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第２回産業福祉常任委員会会議録 

令和元年５月３１日（金） 

    開 会   午前１１時２０分 

    閉 会   午後 ０時０８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清里町税条例の一部を改正する条例について 

  

●保健福祉課 

  ①ケアハウスについて 

  ②清里クリニックについて 

   

 ●産業建設課 

  ①森林環境譲与税基金条例の制定について 

  ②道営農地整備事業について 

  ③強風による農業被害について 

  ④農業委員会委員の辞任について 

  

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  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 

■町民課主幹        樫村 享子    ■税務収納Ｇ総括主査   泉井 健志 

 ■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 

 ■産業建設課長       藤代 弘輝    ■産業振興G総括主査   北川 実 

 ■農業委員会次長      小林 正明 

  

 

○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 

 第２回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

○伊藤委員長 

 まず町民課の方から１件提案されておりますので、説明の方、よろしくお願いいたします。 

  

○町民課主幹 

 最初に町民課からの協議報告事項について概要の御説明をいたします。清里町税条例の一部

を改正する条例につきましては、１０月から徴収の始まる、軽自動車税の環境性能割について

北海道が一括して徴収を行うことになっているため、徴収にあたって、必要な規定の整備を行

うものです。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 

それでは清里町税条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。資料１

ページをご覧願います。本年１０月１日から自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税環境

性能割が始まります。軽自動車税環境性能割の賦課徴収につきましては、地方税法附則第２９

条の９の規定によりまして当分の間市町村に変わり、北海道がその業務を行うことから、軽自

動車税環境性能割の非課税及び課税免除並びに減免の要件につきまして納税者及び販売業者の

混乱を生じさせないため、北海道の規定する自動車税環境性能割の取り扱いに合わせる旨の内

容を規定するため、清里町税条例を改正するものでございます。 

今回改正する税条例の概要でございますが、附則第１５条の３では非課税の規定について、
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附則第１５条の３第２項では課税免除、附則第１５条の３の２では減免についてそれぞれ規定

するものであります。２ページをご覧ください。こちらは今回改正いたします税条例の新旧対

照表でありまして、改正部分にアンダーラインを引いております。まず附則第１５条の３の見

出し中、環境性能割の次に非課税、課税免除及びを加え、附則第１５条の３として非課税の適

用を受けるべき自動車は町の規定にかかわらず、北海道の条例と定める自動車に相当するもの

として、町長が定める３輪以上の軽自動車とするという規定でございます。 

続きまして同条第２項につきましては、前項の規定を受けるための、手続その他必要な事項

については北海道における自動車税環境性能割の課税免除の例によるものとする規定でござい

ます。次に附則第１５条の３の２につきましては、減免規定について同じく北海道における自

動車税環境性能割の減免の例により、軽自動車税の環境性能割を減免するものとする規定でご

ざいます。施行期日につきましては令和元年１０月１日であります。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、町民課の方から清里町税条例の一部を改正する条例についての説明がございました。皆

様何かございませんか。町民課全般として何か、ここに案件なかったとしても何かありますか。

いいですね。はい、では町民課の方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 

 それでは保健福祉課の方から、２件提案ございますので所管の方からご説明お願いします。 

 

○保健福祉課長 

 それでは保健福祉課からの提案案件、１点目。ケアハウスについてでありますが、本日まで

地域包括ケアの住まいである、ケアハウスを主に担当しておりました、北海道からの派遣職員

であります、長野参与が本日付けで派遣期間満了となりましたので、今後につきましては福祉

介護グループの、阿部総括主査よりご説明をいたします。２点目、清里クリニックについてで

ありますが、経営支援ということで、昨年より平成３３年度まで６千万円の支援を、議会の同

意を得て実施しておりますが、議員各位より、言うことは言わなければならない、とのご指摘

をいただいているところであり、毎月実施しております、副町長との定例会議のたびに、継続

して経営改善に向けた取り組みをお話ししてきたところであります。今日までの経営改善に向

けた取り組みで、副院長の転籍による出向で、支出を抑えた旨の説明をしてきたところですが

他の経営改善に向けた取り組みを清里クリニックよりご報告をいただきましたので、進藤主幹

よりご説明いたします。 

 

○福祉介護G総括主査 

 お手元の議案の方にありますが、ケアハウスについてということで説明といたします。１番

目ですけれども、職員体制の関係でございます。本年４月１日付けの人事異動に伴い、ケアハ

ウスの職員体制に変更がありましたので、ご報告をいたします。介護支援専門員や施設長に上

がりまして、その後任として計画策定担当の支援相談員が、老健きよさとからの異動というこ

とになってございます。臨時職員の部分で栄養士の方が３月で退職をされております。  

４月１日からは、この方、老健きよさとの給食事業の受託事業者の方の栄養士としての勤務
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をしていまして、これまでも一体の業務の中では、ケアハウスの献立関係も作成して頂いてお

りまして、入居者の生活状況には影響はございません。社協としてはですね、ケアハウスの方

でも栄養関係の専任の栄養士を再募集していくというところで報告受けております。この関係

につきましては、委託事業者の方におります栄養士等でもケアハウスの給食等の関係の部分は

満たしているということでございますので、差支えがないということで考えているところでご

ざいます。 

２番目の入居状況でありますけれども、２月２７日の当委員会で報告させていただいた以降

の分について、述べさせてもらいたいと思います。前回では入居者数が２０名ということでお

話をしておりますが、その後６名の申請がございました。選考委員会につきましては、２月２

６日、４月２３日、５月２０日の３回行っておりまして、ここに申し込みされた方はそれぞれ

入居の承認をされているということでございます。今日が３１日です。６月以降の日程で入居、

引っ越しの調整をした方が２名ほどいらっしゃいまして、合計で２６人の入居者数となる見込

みでございます。内訳としましては町内１８名、町外から８名という状況です。町外の方にお

かれましても、もともと町民だった方やですね、町内に縁のある方という方が情報等を受けて

の入居という状況でございます。また４組分設けておりました、都合８組でありますけども、

夫婦が設定になされている部屋につきましては、現在の所３組の方ということになっておりま

して、残り１組分という部屋の状況になってございます。３番目ですけども、入居者の募集取

り組みでございます。４月１５日付の社協便りでは、入居者等のインタビュー記事等を町内向

けに、掲載をしてケアハウスにつきまして周知を行っているところでございます。入居者の方

からは好評で知人等へのお声掛けもいただいているというところでございますけれども、なか

なか、こう引っ越しということを含めて、踏ん切りがつかないですとか、もしくは夫婦ですと、

片方がまだ乗り気でないとかですね、そういったお声が聞いているところで、気持ちがあって

もなかなかすぐにはというような状況の感想等をいただいているところでもございます。４月

中にですけれども、長野参与在職中に、近隣の関係機関等へケアハウスの職員と施設関係の説

明、募集関係を行っているところでございます。 

また、ケアハウスの職員単独でもですね、近隣に施設がありますよということにつきまして

は説明等、周知を行っているというところで聞きおよんでいます。１泊２日の体験入所におき

ましては１月の１人の利用のほかは、現在のところはちょっとまだ進んでいないというところ

でございます。今後も広報等のスペースを活用して募集の案内、それから他町へのですね、周

知関係を取り進めていきましていきたいというふうに社協側と詰めていきたいと思っていると

ころでございます。開所から８か月程度ということになりますけども、約半分を越えてきたと

いうところでございます。今後も入居に向けて指定管理者の社協の方と適宜入居者の確保に努

めていきたいと思っているところでございます。以上です。 

 

○伊藤委員長 

はい。今、ケアハウスについて担当の方からご説明ありましたけれども、委員の方から何か

ご質問があれば。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 ケアハウスの入居者の皆さん元々１人住まいのお年寄りの方ばかりなんでしょうか。 
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○保健福祉課長 

 実際には夫婦の方もいらっしゃいまして、真ん中の壁から通り抜けるられるという、夫婦部

屋が４件あります。そのうちの３つが今、埋まっているような状況でありますので、今入って

いる方で夫婦は３組いらっしゃるということでご理解頂きたいと思います。 

 

○岡本委員 

 元々の１人住まいっていうのは、持ち家で住んでいた方なのか。 

 

○保健福祉課長 

委員おっしゃられたとおり、持ち家の方が多いと思います。その部分については売る必要も

ありませんし、ご本人がその売るタイミングを見て売買するのかお貸しするのかと決めていく

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。 

 

○岡本委員 

今現在は空き家になっているといった認識で。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 空き家になっている方もいらっしゃいまして、お年寄り、あのお年寄りと言ってはあれなん

ですけど、お元気な方もいらっしゃいますので、ケアハウスにいて、午前中お家に戻ってお掃

除するだとか、そういうような形でですね、自分で行き来してやっている方もいらっしゃると

いうことでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 ほか、何か。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 確認なんですけど、清里のケアハウス、特定施設の認可をとってますよね。その関係なんで

すけども、きっと３０名の枠じゃないかというふうにちらっと聞いたんですが、その辺の状況

をちょっとご説明、具体的に願いたいのですが。 

 

○伊藤委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 委員ご指摘のとおり、特定施設ということで介護サービスも使うことも可能であります。実

際にデイサービスですとか、デイケアですとか、今それも出来るんですけれども、今２６名中

２名の方が利用しているような状況となっておりますので、ご理解頂きたいと思います。 
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○伊藤委員長 

 はい、古谷委員。 

 

○古谷委員 

 きっと今後、現在は非常に自立できる方、介護認定を受けていない方を中心として運営して、

初期ですから当然、初期の方のトレーニングを含めて、今後この入居者の中に介護認定を受け

ている方が増えていくとなると、いわゆるスタッフにかかる非常に負担が大きくなっていくと

いうことは、このサービスに関わるそういった形や入居者の方に反映されて行くっていう形も

含めて、非常に厳しい状況での運営を今社協、指定管理者されていると思うんですけれども、

やはりもう１度中長期的な観点に立ってですね、職員の体制、今職員の方具体的に言うと、風

呂の掃除から廊下の掃除からですね、環境整備まで全部、職員の方が具体的に担っている、本

来であれば外注とかですね、あとシルバーとか、本来職員の方については、できる限り入居者

に対するサービスとか、安全確保。本来的な業務に従事されるのが本来的な方向性じゃないか

と思うんですが、出来てまだ非常に難しい問題を抱えているとは思いますけれども、随時委員

会の方に報告頂き、状況改善及びこのままいってもきっと歳入欠陥を起こしますよね。間違い

なく予算的に、この人数だと年度末において、その中間的な補正だとか、そういった措置も１

２月とか早い段階で行うのか、その辺のことも含めながら随時委員会の方に、運営状況につい

て報告頂きながら社会福祉協議会との連携対策、その辺の重点化を図っていただきたい、とい

うふうに思っております。 

 

○伊藤委員長 

課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず、委員ご指摘の介護が重たくなってくる部分でありますが、やはりケアハウスというの

は、少しの見守りで生活するとこでありますのでもしも介護が重くなってしまうと、やはりう

ちで言う清楽園さんですとか、老健さんですとか、そちらへの入居、こちらが増えてしまうの

かなというふうに思っております。また歳入欠陥の話でありますが、予算は以前議長の方から

もご質問をいただきまして、本年度の予算は５０人で見ているのかということで、私の方で５

０人で見ていますというお話をさせて頂いているところであります。その中で３月で精算とい

う形になりますので今のところは５年間の債務負担行為により、こちらを組みながらですね、

やっているような状況であります。 

また、施設の掃除の関係ですとか、どうしても施設の入居の費用を押さえるためと申します

か、安くするためにですね、７名の３人の正職員と４名の臨時職員という形でやっております

けれども、今後、入居者が５０名に近づいてきた段階で、社会福祉協議会の方からも何らかの

ご相談等があると思います。委員ご指摘のとおり社会福祉協議会と一緒になってやっていくん

だよということがありますので、その時点でまたご相談をさしていただきたいなというふうに

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 
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 他に何かございますか。ないようでしたら、次２点目の清里クリニック。はい、担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 それでは私から、清里クリニックの運営状況について、経営改善の取り組みにつきまして、

クリニック側から報告がありましたので、ご説明をいたします。初めに収支の増強の取り組み

といたしまして、１つ目に今までも行っておりますが、訪問診療、訪問看護等の取り組みの推

進を図ります。在宅医療の利用者はお亡くなりになったり、施設入所によりまして、なかなか

思うようには増えておりませんが、福祉医療関係との連携によりまして、積極的に取り組んで

まいります。２つ目は、昨年度より取り組みました、訪問型予防接種の拡充で、季節限定では

ございますが、インフルエンザの訪問接種を実施してまいります。事業所等で１０人以上が集

まれば訪問して接種いたしますので、今後受け入れ事業所の拡充を図ってまいります。３つ目

は町の予防接種の個別接種の受け入れ、４種混合２種混合、ＢＣＧの対応を拡充します。 

次に経費削減の取り組みといたしましては、１つ目は、医師の配置の見直しで、４月から第

２、第４土曜日及び第５土曜日がある場合は、第５土曜日も休診といたしまして経費の削減を

図っております。今後の受診の状況をみまして第１、第３土曜日の休診も検討してまいります。

また、月曜日に２日間診療をしておりました後藤医師ですが、休診となりましたので新たに非

常勤のドクターを配置するのではなく、宮下副院長が１日ですけれども、対応することとなり

ました。このことから、月曜日の診察は宮下副院長が月２日間担当、池田医師が月１日担当、

残りの月曜日は休診となります。 

２つ目は、業務の効率化を図り、超過勤務の削減率に努めます。業務の状況によりましては、

通常の業務時間内でありましても、退勤の時間の調整を図ることを行っております。次に、始

まる時に皆様のお手元にお配りしました資料につきましては、清里クリニックの３０年分の収

支の状況となります。収入の売上につきましては、１億３千９８８万３１７円。支出の経費が、

１億６５６万５千５２円差し引き３千３３１万５千２６５円となり、そこから控除等がされた、

残りの所得金額が３千２０８万１千３４４円となります。ここからほぼ半分が税金として納め

られ、残りの半分を、貸借対照表の真ん中の表をご覧いただきます。負債、資本の部の科目の

３つ目。それと４つ目の段ですが、銀行への借入金の返済。それと齋藤先生の未払金の返済に

充てられます。なお、先程お配りしました、資料につきましては本委員会終了後、回収させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

○伊藤委員長 

 今、担当の方から清里クリニックについて説明いただきました。委員の方々何かございまし

たら。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今、進藤主幹からお話しがあった損益の部分については、過去の個人的な貸付と銀行からの

借入それに充当されると理解してよろしいですか。 

 

○保健福祉課長 

 今、議員から言われた過去という部分は、うちの清里クリニックの開設、そこの部分からの
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開設に係る準備からの部分になりますんで、そこの部分を差引きの金額によりまして出た金額

の中から税金を納めた後、充当していくということで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○古谷委員 

どちらにしても法人、個人経営か法人経営なのか、まあ青色ですから個人ですよね。という

ことは、税法上としては今言ったように過去における借入金や貸付金を、今回、町の補助金も

含めた部分で全体的な３０年度の確定した部分において、それは補填されるということですよ

ね、税法上は。当然、税控除等ですね、過年度分遡って、税、個人でやった場合については６

ヵ年申告できますよね。赤でずっときているはずですから。もっと極端に言えば、今課長の方

からは、開設当時の借入金等について返して、それは個人の借入金で補填するということです

よね。借入金についても補助金今回は出したということ。３０年度分。 

 

○伊藤委員長 

 いいですか。 

 

○保健福祉課長 

 あくまでも、赤字に対する補填ではないんですね、今回町が出している６千万というのは。

１次医療を確保するための経営支援ということで出して、というような形になります。そこを

ご理解いただきたいなと思うんですけども、そのあと町の方で６千万。やはり出しております

んでそこから言葉が良いか悪いか別として、黒になった部分のうち半分は、私どもも本当は６

千万全てを借り入れしている部分に充てられるのが一番良いのかなという考えを持っていたん

ですが、網走税務署の方に行ってですね。個人課税、法人課税、両方ともお話をしましたら、

やはり黒になった部分の半分は税金を納めなきゃいけない、納めた後の黒の部分で、売り上げ

の借り入れている所に戻していくよというような形が税法上、正しいやり方ですよという御教

示をいただいておりますので、現在の形で事務を行うということでご理解いただきたいと思い

ます。 

 

○古谷委員 

 一般論でいうと税法上でいくと、結局個人所得として青色申告やりました、利益がでました、

利益分については当然今言ったような税率ですね、累進課税の中でかかってくるわけですよね。

今言ったように課長が説明したとおり、５０％、残りについては個人のと、お話があったと思

うんですけど、基本的にお金には色はついてませんから、町の立場でいえば６千万、その経営

支援で出したけれども、逆に言えばどういう形が正しいのか、議論があるとこでしょうけれど

も、ある意味では税金についても町がみたという。結局、普通で行けば、ゼロ精算にして、１

千５００万なら３千万を返していただいて、違った形で再度、補正を組んで支援すれば、税金

として、個人所得税としては、税としては納める必要がない、税法上のテクニックの話ですけ

ど、そういうことも含めながら、しっかりとやはりある意味では、町の税金が病院の経営をあ

る一定の支援をしていくというのは、妥当性が強いと思いますし、当然議会の方で議決を受け

た話ですから、当然ですけども、結局精算の方法だとか、具体的にそのお金がどういう形で生

きてくるのかについては、やはりもっとシビアにですね、今後捉えていく必要があるではない
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かというふうに私どもとしては考えますが、その辺、担当課長としては、どう捉えているのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長  

議員おっしゃられたとおり、その方法が一番良かったのかなとは思っております。ただ先ほ

ど申しましたとおり、私ども網走税務署に行って確認をして、どの方法が一番、私どもも言い

ました。町民の税金を支援という形でお仕えしている部分でその部分から税金半分をお支払す

るのではなくて、解せない部分があるなということで、お話したんですけれども、税法上はや

はり半分ですね、納めていただいて残った部分で戻す、これが正しいやり方ですよというご指

導をいただいたところで、今のやり方ということを議会の方にもご説明しまして、平成３３年

度まで６千万という形で支援を行うという事で進めておりますので、ご理解いただきたいと思

います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ということは、今後も３年度、３カ年にわたって６千万というかたちで、毎年従って青色申

告、確定申告で黒字が出た場合については、そういうことはやむを得ないという判断なのか、

それとも、何らかの税法上、それから個人病院のところと、もう少し具体的な処理の仕方、補

助金の経理上の処理の仕方、会計士や税理士をいれながら、しっかりとその辺のことについて

精査をしていく考え方は、現時点においては全く持ってないというふうに、例えば毎年３千万

の黒字とか２千万の黒字とか当然、累進課税の中において１千万になるのか、３千万なりので

すね、これは個人所得税を地方税、国税含めて払っていくという形になるわけであってですね、

それが果たして生きた金になってるのかどうなのか、本来的な地域医療の支援の形としてでは

なくして、税という形で、国税に入っていったり、地方税に入っていったり、するという現実

ですね。そのまま看過していくという考えなのか、一回決めたことだから、ずっとそれはやむ

を得ないという見解にたつのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

委員から言われたように、税理士の関係、これは現実的に青色の決算書は税理士が入ってい

るような状況でありまして、きちんとした形での処理、会計事務処理を行われているのかなと

思います。一旦ですね、平成３３年度までという形で、齋藤院長とも、町の方ともお話をした

形で進めているのが現状であります。ただ、その平成３３年度以降については、もう一度お話

をしてという形で議会の方にも説明して、ご理解をいただいたような形となっておりますので、
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ご理解いただきたいなというふうに思います。 

 

○古谷委員 

 議会としてそういう対応、それはそれとしてそういうことだという経過については、理解と

します。経過については。それは妥当かどうかについてはちょっと、その手法論がですね、も

う少し色々と知恵や頭を使った方が良いんじゃないかと。６千万というものは生きた金として、

地域医療の支援といった形の手法論をもう少し真剣に考えた方が良いのではないかと。 

 

○伊藤委員長 

今、色んなご意見出たんですけれども、あくまで３３年までという、まず一旦決まっている

もので、その処理の仕方に関しても、基本的に決まっている状態だと僕も認識しているので、

古谷委員がおっしゃられている問題もわからなくもないというイメージもありますから今後そ

の辺所管の方とも色んなお話していきながら、今ここでどうこうというわけでもなく、問題点

を見つけながらやっていければ良いかなと、担当もそういう形でよろしいでしょうか。前中委

員。 

 

○前中委員 

 ６千万という形で議会もこの形で、損益計算書を提出していただきたいというのを委員会の

中で、この形で出てきた。想像をする以上に、良い経営ですよね、こうなると。要するに、支

払い利息で１００万とか、貸付融資金額もここにありますけれども、ただこれは、経営の中に

はなかなか踏み込んでいけない部分があるのかなと、処理上本来であれば、個人事業主であれ

ば借入金の繰上償還等々、本来であれば、そういう経営センスに立って次年度の計画の中で謳

ってくるかどうかわかりませんけども、そういうのがあるのかどうなのかを、今後の中で考え

なきゃならない、ともう１つ内部留保的にある程度、当町の医療をしっかり担保する部分で、

ある程度内部留保としての資金の活用というのも、同じように提案とは言いませんけど、聞け

る部分なのかどうなのか。 

このままで、同じように次年度６千万円やっていきますと、かなり経営的に好転する、ただ

そこにテクニックがありまして、多分理事長なりの出向料、あるいは顧問料、そういう部分の

経費で、作っていけばまた、数字的には医者一人を採用すれば、それなりの人件費等増えるの

かなと思いますから、そこら辺もやっぱり合わせて聞くことは聞けるかなとそこら辺、こうい

う形で出てきましたから数字的には好転しているという理解で僕は見てますけど、そこ出しす

ぎか出し過ぎでないかは今後の中で、契約は契約で生きているということは重々出してますか

らね。 

 

○伊藤委員長 

 答弁求めます。課長。 

 

○保健福祉課長 

 現実的に貸借対照表の方の借入金の方、６千７００万が５千２６０万と。現実的には月１２

０万の１２カ月分の１千４４０万でこちらが銀行の借入ということで、戻していっているよう
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な状況でございます。未払金ですか、こちらは毎月の部分で赤になった部分はここから行って

るといった部分で、若干増えていってるような状況でありますが、できるだけ経営改善を行っ

てですね、少しでもプラスにしていただいて、こちらも減るような形、先に繰上償還等をやっ

てですね、何とか努力してくださいというのは毎月、私どもも言っているような形であります。 

それで以前議員からも毎月１２人も先生が来て、というところは現在は８名くらいに、８名

から９名に抑えているような状況でありますし、今後土曜日、月曜日休診等も含めた中で、経

営の方を行っていっていただきたいなと考えております。１次医療を守るという立場もありま

すけれども、言うことは言わなきゃいけないということは理解をしておりますので、今後も副

町長との毎月の定例の中で、お話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 

 よろしいですか。それでは、保健福祉課全般で何か委員の方からありませんか。それでは保

健福祉課の方終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

それでは産業建設課の方から４点案件が提出されていますので担当の方より説明お願いしま

す。課長。 

 

○産業建設課長 

 本日の提出案件につきましては、①につきましては今年度から譲与の開始される森林環境譲

与税に関連する町条例の制定について②につきましては今年度から事業がスタートします。道

営事業の事業概要、③につきましては、５月１８日から２０日にかけての強風によります農業

被害の状況報告、④につきましては平成３１年３月３１日付をもって辞任されました農業委員

会委員の報告となっておりますので、順次担当よりご説明を申しあげます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興 G総括主査 

 それでは産業建設課の、森林環境譲与税基金条例の制定につきましてご説明させていただき

ます。１ページの方をご覧ください。本年９月より森林環境譲与税、こちらの方が都道府県・

市町村に配分となることに伴いまして、森林環境譲与税を財源としました基金を設置するため

に、基金条例を制定するものでございます。条例案につきましては次のページ、２ページのと

おりとなってございます。森林環境譲与税につきましては、森林環境税というものを都道府県

・市町村へ配分する際の名称となってございます。また森林環境譲与税の市町村における具体

的使途につきましては採算ベースにのらない森林、こちらの方についてですね、市町村自ら管

理を行う新たな制度を創設するということを目的としまして、森林経営管理法というものが本

年４月より施行されてございます。これによりまして間伐、人材育成担い手の確保、木材利用

の促進や普及啓発、などをこちらで想定しているものでございます。以上のような森林環境譲
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与税、こちらの方を町としまして、分別して管理するために今回基金を設置するものとなって

ございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○伊藤委員長 

今、産業課の方から森林環境譲与税基金条例の制定についての説明がありました。委員の方

から何かご質問等あればありませんか。わかりました。それでは次、２番目の案件の方、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、２件目、道営農地整備事業につきましてご説明させていただきます。３ページを

ご覧ください。道営農地整備事業概要でございます。道営の農地整備事業でございますが、正

式名称は道営水利施設等保全高度化事業、清里第２地区ということでございます。期間は本年

度平成３１年度から令和８年度までの８カ年の事業となってございます。事業費総額につきま

しては、１６億５千万円を現在のところ予定しておりまして、内訳は国費５５％、道費２８％、

地元負担１７％、金額合計で２億８千５０万円が地元負担分となってございます。なおですね、

北海道の農業競争力基盤強化特別対策事業、通称 VPU というものがございまして、こちらの

メニューによりまして道と、町負担額が３千９１８万７千５００円という形になります。その

うち受益負担額は７．５％となりまして、受益者の負担額につきましては、１億２千３７５万

円となってございます。こちらの受益者の方々なんですが、対象戸数といたしまして１１３戸

となってございます。対象面積につきましては、８９８．５ヘクタール、こちらの方現在のと

ころ予定してございます。事業の内容といたしましては、区画整理に対しまして、４８４．７

ヘクタール、暗渠排水３７５．８ヘクタール、客土４８．５ヘクタール、除れきが４．３ヘク

タールとなってございます。なお、客土事業に関しまして、客土の土を江南町営牧場ですね、

こちらの北側の方から採取いたしまして、道営事業に販売提供していく予定となってございま

す。参考までに、前歴の同事業につきましては、平成２４年度から平成２８年度までの５カ年

で行われ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、担当の方から道営農地整備事業について説明がありました。各委員の方々、何かご質問

等があれば。 

 

○古谷委員 

 今回の事業、要望全部のみこんでやられてるわけか、それとも見込み数で申請されたのか。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興 G総括主査  

こちらの方は道営事業ですございますので、道の方と、町、農協と３者で、各農家さんの聞

き取り、ヒアリングを行いまして、その分すべて今のところのっかっている状況でございます。
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ただですね今後それから１年、２年弱経過してございまして、今後やるところやらないところ、

出てくると思います。その辺につきましては今後の変更事業の変更ということで、対応してい

く形となります。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。ほか何かございませんか。なければ、３点目、説明よろしくお願いします。

担当。 

 

○産業振興 G総括主査  

 それでは３件目でございます。強風による農業被害についてご説明いたします。４ページで

ご覧ください。５月２０日に発生いたしました強風被害害の報告でございます。すでに皆さん

も御存じかと思いますが、５月１７日から２０日にかけての強風、こちらによりまして農作物

にかなりの影響が出てございます。本年２月より運用を開始しております、気象観測システム

POTEKA、というもので気象情報をとってございますが、町内各地域の気象データを収集して

おります、一番下段の方に表がございまして、こちらの方に最大瞬間風速、地区名等載ってご

ざいますが江南地区で最大瞬間風速２３．６メートル、こちらの方を記録してございます。農

作物の被害条件につきましては、真ん中、中段の表のとおりとなってございますが、ビートに

つきましは約９００ヘクタール、と大きな被害が出てございます。続いて澱原用馬鈴薯も２７

７ヘクタールと被害が出ておりまして、豆類、玉ねぎ等こちらを合わせますと、現在のところ

１千２００ヘクタールほどの被害状況となってございます。いずれも強風による表土の流亡が

被害の原因となってると予想されてございます。また、農協職員につきましては、先週末から

雨降りましたので、この土日まで役場職員につきましては、月曜日から水曜日の３日間の予定

でしたが、水曜日雨天のため月・火の２日間となりましたが、農被害の早期復旧を目指しまし

て、被害の大きかった圃場へのビートの補植、の援農を行っております。以上報告を終わりま

す。 

 

○伊藤委員長  

今、担当の方から強風による農業被害についての説明がありました。委員の方から何かご質

問等があれば。ございませんか。よろしいですね。それでは次、４点目の方説明をよろしくお

願いいたします。担当。 

 

○農業委員会次長  

それぞれ４点目、農業委員会委員の辞任について口頭でご説明をさせていただきます。平成

３１年３月７日付で、茂木 祐一委員より一身上の都合による農業委員辞任の届け出がされま

した。これを受けまして本年３月２８日開催の清里町農業委員会総会におきまして辞任同意の

議決並びに清里町長の同意を得まして、同委員の平成３１年３月３１日付けでの辞任が承認さ

れておりますので、ここで、ご報告させていただきます。以上です。 

 

○伊藤委員長  

 今説明があったわけです。各委員の方から何かご意見等があればございませんか。わかりま
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した。それでは産業建設課全般で何かご意見等があればお受けいたします。よろしいですね。

それでは産業建設課の方を終わりたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

次、大きな２番、次回常任委員会について。 

 

○議会事務局長  

次回委員会でございますが、記載の通り、６月１０日を予定しています。よろしくお願いい

たします。 

 

○伊藤委員長  

次、大きな３、その他何かございませんか。 

 

○議会事務局長  

道内所管事務調査の関係でございますが、委員の任期の１年目と３年目に道内所管事務調査

を実施することになっておりまして、本年が調査の年となります。それで、日程と視察先をこ

れから検討していかなければなりません。総務文教常任委員会と産業福祉常任会の合同の調査

となりますので、両正副委員長に協議いただいて、視察の案、日程等を決めていきたいと思っ

ております。６月１０日に、両正副委員長に集まっていただいて話したいと思っておりますの

で、それまでにもし視察の希望や何かがあれば、それぞれ所管の委員長の方に言っていただけ

ればなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○伊藤委員長 

 以上をもちまして、第２回産業福祉常任委員会を終了したいと思います。皆さんご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ０時０８分） 

 


