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第６回産業福祉常任委員会会議録 

令和元年 ９月 ４日（水） 

開 会  午後 1時 00分 

閉 会  午後  ２時 23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令和元年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

●焼酎醸造所 

 ①令和元年度焼酎事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 ●町民課 

 ①清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について 

 ②令和元年度一般会計補正予算（町民課所管分） 

 ③令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 ④令和元年度後期高齢者特別会計補正予算（第１号） 

 ⑤令和元年度国民健康保険税について 

 

●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令和元年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 ③令和元年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

２．意見書の検討について 

 ①林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書（案）について 

 

 

３．次回委員会の開催について  

 

 

４．その他 
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○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 

  

 

○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    ■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    ■福祉介護Ｇ主査     原田  了        

■福祉介護Ｇ主査      岩浪  理 

■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 

 ■町民生活Ｇ主査      山﨑 孝英    ■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 

 ■建設Ｇ主査        荒  一喜 

 

 

○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 

  それでは、第６回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

○伊藤委員長 

まず、保健福祉課の方から２点ほど提案がございますので説明をよろしくお願いいたします。 

 

○保健福祉課長  

保健福祉課からの案件２点、１点目の令和元年度一般会計補正予算、２点目令和元年度介護

保険事業特別会計補正予算につきまして、それぞれ担当よりご説明申し上げます。また前回８

月 28 日開催の本常任委員会で古谷議員より提出を求められました、清里クリニックへの支援
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に係る書類の提出につきまして別紙によりお手元に配布しておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○伊藤委員長  

担当。 

 

○福祉介護Ｇ主査  

それでは、私の方からは福祉介護グループ所管の一般会計補正予算について説明いたします。

１ページをお開き願います。３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者自立支援費、障害者福祉

システム改修事業につきましては、消費税率の改正に伴います障害福祉サービス等の報酬改定

と障害児の発達支援無償化に対応するよう障害者自立支援給付システムの改修を行うものでご

ざいます。改修委託料として 92 万７千円を計上しており、財源につきましては、国庫支出金

が 76万７千円、一般財源が 16万円でございます。 

下段に移りまして、同じく２目の障害者自立支援過年度返納金事業につきましては、平成 30

年度の障害者自立支援事業交付金の実績報告に基づきまして精算額を計上するものでございま

す。過年度返納金として 63万８千円を計上しております。財源は一般財源です。 

次の段、３目老人福祉費となっておりますが、正しくは４目老人福祉費でございます。失礼

いたしました。訂正をお願いいたします。この段の老人福祉施設入所者措置費扶助につきまし

ては、老人福祉法第 11 条で養護老人ホームに入所措置されていた方が特別養護老人ホームへ

入所変更されたことにより、当初見込んでいた措置費等の差額を 224 万５千円計上するもの

でございます。財源は一般財源です。 

下段の同じく４目老人福祉費の介護保険事業特別会計繰出事業につきましては、介護保険事

務処理システムの改修に当たり、町負担分、17万９千円を計上しております。財源につきまし

ては、交付金の増に伴う財源振替によりまして国庫支出金で 136万５千円、道支出金で 68万

３千円をそれぞれ計上し、一般財源 186万９千円を減額しております。 

 

○伊藤委員長  

担当。 

 

○子ども子育てＧ総括主査  

続きまして、子ども子育てグループ所管分について御説明いたします。３款民生費、２項児

童福祉費、１目児童母子福祉費、子ども子育て支援対策事業につきましては、前回の常任委員

会で説明させていただきました 10 月から施行される幼児教育・保育の無償化の実施に伴いま

す必要な経費を補正計上するものでございます。 

給食費補助につきましては、今回の無償化の対象となる３歳以上のお子様の給食費が保護者

負担となるため、保護者の経済的負担の軽減を図る目的で、町で給食費の費用を補助すること

としまして、185万３千円を計上するものでございます。 

次に、給付費負担金でございます。こちらは幼稚園の施設利用給付費でございますが、幼稚

園の利用者の午前の保育料、預かり保育、合わせまして 752万４千円、合計で 937万７千円

を計上するものでございます。財源内訳につきましては、給付費負担金の 725 万４千円のう
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ち、２分の１が国庫支出金で交付されますので、376万２千円、４分の１は道支出金で交付さ

れますので 188 万１千円、残りの町負担分の４分の１と給食費補助分が一般財源で計上して

おりまして、373万４千円となっております。 

続きまして、同じく１目、子ども子育て支援過年度返納金事業につきましては、平成 30 年

度の子ども子育て支援交付金事業の実績に伴い、超過交付となりました国からの交付金を今年

度において返納するための返納金を 11 万９千円補正するものでございます。財源は全額一般

財源でございます。 

次に、児童手当過年度返納金事業でございますが、同様に平成 30 年度の児童手当交付金事

業の実績に伴い超過交付となりました交付金分を返納するための過年度返納金として 13 万６

千円を計上するものでございます。こちらも財源は全額一般財源でございます。 

 

○保健福祉課主幹  

私の方から一番下段の介護老人保健施設の厨房設備の更新事業について、説明をさせていた

だきます。介護老人保健施設の開設以来、使用しております厨房設備が 20 年近く経ち、それ

ぞれ経年劣化が見られるということで、まず計画的な更新の第１弾として食器洗浄機、これら

を本年度更新してまいりたいと考えております。これらの部品供給ができなくなってきたこと

と、扱えなくなると食品衛生事故等に影響するものですから、この度更新をしてまいりたいと

思っております。財源内訳については記載のとおりです。以上です。 

 

○伊藤委員長  

保健福祉課の方から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。委員の皆さま

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。堀川委員。 

 

○堀川委員  

勉強不足で申し訳ないんですけど、一番上、障害児の発達支援無償化に伴うということです

けども、障害児の発達支援無償化というものが始まるということなんでしょうか。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

この件に関しましては、斜里地区通園センターの部分の無償化に関係するものでございます

ので、それらをコンピュータの方で処理していく部分がございますので、こちらの部分のシス

テム改修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  

 他に、何かございませんか。池下議員。 

 

○池下議員  

１番上の民生費の障害者のことなんですけど、予算的に 97 万２千円なんですけども、実際
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に清里から何名位いるんですか。 

 

○伊藤委員長  

 課長。 

 

○保健福祉課長  

通園センターの部分でいきますと、現在９名の方が行っている形となっております。 

 

○伊藤委員長  

池下議員。 

 

○池下議員  

９名ということなんですけども、何歳から何歳くらいまでか、わかりますか。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

小学校入学前の児童ということでご理解いただけたらと。 

 

○池下議員  

全員ですか。 

 

○保健福祉課長  

はい、小学校入学前ですね。 

 

○池下議員  

わかりました。 

 

○伊藤委員長  

他、何がございませんか。なければ②番の方をよろしくお願いいたします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ主任  

令和元年度介護保険事業特別会計の補正予算について説明いたします。補正予算概要で、事

業内容をご説明いたしますので、２ページ目をお開き願います。まず、歳入についてご説明い

たします。 

３款国庫支出金につきまして、介護給付費負担金で 402万５千円を減額し、システム改修事

業費補助金で 17万８千円を計上しております。 

４款道支出金につきましては、介護給付費負担金で 746万２千円を減額しております。 

５款支払基金交付金につきましては、介護給付費交付金 65万４千円を計上しております。 
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国庫支出金につきましては、当初交付決定額の確定による減額と本年 10 月より実施されま

す消費税率の引き上げに伴う介護報酬の引き上げに対応するためのシステム改修に係る補助金

の増となっております。道支出金につきましては、当初交付決定額の確定による減となってお

ります。支払基金交付金につきましては、当初交付額決定額の確定による増となっております。  

７款繰入金につきましては、事務費繰入金で 17万９千円を計上しております。 

８款繰越金につきましては、平成 30 年度繰越金確定により、４千 53 万８千円を計上して

おります。歳入合計しまして３千６万２千円を計上しております。 

続いて歳出でございます。１款総務費につきましては、介護保険事業システム改修事業費と

して 35万７千円を計上しております。 

２款保険給付費につきましては、施設介護サービス給付費 103 万４千円を歳入で減額いた

しました給付費額の財源額を基準に減額しております。 

４款基金積立金につきましては、平成 30年度の繰越金４千 153万８千 608円から、次の

６款諸支出金でご説明いたします、返納金１千 993万７千円を差し引いた額に、２分の１を乗

じた額、１千 80万２千円を基金として積立を行います。 

６款諸支出金につきましては、平成 30 年度の実績報告による補助金等の精算に係る返納金

でございます。介護給付費返納金につきましては、国庫で１千 213万８千円、道費で 177万

２千円、支払基金で 266万８千円、地域支援事業費返納金では国庫で 310万５千円、道費で

23万４千円、支払基金で２万円を計上しております。歳出合計しまして、歳入と同額３千６万

２千円となります。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長  

ただいま令和元年度介護保険事業特別会計補正予算に関しまして、担当より説明がございま

した。委員の皆様より何か質問等があればお受けいたします。ありませんか。よろしいですか。  

それでは、ここにはないんですが、清里クリニック支援についての覚書ということで、前回

の第５回常任委員会の中で古谷委員の方から提出を求められまして、担当の方より提出してい

ただいております。これに対する説明はあった方がよろしいんでしょうか。 

 

○議会事務局長  

質疑がもしあれば。 

 

○伊藤委員長  

所管より提出があったわけですけども、これに対し何か質疑等があればお受けいたします。

古谷委員。 

 

○古谷委員  

確認なんですけども、覚書については昨年の９月定例会後の予算は、４千万の追加補正後の

覚書という形の中で理解をしています。それと要綱については、29年４月１日施行という形で

施行日及びこの要綱が決裁されたのはいつなのか。どの時点で決済されて処理されているのか。

当然、議会との協議、事前的な協議は必要ない要綱ですから、議会との事前協議があったのか、

要綱そのものについても含めて、いつの段階で決裁されて施行されたのか。事務的な処理の確
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認だけ１点だけ。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

要綱の決裁日の方ですけれども、起案して決裁したものを持ってきておりませんので、いつ

の決裁かという部分につきましては、また後日お話をさせていただけたらというふうに思って

おります。 

 

○古谷委員  

 わかりました。後日、どこかの段階で決裁処理の事務経過について報告いただきたいと思い

ます。あわせて具体的な要綱の協議を、６千万の限度保証という中、行われたことについては、

十分議会との協議を経たうえでの、こういった形だというふうに認識しているところなんです

けれども、今、お話した通り、一連の事務的経過、副町長が窓口になりながら具体的な色々な部

分で過去における部分については経過の中で処理されていくと認識しておりますので、いちい

ち情報公開を求める必要もないと思うんですけども、そういった顛末が全てしっかりと事務的

な処理としてされているという認識でよろしいんでしょうか。交渉とか協議顛末が全て金額に

まつわる部分ですから、あらゆるものについては公文書として残されているという認識でよろ

しいでしょうか。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

 相手からの要望の関係、それから内部での打ち合わせの関係と全て起案で決裁等はとってあ

りますので、それらについてはあるような形でございますのでご理解頂けたらと思います。 

 

○伊藤委員長  

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 今回すでにこの資料の提供というのは、前提にたっての一般質問９月定例会に行うという形

で、今回、経過については、今の段階で文書の提出を求めませんけれども、ある段階で必要に応

じては具体的に誰と誰が理事者なのか、担当課長なのか、誰が窓口になっているのか具体的に

どういった話をされたのかっていうことを一回整理する必要が、どこかで生じるのかなと認識

しておりますので、その辺については必要な事務的な資料の提供について積極的にご協力いた

だけるよう要請をしておきたいと思います。 

 

○伊藤委員長  
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課長。 

 

○保健福祉課長  

議員からの要請がございましたら、隠すものではございませんので、提出の方はしていきた

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。 

 

○古谷委員  

了解しました。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、ありませんか。ないようでしたら保健福祉課全般を通して何かござい

ませんか。課長。 

 

○保健福祉課長  

先ほど企画政策の方から連絡があって、債務負担行為の形ですね。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

年度内の網走厚生病院の開院で機器整備の負担とあったんですけども、年期限が令和元年か

ら２ヶ年にわたっていたという形の執行の確認を。開院準備に伴うものや時間的経過の中でど

うしてもずれ込むのがあるという前提にたっての考え方の中で、今回されたのかどうかその確

認をさせていただきたいということです。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長 

今回、機器類につきましては、前回の常任委員会でご説明しましたとおり、元年から２年ま

でということでお話をさせていただきました。これらにつきましては、厚生病院の方で年度内

の開設を目途に準備を進めているわけですが、実はこの機器の部分の支援をいつ厚生病院から

求められるかが、まだはっきりとしておりません。これらうちの町としては３％、600万程度

の額なんですけれども、現実的に財源の話を申しますと、過疎債を使って行おうかなというふ

うに考えておりますが、過疎債、ハードというものがその年に整備をいたしまして、その年に

支出があるものが過疎のハードとして認められる過疎債になっております。というわけで、年

度途中なものですから、この過疎債、実は枠がございまして次の申請が 11 月に、実際はなっ

ています。そこの枠がもし当たらなければ、今度特別交付税ですとか、そちらの方に切りかえ

なければいけないという部分がございまして、もしかすると来年度の支出にもなってしまうと

いう部分がございますので、色々段階的な部分がございますけれども、一応のところ過疎債含
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め、特交も含め両方で拾えるような形を含めまして令和２年までということで債務負担行為を

組ませていただこうと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○古谷委員  

了解しました。 

 

○伊藤委員長  

その他で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  

それでは焼酎醸造所の方にうつりたいと思います。焼酎醸造所の方から１点提案があります。

説明のほどよろしくお願いいたします。所長。 

 

○焼酎醸造所長  

それでは、焼酎醸造所からの報告事項１件について概要の説明をいたします。令和元年度焼

酎事業特別会計補正予算（第２号）で、歳入で、修繕に伴い繰入金の増額、決算によります繰越

金の増額、歳出で、総務費で職員の７月昇給に伴う人件費の増額、製造費で修繕料の増額、基金

積立金で積立金利子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、よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長  

担当。 

 

○焼酎醸造所主査  

それでは、令和元年度焼酎特別会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。資料の方

ご覧ください。 

こちら上段の歳入につきまして、繰入金が 89万５千円の増で、２千 513万４千円、繰越金

が 137万７千円の増で 167万７千円となっています。繰入金 89万５千円につきましては、

後述の清掃費修繕分の繰入となります。下段、歳出につきまして総務費が 17万８千円の増で、

６千 173万６千円となっています。内訳は給料で９万６千円、職員手当等で６万２千円、負担

金補助金及び交付金で２万円、合わせて 17万８千円の増となっております。 

こちらの給料、職員手当、負担金補助金及び交付金につきましては、職員の昇給に伴う増加

となっております。その下、製造費につきまして製造費 209万３千円の増で、８千 46万９千

円となっております。こちらの内訳が需用費、209万３千円の増となります。これは需用費修

繕料といたしまして、樽熟成酒の貯蔵量増加に向け、既存の樽を 20本修繕する費用 119万８

千円を計上しております。 

続いて、同じく修繕料で水製品の製造装置ならびに製麹装置の制御盤、これらの修繕費用と

して 89万５千円を計上しております。繰入金 89万５千円で対応することとなっております。

これらの修繕料合わせまして 209万３千円を計上しております。その下、基金積立金につきま
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しては積立金利子として、１千円の増を計上しております。以上で、説明を終わります。 

 

○伊藤委員長  

焼酎醸造所の方から焼酎醸造事業特別会計補正予算の方の説明がございました。委員の皆様

何か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。焼酎醸造所

全般にわたって何かありませんか。よろしいですか。それでは、これで焼酎醸造所を終わりた

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はじめたいと思います。町民課の方より５点ほど提案があります。説明

の方よろしくお願いいたします。課長。 

 

○町民課長  

それでは町民課からの協議・報告事項５件について、概要のご説明をいたします。 

 まず１点目でございます。清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につ

きましては、国の住民基本台帳施行令等の一部改正に伴いまして、清里町印鑑登録及び証明に

関する条例を改正するものでございます。概要は、旧氏での印鑑登録が可能となりまして、印

鑑登録証明書への旧氏の併記を可能とする改正を行うものでございます。 

 詳細につきまして、総括主査よりご説明させて頂きますので、宜しくお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 私の方から、清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご

説明いたします。 

 １ページをお開きください。今回の条例改正は、住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、 

旧氏での印鑑登録、印鑑登録証明書への旧氏の併記を可能とする改正であり、女性活躍推進の

観点での閣議決定による住民基本台帳施行令等の改正を受けた上での、総務省印鑑登録証明事

務処理要領の一部改正に合わせた改正となります。旧氏の記載を希望する方は、住民基本台帳、

いわゆる住民票への記載を行う申請を頂き、住民票と連動して印鑑登録に反映されるかたちと

なります。変更内容につきましては、新旧対照表にてご説明させていただきます。 

 ２ページをお開きください。第２条「本町の」を「本町が備える」に改正いたします。これ

は、総務省の印鑑登録証明事務処理要領に合わせた表記の変更であります。第３条第２項１号

は、「名」の記載位置を変更するとともに、旧氏での登録を可能とすることを明記した条文でご

ざいます。同項第２号は本人を表している事項以外では登録できない条文であり、そこに旧氏

を追加するものであります。 

 ３ページ目をご覧ください。第６条第３号は婚姻などにより氏に変更があった方の住民票に 

申請により旧氏の記載がある場合には、印鑑登録にも同様に記載する旨を謳った条文を追加す

る改正でございます。第 12 条第１項第５号も、第６条第３号と同様に、旧氏に関する条文の

追加をする改正でございます。 

 ４ページをお開きください。第 14 条第１項第１号につきましても、旧氏に関する条文の追
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加をする改正であります。 

 最後に、附則として住民基本台帳法施行令等の一部改正の施行日に合わせ、本条例を令和元

年 11月５日から施行することを謳います。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長  

今町民課の方から清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてとい

うことで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。よろしいですか。わかりました。それでは町民課の方から次の方よろしくお

願いいたします。課長。 

 

○町民課長  

それでは２点目、令和元年度一般会計補正予算（町民課所管分）につきましてご説明をいた

します。補正につきましては、衛生費の養育医療費扶助事業におきまして、平成 30 年度事業

実積に伴います、国に返します返納金を補正計上行うものでございます。 

詳細につきましては、担当主査の方よりご説明を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。 

 

○町民生活Ｇ主査  

それでは令和元年度一般会計補正予算について説明いたします。 

議案の 5ページをご覧ください。 

４款衛生費、１項衛生費、３目各種医療対策費、養育医療費扶助事業でございます。７万１

千円の増額補正であります。こちらにつきましては、平成 30年度事業実績が確定し、返納額

が確定したことから、この返納額を補正するものであります。財源はすべて一般財源となって

おります。以上です。 

 

○伊藤委員長  

町民課の方から令和元年度一般会計補正予算が説明されました。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。 

 

○伊藤委員長  

それでは、次、３番令和元年度国民健保険事業特別会計補正予算の方の説明よろしくお願い

いたします。課長。 

 

○町民課長  

 ３点目、令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、平成

30年度からの繰越金の確定に伴い、事業費等の補正を行うものございます。 

詳細につきましては、担当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
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ます。 

 

○伊藤委員長  

担当。 

 

○町民生活Ｇ主査  

令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について説明させていただきま

す。議案の６ページをご覧ください。歳入をご覧ください。 

平成 30 年度からの繰越金が 1千 124万 1 千円でありましたので、当初で計上していまし

た 10万円を差引いた、1千 114万 1千円を補正します。下段の歳出に移ります。 

5款保険事業費について、特定健康診査等データ管理手数料 5万円を増額補正します。 

こちらについては、登録の時期を変更することとしたことから、今年度の重複分の補正を行

っています。 

続きまして、6款基金積立金の前に、先に 7 款諸支出金を説明させていただきます。こちら

については、4 千円の増額補正であります。平成 30 年度の保険給付費交付金のうち、特定健

康診査・保健指導負担金分について、返納金を計上するものであります。 

戻りまして、6款基金積立金について、1千 108万 7千円の増額補正であります。平成 30

年度繰越金のうち、前に説明をさせていただきました保険事業費および返納金への充当残につ

いて基金へ積み立てるものであります。 

歳入・歳出とも現計予算額 7億３千 114万１千円に、１千 114万１千円を追加し、7億４千

228万２千円とするものであります。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長  

ただいま町民課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の説明がございまし

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。 

 

○伊藤委員長  

それでは、４番、令和元年度後期高齢者特別会計補正予算を説明よろしくお願いいたします。

課長。 

 

○町民課長  

４点目、令和元年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきましては、平成３０年

度からの繰越金の確定に伴い、事業費等の補正を行うものです。詳細につきましては担当主査

の方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  

担当。 

 

○町民生活Ｇ主査  

 令和元年度後期高齢者医療特別会計補正予算第１号の概要でございます。 
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 議案の７ページをご覧ください。歳入の款から説明させていただきます。４款繰越金８万２

千円の増。平成 30 年度からの繰越金が、９万４千円となりましたので、当初予算計上の１万

２千円を差し引いた８万２千円を、補正をするものであります。 

下段の歳出に移ります。繰越金の財源充当につきましては、１款総務費、消耗品費において

３千円、２款後期高齢者医療広域連合納付金に前年度課税分として７万９千円の増で計上して

まいります。歳入・歳出とも、現計予算７千 249万７千円に、８万２千円を追加し、補正後の

予算額を７千 257万９千円とするものであります。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長  

令和元年度後期高齢者医療特別会計補正予算の説明が町民課の方から行われました。委員の

皆様何かご質問等あればお受けいたします。ありませんか。よろしいですか。わかりました。 

 

○伊藤委員長  

それでは⑤番、令和元年度国民健康保険税についてよろしくお願いいたします。課長。 

 

○町民課長  

５点目、令和元年度国民健康保険税につきましては、昨年度平成 30 年度より国民健康保険

事業の財政運営が北海道となりまして２年目を迎えてございます。このことにより、国民健康

保険税も標準税率も毎年度北海道が算定することとなりました。令和元年度の本町における国

民健康保険税につきまして、情報提供をさせていただくものでございます。詳細につきまして

は、担当主査の方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  

担当。 

 

○税務Ｇ主査  

それでは私から今年度の国民健康保険税の賦課結果についてご報告いたします。税率改正に

いたる経過や考え方などについて、昨年度の説明内容を交えながらお話させていただきたいと

思います。それでは資料をご覧ください。 

 これまでの経過ということで、国民健康保険事業の都道府県化の実施、税率改正についてと

いうことで、平成 30 年度から都道府県化での運営が開始されたところであります。もっとも

大きく変わったところは、財政運営の主体が北海道になったということです。各市町村は、所

得水準や医療費水準といった市町村ごとの状況に応じて算定された納付金を、北海道に納付す

る仕組みが導入されました。北海道が示す数字としまして、大きく２つありまして、四角い枠

で囲まれたところでありますが、納付金は毎年度北海道が算定いたしまして、翌年度に納める

と。それを請求してくる形となります。 

もう 1 つは、納付金財源として必要な税額を算定し、これに応じた税率、標準税率が示され

ます。この標準税率をもとに、市町村は参考として翌年度の税率を検討、改正ということにな

ります。この納付金の仕組みが導入されたことで、市町村会計の支出で大幅な変動が無くなり、

今まであったような財源不足が解消されました。代わりに全道の医療費を道内全市町村で賄う
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ために、一定のルールのもとに算定された納付金財源確保のために、税率が上がっていく仕組

みとなっております。 

都道府県化の目指すところは、平成 30 年度から令和５年度までの６年間かけて道内統一の

保険料とする目標となっています。なお、この６年間は、国の財源を使いました激変緩和措置

を清里町では受けております。ただし課題も多く、統一保険料となるには、今のところ令和５

年としておりますけれども、北海道の方からは、もう少し遅れる可能性もあるのではないかと

いう話も出ております。 

 こうした流れのなか、清里町の税率改正の状況は、平成 30 年度が均等割、平等割を各１千

円ずつ増額しております。平成 31 年度は基礎賦課分、医療ということで、この分の所得割の

税率を 0.7％増としております。 

次、２番目としまして、平成 31 年納付金と必要税額ということで、２月にこちらの方でお

示しさせていただいたところで、北海道が算定した納付金と必要税額を比較したものでござい

ます。太枠で囲んだ部分になりますが、これが今年度分になりまして、納付金それぞれ必要税

額で前年度より 700万円増加しました。この税額を確保するために次の３番、４番のところで

説明させていただきたいと思います。 

 3 番としまして、所得と限度額の考え方ということで、清里町の状況ですが、これまでも申

し上げてきましたように人口規模、所得規模の割に農業所得の占める割合が大きく、農業所得

の増減により税額も増減している形になっております。また、限度額改正にも大きく影響を受

け、現在の限度額超過世帯が約 140から 160世帯で推移しております。今年度の限度額設定

が３万円増となっておりますので、大体４、５百万円の金額となります。改正がない年に税率

改正すると、所得割の場合は、所得の少ない世帯、または農業所得や営業所得などで限度額の

未到達の世帯への負担が大きく増加してくることになります。ただし、税負担の公平の観点か

ら所得の低い方からもある程度負担をいただくということで、応益割といった部分の改正も必

要になってくるかと思います。30年度は応益割を改正しております。 

 ４番としまして、税率の設定と賦課結果といたしまして、税率を検討するにあたり、所得変

動と賦課限度額の増加も減少もする要素を考慮しまして検討してまいりました。今回、平成 30

年所得は減少ということで想定いたしました。ただし、減額幅を見込むのは難しく、近年の動

向を参考に、もっとも影響の大きい農業所得に絞り、直近平成 30 年度課税所得を１とし、近

年所得が少なかった年の状況を用いて、どの程度となるか想定しました。それにより必要な税

額を確保する税率を設定しまして、下の表の医療分所得割税率で 0.7％増という形で改正を行

っております。改正後の賦課結果の比較が下の表になります。 

 納付金と必要税額は、北海道から示された分ですけれども上の２段を見ていただきたいと思

います。必要税額で約 700万円増加しております。 

 ３段目、４段目のところにうつります。納付金と必要税額、こちらの方ですけれども、平成

31年度当初賦課額で２億３千 40万円、昨年度平成 30年度とほぼ同額となりました。これに

対して、所得がどのように変動したかと、下２段をご覧いただきたいと思います。総所得金額

で１億９千１30万円の減、基礎控除を除いた課税所得、これに税率を掛けるわけですが、課税

所得金額で１億８千３20万円の減となっております。この総所得の減少要素として、農業所得

が約１億５千 500万円減少しております。 

 次の表では必要保険税と当初賦課額の比較をしています。後期支援分と介護分は、ほぼ横ば
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いですが、医療分については、約 500万円のプラスとなっております。これに年度内の資格の

移動、これは増加も減少もあるんですけど、転出・転入や季節的な社会保険加入・離脱などによ

り年間通じますと減額されていくことになります。実際の影響額ですけれども、減額の幅は年

度によって異なり、直近で 170 万円から 300 万円と幅があります。多い時で 500万円ほど

減少する年もありました。こうして減少の状況、当初賦課額で予定していた必要税額を上回っ

た額を見ていくと、今年度会計の保険税にはほとんど余裕が無い状態と考えております。所得

変動、限度額改正等の条件を考慮しつつ、今後の保険料の道内統一、医療費の増加、被保険者数

の減少傾向など、納付金と必要な税額は今後も増加が続いていく方向にあり、次年度以降も継

続的な税率の見直しは不可避な状況にあります。 

今後の予定ですが、統一保険料に向けた課題や次年度の納付金、税率について、北海道が開

催する幾つかの会議を経まして、大体 11 月下旬を目途に示されるのではないかと考えており

ます。統一保険料に向けた動きや、被保険者の皆さんの負担状況、国保制度全体の課題など、今

後も引き続き、当委員会でお示ししながら、次年度以降の税率改正について今後も協議させて

いただきたいと思います。以上で、今年度の国民健康保険税についての報告を終わります。 

 

○伊藤委員長  

所管の方から令和元年度国民健康保険税について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  

結論的に言うと、激変緩和をやりながら５ヶ年やっていく中で応能応益割の見直しを、この

年の中にスムーズに展開していく、統一保険料にもっていく。そうした場合について当町の場

合についてはその農業所得の振れ幅等によって、必要な保険料、保険税の課税所得額の変動幅

が今言ったような額となるといった前提に立った時に、今後町民の皆様についてはある一定の

うちの現状の国保税からみた場合については、下がることはほぼないだろうという前提にたっ

て特に応能応益の一定の方針から言って、医療分の所得割の税額調整を常に細かくやっていか

ないと、非常に厳しい状況だという理解をまずしていいのか。それと、もう１つは農業所得者、

特に高額納税所得者に申し訳ないんですけど、限度額改正、これはしっかりとある程度しっか

りやっていかないと、低所得や中間以下の人に対する所得割の応能応益割はどうしても、上げ

幅が年度によって上がっていくという前提にたった時に、従来、国保運営協会の中の議論だと

思うんですけど、その限度額については、ある意味ではこれはやむを得ないと平準化をしてい

くためのやむを得ないとか、低・中間層の方の所得割の税率のある程度抑制措置というものを

並行してやっていくという前提にたっての考え方を、ある一定の方向性の中で整理しておく必

要があるんじゃないのかなというふうに今、主査の説明を受けながら聞いていた。そういった

理解でよろしいでしょうか。国保運営議会の中で議論されるべき課題だと思うんですけども、

その辺を曖昧にしながら、ある一定は抑制を加えながら、ある一定は所得割の税率の改正を、

かなり低・中所得者層に求めていくのは非常にリスキーな話であって、その辺の事務当局の考

え方、今後の国保運営協議会との協議になろうかと思うんですけれど、どのように捉えている

か。その点について現時点における考え方をお示しいただきたいと思います。 
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○伊藤委員長  

担当。 

 

○税務Ｇ主査  

 まず医療分についてのお話です。やはり今見ていただきましたように、北海道から示される

標準税率という中でも、後期介護分というのは余り幅のないところです。ですので、やはり医

療分のところで一番大きな部分ですけれども、ここで上がっていくという形にならざるを得な

いのかなというふうに考えております。それから限度額改正の部分ですけれども、当然これは

政令改正、国の方の改正でありますので全国的に北海道だけではございませんので、全国レベ

ルで税が上がっていかざるを得ない状況にありますので、ここはある程度継続して上がってい

くのではないかというふうにこちらも考えております。またそうならないと、逆に必要税額が

確保できなくなってしまう事態になる可能性もあります。それから、応益の部分ですけれども、

低・中所得者の方々の部分、この方たちに対するそれぞれ皆さん公平に負担という形では、求

めざるを得ない部分もあるんですけれども、やはり低い所得の方々は７割・５割・２割の軽減

もかかります。当然、軽減かかったうえで、上がった分は増えるんですけれども、必要税額は予

想以上に大きくなるということを考えますと、限度額がある方々が、もし改正がなかった場合

は、もろに中間で全てかかってくるというような状態になります。所得規模は今、すぐに申し

上げられるわけではございませんが、中間層、それ以下、軽減までかからない方々、この方たち

に負担が大きくなってくるものと考えております。ですから所得割そういった部分と並行して

考えてかければならないと考えております。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

主査の説明で十分理解できました。ただ、一方ではこれはこれとしながら、予防介護、医療の

関係の中でそれは適正にきちんとシステマチックにもう少しきちんと運営されているかという

前提に立って医療費の増高が左右されてくるという現実もあるわけであって、その辺のコント

ロールというものをどのようにやっていくのかということを並行しながら、包括的な地域医療

システムだとか、そういったものについてのきちんとしたケアリングだとか、連携というもの、

その前提というのがなければ国保保険料だけの話ではないという前提に立って、その辺もう少

し前向きに担当課、町民課だけではなく保健福祉課サイドの各種予防、検診、診療所含めたと

言ったら語弊があるかもわかりませんが、医薬分業となっていますけれども、多重の診療や実

態というものそういったレセプトを含めた部分でしっかりと把握した中で、適正な指導も含め

た中でやっていくといった、その辺を強化していかないと、これは結構しんどい話、緩和策が

なくなった、何でこんなにといった、特に今言った低・中間所得者に対する医療費分の所得割

が明らかに上げざるを得ないとうのが、目の前に来ているという現実を、早くきちんと町民に

知らしめるといった対応が必要じゃないのかなと。 

上がったからこうなりましたって結果論だけじゃなくて、今こういった現況であるってこと

も含めながら非常に難しい、中身は難しくて、一般町民が見てもわからない、職員が見てもわ
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かりませんよね。担当以外は。だからそれくらい難しい状況になっているということも含めて、

早目にそういったことを住民の方にわかるような形の中で、対応を図っていくのは重要じゃな

いかと。その辺の考え方について担当課長ないし担当者の今現時点で捉えているのか。その辺

の考え方をお示しいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

今、所管の部分と所管じゃない部分も出ていたと思うんですけれども、そこは答えられない

と思うんですが、それ以外でもし答えられるのであれば。課長。 

 

○町民課長  

特定健診だとか、そういった部分での話になろうかと思います。貴重なご意見として検討し

てまいりたいというふうに考えておりますので、御理解賜りたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員  

きっと、改定が進んだ時に、なぜこんなに上がるのかと思うんですよね。なかなかその辺が

町民の方にわかりにくいし、制度のその辺を含めてある一定の情報とかそういった形をしっか

りと町民の皆さんに伝えていくという日常的な部分も必要になってくるという、負担感が増し

てくるってことになると、特に低・中所得者層の医療費の関係部分の負担が増えるというのは、

明らかにどう考えても、今の主査の説明の中でいくとその流れなんで。その内容を早目早目に

そういった方向なんだと周知していただくことが必要じゃないかなと思いますが。そういった

取り組みを今後とも継続して行っていくということで理解してよろしいでしょうか。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○町民課長  

貴重な御意見だと思っておりますので、御意見賜りできるところからやってまいりたいと思

います。以上です。 

 

○古谷委員  

変わったばかりで制度自体を理解するのも凄く大変だと思いますけれども、是非、住民の方

にこのままいくと、どんどん国保料は上がっていくということを、周知していかなくちゃいけ

ない立場だと思いますので、その辺も含めてしっかりとわかりやすい情報の提供を。ただ上が

るよ、だけでなくて、その辺をしっかりと教えていただくようお願いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

他、何かございませんか。 
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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  

聞きたいんですけど、町が全てやっていた時から道に変わって少し経ったんですけども、こ

ういうふうに変わってからの納付率というのはどうなんでしょうか。それから、未納の金額が

こういうふうに変わってからどのぐらい変わっているのかその辺、わかる範囲でいいんですけ

れども。 

 

○伊藤委員長  

担当。 

 

○税務Ｇ主査  

収納率でございますけれども、本町の場合、口座振替の普及率がかなり高いという現状もご

ざいまして、極端に落ち込みという形では今のところは現れておりません。昨年度につきまし

ても若干上がってはいるんですけれども、その部分の落ち込みというのも顕著になっている部

分はございません。 

 

○伊藤委員長  

池下議員。 

 

○池下議員  

まだ２年くらいなんで、そんなに変わっていないのかなと感じますけれども、先ほどの説明

を聞いていると、明らかに上がってくるのは目に見えてわかったので、古谷委員おっしゃって

いましたけど、やっぱり上がった場合に、どこが１番つらい思いをするのかって、やっぱり低

所得者、中所得者が１番こたえるとのが目に見えて、こういうふうになる前からやっぱり町が

どういうふうに支援をしていくか。確かに、所得割というのが大きなウェイトを占めているん

ですけれども、やはり町がそういった住民の方にもやっぱり手厚い支援をどういうふうにやっ

ていくかということを、今のうちから十分備えてやっていかないと、どんどんどんどん毎年上

がることによって、緊急的にどうするんだという話ではなく、これは２年前からこうなると決

まっていた段階で、上がってくるというのはわかっていたというふうに想定しているはずなん

で、そこら辺を踏まえてやはり低・中所得者のための支援策というのは、今後も随時話しなが

ら考えていかなきゃならないのかなというふうに思いますので、そこら辺を充分念頭におきな

がらやっていただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長  

 答弁求めますか。 

 

○池下議員  

 いや、いいです。 
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○伊藤委員長  

よろしいですか。他、何かございませんか。前中委員。 

 

○前中委員  

本町の１次産業が規模拡大して大きくなったというところが、この国保会計にかなり限度額

の部分でハードル的にここに書いてある通りだと思うんですけれども、具体的な関係、同一世

帯だとか同一敷地内における部分が、多々聞こえてくる部分があるんですけど、これは道に移

管になった場合、本町としてその辺、どのように考えておられるのか。現状のままで進めるの

か、進めないのか。言いづらい部分もありますけども、なかなかここはシビアに、今、いろんな

意見聞かれると、その低所得者層の年間の保険料は間違いなく上がりますし、中間層も上がる、

そういった時に、高所得者層の部分である農業者の部分、余り詳しくありませんけども、そこ

ら辺をどう認識されているのか答弁できる範囲でお願いします。 

 

○町民生活Ｇ主査  

資格の関係ということで、私の方から、資格担当として回答させていただきます。国保の資

格につきましては、住民基本台帳に記載されます住民の、各世帯の考え方というのを踏まえて

世帯を考えているとこであります。ということで、そちらの方の住民基本法台帳法、こちらの

方の届け出に従って、資格を判断していくということになります。以上です。 

 

○前中委員  

届け出ということで理解して良いんですね。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、何かございませんか。なければ町民課全般を通して何か質問等ござい

ませんか。それでは町民課の方終わりたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

それでは産業建設課の方はじめたいと思います。産業建設課の方から３点ほど提案がござい

ますので、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、産業建設課から協議・報告事項３件について、概要を説明させていただきます。 

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、農業集落排水事

業特別会計繰出金の減額と、前回の常任委員会でも説明いたしました産地パワーアップ事業に

関する事業量の増加に伴う補正でございます。 

２点目、令和元年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、平成 30 年

度繰越金の確定と、総務費および基金積立金において、繰越額に相当する補正を行うものでご

ざいます。 

３点目、令和元年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につきましても、平成 30
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年度繰越金の確定と、総務費において７月人事異動に伴う人件費および施設管理にかかる修繕

料の増額、事業費において工事請負費に増額を行うものでございます。 

また、繰越額と補正額の差額につきましては、交際費の財源として充当することにより、一

般会計繰入金を減額するものでございます。詳細につきましては、担当よりご説明させていた

だきます。 

また、一般会計補正予算で特別会計に関するものにつきましては、特別会計とあわせて説明

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。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

一般会計補正予算についてご説明いたします。１ページをお開きください。補正予算概要の

１段目の農業集落排水事業特別会計繰出事業につきましては、この後の農業集落排水事業特別

会計補正予算と関連がございますので、後程ご説明いたします。それでは、表の２段目をご覧

ください。 

産業振興グループ所管の補正予算となります。５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振

興費、産地パワーアップ補助事業でございます。  

 前回の 8月 24日に行われました委員会で概要を説明いたしました事業の内容となっており

ます。 

 産地パワーアップ補助事業は、農水省の強い農業づくりの支援に係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。昨年度から 2ヶ年事業として、農業者団体で

あります清里町 ICT 推進協議会より申請があり、現在導入を進めております。 

 今回は昨年度からの当初計画数量とは別に、新たに追加導入申請のありました GPS 自動操

舵システム 73 台分について補助額の予算計上をするものです。事業費は 1 億７千 681 万８

千円で、消費税を除いた 1/2 の額、８千１85万８千円が補助額となります。残りのその他９

千４96万円が、取り組み主体の自己負担となります。予算計上額は、負担金補助及び交付金で

８千１85万８千円となっており、財源内訳については全額、道補助金より交付を受ける形とな

ってございます。以上で産業振興グループ所管の補正予算説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

課長。 

 

○産業建設課長  

特別会計と一緒にさせていただきたいと思います。続けてよろしいですか。 

 

○伊藤委員長  

担当。 

 

○産業建設課主幹  

引き続き、簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に関する概要につきまして、御説明いた

します。議案の２ページをご覧ください。 
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今回の補正につきましては、平成 30 年度決算に伴います繰越金額の確定並びに修繕料を補

正するもので、歳入・歳出それぞれ 363万円１千円を追加し、予算の総額を６千 422万６千

円とするものでございます。 

歳入よりご説明いたします。繰越金につきましては、繰越金額の確定により 363万１千円を

増額し、補正後の繰越金額を 513万１千円とするものでございます。 

続きまして、歳出についてご説明いたします。総務費の 50 万円の増額につきましては、修

繕料として 50万円を増額するもので、補正後の総務費の予算額を、２千 848万１千円とする

ものです。積立金につきましては、313 万１千円を増額、補正後の基金積立金額を 313 万５

千円とするものでございます。 

続きまして、農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に関する概要につきまして、ご説

明いたします。議案の３ページをご覧ください。こちらにつきましても、平成 30 年の決算に

伴います、繰越金額の確定による補正であり、歳入・歳出それぞれ 293万４千円を追加し予算

の総額を１億２千 564万７千円とするものです。 

それでは、歳入よりご説明いたします。繰入金につきましては、繰越金額の確定により、一般

会計からの繰入金を調整するもので 74 万５千円を減額し、補正後の繰入金額を５千 584 万

５千円とするものです。繰越金につきましては、繰越金額の確定に伴いまして 367万９千円を

増額し、補正後の繰越金額を 517万９千円とするものです。 

続いて歳出についてご説明いたします。総務費の 189万４千円の増額につきましては、人事

異動に伴います給料手当等、人件費の不足分 99 万４千円並びに施設管理費におきましては、

施設の延命化を図るための機器類の修繕料として 90 万円を増額するもので、補正後の総務費

の予算額を３千 641万５千円とするものです。また、事業費の 104万円の増額につきまして

は、公共ますの新設工事に係る工事請負費として 104万円を増額するもので、補正後の事業費

の予算額を３千 274万２千円とするものでございます。 

続きまして、１ページに戻っていただきまして、一般会計補正予算の衛生費につきましては、

農業集落排水事業特別会計補正予算における繰入金の減額に伴います一般会計の繰出金の補正

であり、同額の 74万５千円を減額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  

今産業建設課の方から、１番から３番まで関連がございましたので、一括説明がございまし

た。この件に関しまして、何かご質問等があればお受けいたします。よろしいですか。 

産業設課全般で何か質問等があればお受けいたします。ございませんか。池下議員。 

 

○池下議員  

直接の質問ではないんですけど、道道に関してお伺いをしたいのですが。二線道路の道道に

関して樹木をずっと植えているんですけど、年々大きくなってきているんですけども、土木の

関係なんですけども、このままずっと放っておくのか、もう少し整理したいのか。年々大きく

なってきて商店街の方が掃除が大変なんだという話を毎年聞いているんですけど、その辺、ど

ういうふうに考えておられるのかと。土現の方にお伺い立てて欲しいなと思います。よろしく

お願いします。 

 



‐22‐ 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○産業建設課長  

池下委員の方からございました道道の街路樹の関係ということですが、確かに大きくなって

きております。何年かに１回は、剪定をしていると思うんですけれども、大きくなっていると

いうことでございますので、その旨北海道に申し伝えて、どのようにしていくかと相談したい

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。なければ産業建設課の方をこれで終わりたいと

思います。大変ご苦労様でした。 

 

○伊藤委員長  

それでは、大きい２番、意見書の検討について事務局の方よりよろしくお願いいたします。 

 

○議会事務局 

 それでは２番目の意見書の検討について、産業福祉常任委員会所管の意見書が１件提出され

ておりますのでご説明いたします。議会事務局資料１ページをお開きください。 

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書です。提出者は、北

海道森林・林業・林産業活性化促進議員連盟連絡会 会長 竹内英順氏です。郵送提出ですが、

関連団体として取り扱います。また、北海道議会議長会からも承認の依頼文が来ております。  

内容につきましては、４ページをご覧ください。 

この意見書につきましては、毎年提出されております。昨年と比較しまして趣旨について変

更はありませんが、２つ目の項目、森林整備事業の都道府県・市町村負担分の起債を可能とす

る地方債の特例措置を継続すること。という項目が追加となっています。他の項目につきまし

ては大きく変更はありません。以上ですが、９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。 

 

○伊藤委員長  

今、御説明がありましたけれども、何か皆さん意見ございますか。よろしいですか。わかりま

した。 

 

○伊藤委員長  

それでは大きい３番、次回常任委員会について。 

 

○議会事務局長  

次回常任委員会ですが、10月 11日金曜日総務文教常任委員会終了後、この会場にて開催を

予定してございます。よろしくお願いいたします。 
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○伊藤委員長  

続きまして４番、その他で何かございませんか。 

 

  ●閉会の宣告 

 

○伊藤委員長  

第６回産業福祉常任委員会終わりたいと思います。大変御苦労さまでした。 

 

（閉会  午後 ２時 23分） 

 


