませんで、齋藤浩記先生は色んなところの給料をいただい

ているということで、清里クリニックにかかる部分を税理士が基づいて出されたものを、皆様

方に提示をしているような形となっておりますので、ご理解いただきたいと思います。また、月

別の収支につきましては、毎月の定例会でご報告をいただいている部分がございますので、こ

れについては提出することは可能ですので、提出を求められれば本委員会で提出をさせていた

だきたいと、このように考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員  

その確定申告の決算書の写しというのは、あくまでもクリニックの部分だけの按分的な決算

書の写しっていうことじゃないんですか。 
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○保健福祉課長  

その通りでございまして、東京の方の税理士でしたかね、その方の名前のもとに、清里クリニ

ックだけの部分を拾った部分で出しております。その他の齋藤浩記先生の決算につきましては、

私どもの方では取ることができないということで御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。ないようでしたら、これで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、産業建設課の方始めたいと思います。２点ほど産業建設課の方から報告がありま

す。説明よろしくお願いいたします。課長。 

 

○産業建設課長  

それでは、産業建設課の方から協議の報告事項２点につきましては、１点目、産地パワーアッ

プ事業につきましては、昨年度より実施しております。自動操舵システムの導入を行っている

ところでございます。事業の実施状況と、追加要望等について御説明するものでございます。２

点目、ジャガイモシロシストセンチュウにつきましては、確認から現在までの経過、今後実施さ

れます発生状況の確認についてお知らせするものでございます。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。 

 

〇伊藤委員長 

担当。 

 

〇産業振興 G総括主査 

それでは、産地パワーアップ事業について説明させていただきます。１ページをお開きくだ

さい。産地パワーアップ事業でございますが、農水省の強い農業づくりの支援にかかる事業の

一環として、農業機械等のリース導入への基金事業であります。補助率は１／２で、残りは取組

み主体の負担となります。昨年度から 2ヶ年事業として、農業者団体である清里町 ICT推進協

議会より、申請があり、現在導入をすすめております。表の下段をご覧ください。昨年度平成３

０年度の実績ですが、GPSを活用したトラクターの自動操舵システムが 124台、GPS基地局

整備を２基整備しております。 

続きまして、表の上段をご覧ください。今年度の令和元年度の計画内容ですが、当初は自動操

舵システム174台、生育状況に合わせて施肥量を調整する可変施肥ブロードキャスター27台、

生育状況をリアルタイムで把握するための機材として、レーザー式生育センサー２台を計画し

ており、予算も昨年度から繰越明許で計上しているところです。今年度におきまして ICT 推進

協議会より更に自動操舵システムの追加導入要望が 73台ありました。 

追加要望に係る計画の変更に向け、北海道および農政事務所と協議を行い、先日、計画承認と

なっております。73台分の追加事業費につきましては、1億７千 681万８千円、補助申請額

が８千 185万８千円となり、９月議会での補正予算計上にて提案させていただきます。以上で
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説明を終わります。 

 

○伊藤委員長  

今、担当の方から産地パワーアップ事業について説明がございました。委員の方から何かご

ざいましたら、よろしくお願いします。古谷委員。 

 

○古谷委員  

30年度の実施の段階において、令和元年度の 70何台は積み残しなのか、新規要望なのか。

ＩＣＴ協議会等を含めて、その中で農協を中心にして農家の需要調査をやってきたと思うんだ

けれども、その中で積み残したやつを今回やるのか、それとも新たに 30 年度の効果は春先の

風害があった状況の中で、やはり必要だという認識にたってさらに追加というのは、その経過

について単純に２ヶ年事業という話じゃないでしょう。その辺の確認をさせてください。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○産業建設課長  

今、御質問のあった件ですが、30年度で補正予算つけたんですけども、この際には、２ヶ年

分を１ヶ年として繰り越しの中でやっていく形の中で予算化しておりまして、当初の 124台と

174台は、当初から２ヶ年という形の中で、話が進んでいたところでございます。それで、追

加の 73 台分について、今年度の事業状況の中で農家の方々から、さらに追加要望があった分

につきまして、計画あがってきたものを北海道の中において、追加するということで計画の承

認が今回来ているという形でございます。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

計画変更があったということは、積み残しではなくて、新たに要望があったという形の中の

事業ということで理解して良いかってそういった意味です。 

 

○産業建設課長  

古谷委員おっしゃったように、新たにやったということでございます。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、何かございませんか。ないようでしたら２番、ジャガイモシロシストセ

ンチュウの確認について説明よろしくお願いいたします。課長。 

 

○産業建設課長  

２番目の、ジャガイモシロシストセンチュウの確認について、私の方からご説明いたします。
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資料の２ページ目をご覧ください。シロシストセンチュウの確認についてですが、こちらにつ

いては、先の議員協議会の方でもご説明させていただきました通り、発生圃場につきましては

斜里町２圃場から各１株ずつということで発見されてございます。経過につきましては、７月

23日にＪＡ斜里町の行いました植物検診におきまして293圃場の内から２圃場が発見された

ということで、７月 30 日の日に疑似株ということでシロシストセンチュウと疑わしき株を、

国立研究開発法人北海道農業研究センターの方に送付しているところでございます。７月 31

日に同定検査開始ということでございまして、８月２日に、ジャガイモシロシストセンチュウ

と同定されたという形になってございます。８月５日、この日におきましては、清里町に対しま

して、オホーツク総合振興局、それから斜里町より、斜里町においてシロシストセンチュウが確

認されたということで、清里町に対して報告がございました。これにつきましては、振興局長さ

んと斜里町長がいらっしゃいまして、町長に報告をされたという形でございます。同日でござ

いますが、斜里町におきましてジャガイモシロシストセンチュウの確認にかかる打ち合わせと

いうことで農水省、植物防疫所、北海道その他、ＪＡ斜里町さんが集まりまして、打ち合わせ会

議を開いております。こちらの方にはＪＡ清里町さんも出席しております。 

８月８日につきましては、議員協議会において若干、経過を報告させていただいたところで

ございます。 

続きまして、８月 17 日ですが清里町農業組合の臨時懇談会ということで、シロシストセン

チュウの発生について、組合員に対する説明が行われてございます。議員協議会の時に８月 14

日とお知らせしておりましたが、こちらは小麦の収穫の関係で延期されて、８月 17 日に実施

されております。こちらにつきましては、組合員さんに対する説明ということでございました

ので、清里町における非組合員の方々、個人が１名、法人が１団体あるんですが、こちらにつき

ましては、町から報告させていただいております。 

続きまして、８月 20 日、こちらでは清里町農業組合の当該地区で生産されている方々に対

する説明会が実施されております。こちらの方には、非組合員の方、１団体も出席されておりま

す。農林水産省、植物防疫所、北海道の方々が出席されまして、組合員の方々に今後の検査方針

ですとか、そういったものについて説明されているということでございます。 

記載はございませんが、８月２６日、今週の月曜日でございますが、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というのがオホーツク振興局の方で開かれましたので、

こちらの方には、清里町を含めましてＪＡ清里町の方々も含めて出席しているところでござい

ます。こちらの会議につきましては、先に発生の報告をされております大空町、網走市を含めま

して今回発生の認められた斜里町、それから清里町、小清水町こちらの地域ＪＡ、それから普及

センター、北海道、こちらの関係者が集まって情報交換等を行ったところでございます。次に、

今後の予定でございますが、発生状況の確認をしていくということでございまして、まず１点

目としましては、当該地区の土壌検診、こちらにつきましては、９月２日の月曜日から６日の金

曜日まで土壌採取実施をしてまいります。当該地区において過去 10 年間に馬鈴薯の栽培履歴

のある全ての圃場について土壌検診を実施してまいります。 

当該地区における清里町の生産者ということでございますが、ＪＡ清里町の組合員、先日は

28戸とお知らせしましたが、精査の結果 25戸でございました。それから、25戸で 97筆、

それから 205ヘクタールの農地があるということでございます。その他の非組合員につきまし

ては、１件１筆３ヘクタールということでございます。非組合員のその他の生産者につきまし
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ては、じゃがいもの生産実績がありませんので、こちらの方については検査の対象外となると

ころでございます。実際には検査に当たりまして、横浜植物防疫所、同じく北海道支所、それか

ら北海道、斜里町、清里町、ＪＡ斜里、ＪＡ清里、こちらの方から職員の動員がございまして、

検査を実施していくということでございまして、斜里町に対して４班、清里町で２班、全６班で

土壌の採取を行ってまいります。 

土壌の採取を行ったものにつきましては、植物防疫所でカップ検診と申しまして、カップで

抵抗性品種のいもを育てて、そこにつくかどうかという検査を行いますので、そちらの結果が

出るまで３ヶ月程度かかるということをうかがっているところでございます。 

次に、字毎の抽出土壌検診でございますが、こちらにつきましては、字毎で圃場の抽出検査を

行い、土壌検診を実施するということでございます。検診の圃場の抽出につきましては、馬鈴薯

の栽培状況を踏まえて決定するものであり、実施時期については調整中ということで記載させ

ていただいておりますが、今週 26 日月曜日に植物防疫所からメールが来まして、実施時期に

ついては、９月から 10 月の間でやりたいと。健診結果が令和２年の１月中に結果が出せる時

期ということで設定していきたいということでございます。 

検診方法でございますが、生産者ごとに１圃場の検針を行いたいというようなことで記載さ

れておりました。それで、今回、当該地区に圃場を有する者については除くというような記載が

ございましたので、当該地区に畑をお持ちの方については字毎の検査では抽出の対象外になる

のかなというふうに考えているところでございます。それで、植物防疫所からの見込み筆数で

は今、184筆程度ということでございますが、これについては増減があるかなと考えていると

ころでございました。 

前回の、議員協議会の時に報道はどうなるんだということで御質問があったんですが、報道

に対するスタンスといたしましては、農林水産省におきましては、追加の地区につきましては

報道発表の予定は今のところないですということでございます。振興局の方からはっきりと言

われています。それで、今回、土壌検診を行いまして、その結果に基づき有識者会議を行います

と。有識者会議の結果に基づいて、告示を行いますので、地区の告示がされた段階で公表だとい

うことが、農林水産省のスタンスだということでございます。そういうことでございますので、

情報の取り扱いについては注意してほしいということでございましたが、実際の作業ですとか

そういった部分につきまして、例えばホクレンさんとの関係、でんぷん工場だとか色々ござい

ますので、そちらの方については情報をやり取りする中でやって欲しいというような言い方を

しておりました。ただ、農林水産省としては今のところ、公表はする予定はないというお話でご

ざいます。私の方から以上です。 

 

○伊藤委員長  

今、ジャガイモシロシストセンチュウの関連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よろしくお願いいたします。ございませんか。前中委員。 

 

○前中委員  

農水省として発生に対するプレスリリースは出さない方向でという話の理解で良いのかな。 

 

○産業建設課長  
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そうです。農林水産省は。 

 

○前中委員  

今、現場で置かれている本町なり、３町の行政としてそのような形で放棄とは言わないけれ

ども、そういう形で進めるということは、あくまでも関係機関であるＪＡが主導でと捉えるべ

きなのか。対策協議会なり、シロシストセンチュウという部分ですけども、本町にもシストセン

チュウ対策協議会なるものがあるし、条例制定もしているんだけども、この辺の扱いは今後ど

のように農水が動いてからやるのか。逆にあまり騒がず、そっとしながらやるのか。そこら辺ど

のように捉えているのか見えないんだけど。 

 

○伊藤委員長  

説明できますか。課長。 

 

○産業建設課長  

マイクもある中で申し上げづらいんですが、農水省としてはそういう立場は崩しておりませ

ん。ただ、実際の仕事を進める上では、そういったことでは進まないので、関係機関、例えばホ

クレンさんにしてもＪＡさんデンプン工場にしてもその他、何かしらの作業するために入って

くる車もいらっしゃいますので、そういった中でプレスリリースというか公式的な発表ではな

いんですけども、それは情報共有しながらやっていただきたいというのが、正式ではありませ

んけども北海道もそういう立場をとっているというお話でございます。 

 

○前中委員  

わかりますから、今そういう質問をしました。現に斜里町で受けているパワーアップ事業が

ね、客土事業も中止されているって話も現にあると、行政としては立場はしっかりとこういう

形で中止せざるを得ないのかなと。だから立ち位置はしっかりしているから、清里も行政とし

ての立ち位置、今後清里ばかりじゃないけども３町としてやっぱり何らかの行政としての立場

なり連携は、やってはいますけども、どうなのかなと。あくまで今の話聞くと、担当関係機関、

ＪＡが主導を持って、全部仕切っていただきたいような話だけど、そういうことでいいのかな。 

 

○産業建設課長  

今、前中委員がおっしゃったＪＡが主導という話でもないんですが、形の上ではそういう立

場にあるといいますか、先日議員協議会の中でも町長の方からございましたが、３町の中で、ジ

ャガイモシロシストセンチュウに対する話し合いの場を設けていきたいというようなことで、

町長の方からもお話あったとおり、それについては時期を見ながらというのもおかしな話です

が、今段階すぐと形にはならないかもしれませんが、３町と話をしながら町長の方からも話は

伺っておりますので、担当としてもそういった形の中で進めていきたいと考えております。実

際、作業する中で客土の車が云々ということなんですが、実際畑に入っているのを嫌がってい

る業者がいるという話も聞いておりますので、その洗浄の関係の話が出てきますから、当該地

区については、洗浄の関係が出てきますので、そういった中で作業車両的にも煩わしい作業が

待っているということで、嫌がっている業者もいるということで聞いておりますのでそのよう
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なことがないように、我々のところからも依頼するような形ができればなというようなことは

思っておりますが、実際どういった形のなるのかということは今、正式に言えるかというと、な

かなか申し上げにくいというような現状でございます。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。勝又副委員長。 

 

○勝又副委員長  

全くそういう段取りは進めていないの。前対策として、完全にこれから収穫の繁忙期で、出入

りは当然あると思うんですよね。すでにコンバイン、前回の常任委員会でも既にコンバインの

出入りあるでしょという話になったんですけどね。さらに蔓延を防ぐためには、早急に洗車体

制はとらなくちゃいけないではないか。現に網走で出て、一気に増えたわけですよね。その状況

を見た時にそれは一刻を争うんじゃないかなと思うんだけど、そこら辺の対策は早急に進める

べきではないかなと思いますけど。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○産業建設課長  

今、副委員長の方から洗車対策という話が出ましたが、洗車対策につきましては、ＪＡさん主

導でございます。北海道さんから対策費交付金で出ますので、それを原資としまして、洗車機の

無い方には動噴なり、タンク、こちらの方を用意する形で動いている段階です。その形の中で、

洗車なり土壌の移動、こちらがなるべくないような形で進める形になっております。 

 

○伊藤委員長  

わかりました。他、何かございませんか。なければ、産業建設課全般とおして何かございませ

んか。岡本委員。 

 

○岡本委員  

清里町というか字毎抽出、これは清里町だったら全組合員の補助の対象になるんですか。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○産業建設課長  

字毎と書いているんですが、当初の予定では上斜里、向陽、江南ということで、字毎に何筆か

ずつ抽出するという話だったんですけれども、これが 26 日のメールで生産者ごと、例えば池

下さん、前中さん、岡本さん、ということに１筆ずつということになっています。それの中で、

今の状況では当該地区に畑をお持ちの方はここから外されるということで、それ以外の方々で

生産者ごとに１筆ずつというようなことで、考えられているということです。 
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○伊藤委員長  

他、ございませんか。ないようでしたら産業建設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  

次、２番目、次回常任委員会について。事務局よろしくお願いいたします。 

 

○議会事務局長  

次回常任委員会でございますが、９月４日総務文教常任委員会終了後、この会場で行います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長  

次に３番その他、何かございませんか。 

 

○議会事務局長  

このあと、焼酎工場の方に視察になります。本日産業まつりの準備で、公用車が準備できませ

んでしたので、申し訳ないんですが、みなさん乗り合わせで焼酎工場に向かっていただきたい

と思います。それで、現地解散で戻られても結構なんですが、そのあと議会運営委員会を行いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○伊藤委員長  

第５回産業福祉常任委員会終わりたいと思います。御苦労さまでした。 

 

（閉会  午後 ２時 32分） 

 


