
 

- 1 - 

第１１回産業福祉常任委員会会議録 

平成２９年９月４日（月） 

    開 会   午前１０時３５分 

    閉 会   午前１１時１４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平成２９年度一般会計補正予算（町民課所管分） 

  ②平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

  ③平成２９年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

 ●保健福祉課 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分） 

  ②平成２９年度介護保険特別会計補正予算（第１号） 

  ③ケアハウスきよさとの指定管理者の選定について 

 

 ●産業建設課 

  ①平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  ②平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 ●焼酎醸造所 

  ①平成２９年度焼酎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 

 

３．道内所管事務調査について 

 

 

４．次回委員会の開催について 

 

 

５．その他 
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○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 

 

 

○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    ■町民課主幹       樫村 亨子 

■町民生活Ｇ主査      藤森 宏樹     

■保健福祉課長       薗部  充    ■保健福祉課参与     長野 徹也 

■保健福祉課主幹      進藤 和久    ■福祉介護Ｇ総括主査   阿部 真也 

■福祉介護Ｇ主査      原田  了    ■子ども子育てＧ総括主査 鈴木由美子 

■産業建設課長       藤代 弘輝    ■建設Ｇ総括主査     酒井 隆宏 

■建設Ｇ主査        荒  一喜 

 ■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 

 

○前中委員長 

 第１１回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

初めに、町からの協議報告事項について町民課から３点ほど提案ございます。町民課説明よろしく

お願いいたします。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３件について概要の御説明をいたします。 
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１点目の平成２９年度一般会計補正予算町民課所管分については、平成２８年度養育医療費に係る

返納金の計上と国民健康保険事業特別会計への繰出金の増額でございます。２点目の平成２９年度国

民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）については、平成２８年度繰越金の確定と前年度医療費

の確定に伴う療養給付費負担金の返納金、また国保の都道府県化に伴うシステム改修に係る費用と事

業運営の安定化を図るため、基金造成に係る補正を行うものでございます。３点目の平成２９年度後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）については、平成２８年度繰越金の確定と総務費及び後期

高齢者医療広域連合納付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。 

また資料の最後に、今年度の国民健康保険医療費の動向につきまして８月支出分までのグラフを添

付しておりますので、質問の参考にしていただきたいと思います。それでは、提案案件の詳細につき

ましては担当よりご説明いたします。 

 

○前中委員長 

 はい担当主査。 

 

○町民生活Ｇ主査 

一般会計補正予算、国民健康保険特別会計補正予算関連がありますので併せて説明をさせていただ

きたいと思います。先に平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算第１号の概要から説明させ

ていただきます。議案の２ページをご覧ください。 

歳出を先に説明させていただきます。下段の表のうち、１款総務費で３２万４千円の増、内訳につ

きましては平成３０年度北海道国民健康保険都道府県化に向けた国保事業実績報告書作成システム

改修であります。９款基金積立金で５００万円の増、国民健康保険事業基金積立金であります。１１

款諸支出金で１千２２０万８千円の増、内訳につきましては、平成２８年度の国から受けています療

養給付費の負担金の返納金で１千２２０万８千円です。実績の確定による返納金であります。 

続きまして上段の歳入をご覧ください。３款国庫支出金でございます。補正額が３２万４千円の増、

国民健康保険制度関係準備事業費補助金３２万４千円、国保事業実績報告書作成システム改修に対す

る補助金であります。９款繰入金９９５万１千円の増につきましては、一般会計よりその他一般会計

繰入金としまして５００万円、国民健康保険事業基金繰入金としまして４９５万１千円の増でござい

ます。１０款繰越金７２５万７千円の増、平成２８年度からの繰越金が７３５万７千円となりました

ので、当初予算計上の１０万円を除いた７２５万７千円を補正するものでございます。歳入歳出とも

現計予算額８億５千２５７万４千円に１千７５３万２千円を追加し、補正後の予算額を８億７千１０

万６千円とするものでございます。 

続きまして、平成２９年度一般会計補正予算についてご説明いたします。議案の１ページをご覧く

ださい。ここで一部訂正があります。補正事業内容について、事業実績の後に２が抜けておりました。

追加訂正を願います。４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費、養育医療費扶助事業につ

いて、平成２８年度の実績による精算に伴う増であり、国庫負担金返納金９万２千円の増でございま

す。最後に４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費、国民健康保険事業特別会計繰出金事

業でございます。こちらにつきましては、先ほど説明させていただきました国民健康保険特別会計に

よる基金造成による増であります。国民健康保険事業基金に５００万円を造成します。以上で説明を

終わります。 
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○前中委員長 

 ただいま今回町民課から提案ありました３件の協議事項でございますけども、関連あるということ

で今説明いただきました。あわせてこの２９年の説明もしますか。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 平成２９年度後期高齢者特別会計補正予算（第２号）の概要について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。歳入の款から説明させていただきます。４款繰越金３万４千円の増、

平成２８年度からの繰越金が３万５千円となりましたので、当初予算計上の１千円を除いた３万４千

円を補正するものでございます。 

下段の歳出に参ります。繰越金の財源充当につきましては１款総務費、消耗品において１万２千円、

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２万２千円の増で計上してまいります。歳

入歳出ともに現計予算６千８０３万５千円に３万４千円を追加し、補正後の予算額を６千８０６万９

千円とするものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。関連性のあるということで今提案説明いただきました。各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。この参考資料の方は説明何かございますか。 

 

○町民課長 

 参考にしていただければと。 

 

○前中委員長 

 全体を通して町民課あれば質疑を受けたいと思いますけどもよろしいですか。はい。それでは大変

ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは保健福祉課より協議内容ございます。まず、概要の説明、保健福祉課長よろしくお願いし

ます。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からは３件についてご協議をいただきたいと思います。１件目につきましては、平成２

９年度一般会計補正予算の保健福祉課所管分でございます。２件目につきましては、平成２９年度介

護保険特別会計補正予算。それから３点目につきましてはケアハウスきよさとの指定管理者の選定に

つきましてケアハウスにつきましては６月議会により条例が成立いたしましたので指定管理者の候

補者を選考してございましたが、この場で改めて指定管理者として選定をし、９月議会に承認をいた

だくように提案するものでございます。順次担当よりご説明申し上げます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○前中委員長 

 はい。それでは①平成２９年度一般会計補正予算、保健福祉課所管分の提案説明よろしくお願いい
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たします。はい担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

１ページの補正予算の概要ということで順次御説明差し上げたいと思います。一番上の方でありま

すけども民生費、社会福祉費、社会福祉総務費ということで、臨時福祉給付金の事業の関係でござい

ます。こちらにつきましては平成２７年度繰越事業、２７年度から繰越しまして平成２８年度に行っ

た事業でございますが、こちらの給付金の関係の実績によります補助金の返納分ということでござい

ます。こちらにつきましては事務費補助金の返納分で４万９千円、それから事業費補助金の返納分と

して２４０万円ということでございます。こちらにつきましては昨年２８年度に行いました高齢者向

けの給付金それから遺族障害年金受給者向けの給付金ということで、お一人当たり３万円という形の

非課税の方にお渡しするというものでございましたが、昨年度事業実績によりまして既に収納してお

りました補助金の一部の返納を行うものでございます。財源内訳としましてはすべて一般財源で行い

ます。２４０万９千円ということでございます。 

次の段に参ります。障害者自立支援事務事業ということでございます。こちらにつきましてはこの

事務関係、国民健康保険事業団体連合会の方とオンラインによります電算システムを既に各給付関係

を行っているところでございますが、こちらの通信環境改定ということでございまして、ＡＤＳＬ化

に伴いましてその電算の処理料としまして下半期分約４千円の負担が求められておりますので、規定

に基づきまして追加としたいと思います。こちらにつきましても一般財源ですべて行います。３段目

参ります。障害者の自立支援の事業の給付の方でございますが、平成２８年度に各障害関係の施設、

それから居宅関係の給付費こちらにつきまして精算を行った結果、既に収納している分から２８年度

精算で返納という形のものが３３万７千６２６円ございますので、こちらにつきましての返納金の追

加補正を行いたいと思います。こちらにつきましては財源内訳としまして一般財源ですべて賄うもの

でございます。４段目に参ります。ケアハウス整備事業でございます。こちらにつきましては現在進

めておりますケアハウスの部分での一部外構の施工を行います。こちらにつきましては現在建物が建

てている関係もございまして、配管等の敷設を今季に整備する必要性があるということから行うもの

でございます。工事請負費として３６０万円の計上を行うものでございます。こちらにおきましては

現在のところ一般財源ということで財源内訳を設定しているところでございます。 

 

○前中委員長 

 はい担当。 

 

○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きましてご説明いたします。３款２項１目児童手当

支給事業に係ります補正につきましては、平成２８年度児童手当交付金事業の実績に伴いまして、国

からの交付金が１１９万９千３３５円超過交付となっておりますので本年度超過交付になっている

分を返納するため返納金として１２０万円を補正するものでございます。 

続きまして同じく１目子ども子育て支援交付金事業に係る補正につきましても同様に平成２８年

度の事業実績に伴いまして、国からの交付金の超過交付分５７万円を過年度返納金として補正するも

のでございます。どちらも財源は一般財源でございます。以上です。 
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○保健福祉課主幹 

 それでは２ページをご覧ください。１点目、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健総務費です。

診療所医師住宅修繕事業２６０万円の補正でございます。現在老健看護師用の住宅として確保してい

ます１６号沿いプラネット駐車場の北側の住宅を清里クリニックのスポットで勤務されている医師

の住宅として使用するために改修するもので、建築後３７年経っておりますので修繕が必要な箇所が

ありますので、今回補正をするものです。 

次に２点目保健福祉総合センター費１目として記載しておりますが、５目の誤りですので訂正をお

願いいたします。申し訳ございません。医師住宅修繕事業５４万円の補正でございます。保健センタ

ーの西側にあります医師住宅２棟ですけども１棟は診療所の医師用、もう１棟は老健の医師用の住宅

として備えておりますが、現在老健医師用の住宅は清里クリニックのスポットの医師用に使用してい

るため、今後老健医師を確保する際にすぐにでも清里に来ていただきまして対応できるよう、今回住

宅を整備するものでそれに係る経費を補正いたします。両方とも一般財源で計上しております。以上

です。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは２ページの方の３段目にありますけれども諸収入、雑入、雑入ということで負担金の過年

度交付ということで、こちら歳入の形になってございます。先ほど障害者の支援事業の自立支援事業

の関係では返納金の歳出の方を御説明さしあげましたが、こちらにつきましても実績精査に伴いまし

て負担金等の収納時期によりまして追加の交付を過年度、２８年度のものは２９年度に受けるという

ものでございます。ここにありますとおり、自立支援の給付費として国からが８９万７千６５２円、

それから障害者の医療関係の方ですけども道の負担金が２万６千２５３円ということで、それぞれ実

績によりまして追加の交付が翌年度になされるものでございますので、諸収入として収納していきた

いとこのように考えているところでございます。こちらの方は、諸収入として２９年度の歳入で受け

ていくという形になろうかと思います。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今平成２９年度一般会計補正予算保健福祉課所管分の補正予算内容のご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。②平成２９年度

介護保険特別会計補正予算（第１号）について提案説明よろしくお願いいたします。はい担当。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

平成２９年度介護保険事業特別会計の補正予算についてご説明いたします。３ページをお開き願い

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は介護給付費負担金で１４

万６千円を減額しております。４款道支出金につきましては介護給付費負担金で５７２万２千円を計

上しております。５款支払基金交付金につきましては介護給付費交付金で１千４９７万３千円を計上

しております。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となっております。道支出

金及び支払い基金交付金につきましては、同じく当初交付決定額の確定により増となっております。

８款繰越金につきましては平成２８年度繰越金確定により１千６２９万８千円を計上しております。 

続いて歳出でございます。２款保険給付費につきましては、居宅介護サービス給付費で１千５００

万円、居宅介護サービス計画給付費で４７万５千円、地域密着型サービス給付費で６５０万円を歳入
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で増額いたしました財源額を基準に計上しております。３款地域支援事業費につきましては訪問型サ

ービス事業費で１０万円、通所型サービス事業費で６０万２千円、介護予防ケアマネジメント事業費

で７８万２千円、高額介護サービス等相当事業費で６万１千円を歳入で増額いたしました財源額を基

準に計上しております。４款基金積立金につきましては平成２８年度の繰越金１千７２９万８千円か

ら返納金９３５万４千円を差し引いた額に２分の１を乗じた額３９７万３千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２８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８１７万７千円、道費で２万２千円、支

払基金交付金で９０万２千円、地域支援事業費返納金では国庫で１６万７千円、道費で８万４千円、

支払基金交付金で２千円、計９３５万４千円を計上しております。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今、平成２９年度介護保険特別会計補正予算（第１号）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けども何かございませんか。それでは最後になりますけども③ケアハ

ウスきよさとの指定管理者の選定について説明願います。 

 

○保健福祉課参与 

ケアハウスきよさとの指定管理者の選任についてご説明いたします。お手元の資料の４ページをご

覧ください。ケアハウスにつきましては、新たに創設する施設として整備を行っており、整備計画の

段階から指定管理者の公募にかかる手続きを執り進めてまいりました。公募にあたりましては老人福

祉施設であるケアハウスの定義を踏まえ、平成２８年７月に募集要綱を策定し、町内の社会福祉法人

２社へ紹介を行った結果、平成２８年９月に町内羽衣町３５番地３５社会福祉法人清里町社会福祉協

議会から指定申請の提出があったものであります。本年６月にケアハウス設置条例が制定され、さら

に想定事業費の算定がなされたことを踏まえ、去る９月１日に、第１回平成２９年度指定管理者選考

委員会が開催されました。選考委員会におきましては申請者から提出された事業計画等の申請書類の

審査を行い、審査基準で定められた選定ラインを越えていることから清里町社会福祉協議会を指定管

理者候補として選定いたしました。この選定委員会における選定結果を踏まえ、清里町社会福祉協議

会をケアハウスきよさとの指定管理者として指定することについて、次回の議会提案を予定しており

ます。 

指定の期間につきましては、開設準備も含めまして平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日

までの５年間としております。債務負担行為に当たっての基準価格につきましては、２年目以降通年

分につきましては、先月の本委員会でも御説明したとおり、事業費８千３２７万４千円としておりま

す。初年度平成３０年度につきましては、建築工事の竣工が６月ということも踏まえまして現時点で

は１０月開所を想定しておりますけれども、この債務負担の設定に当たっては最も早い開設時期とし

て考え得る９月ということで、７カ月で設定をしております。この７カ月の選定に当たりましては単

純に通年のこの１２分の７ということではなく、人件費などは準備期間もあるということで積算をし

て５千２３９万円となっております。この債務負担の限度額につきましては各々１０万円単位で切り

上げまして、初年度が５千２４０万円、２年目以降８千３３０万円の４年間ということで、５年間合

計で資料の方に記載しておりますとおり３億８千５６０万円としております。説明は以上です。 
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○前中委員長 

 はい。ただ今ケアハウスきよさとの指定管理者の選定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けども何かございませんか。全体を通して保健福祉課の案件について何かご

ざいましたら受けたいと思いますのでよろしいですか。それでは、大変ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは産業建設課関連の協議がございます。２点ほど今回はあがっておりますけども提案説明よ

ろしくお願いします。 

 

○産業建設課長 

 本日、産業建設課の案件ですが、産業建設課所管の特別会計２会計におけます平成２８年度決算に

伴う補正予算案となっておりますので、さっそく担当よりご説明いたします。 

 

○前中委員長 

 はい担当。 

 

○建設Ｇ総括主査 

それでは平成２９年度簡易水道事業特別会計補正（第１号）に関する予算概要についてご説明いた

します。議案の１ページをご覧ください。今回の補正は、平成２８年度決算に伴う繰越金額の確定並

びに設計委託料を補正するもので、歳入歳出それぞれ３２８万４千円を追加し、予算の総額を５千６

７５万６千円とするものです。 

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３２８万４千円を増額し

補正後の繰越金額を４７８万４千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。施設費の２５７万１千円の増額につきましては、道道

清里止別線整備に伴う水道管移設の設計委託料として２５７万１千円を増額するもので、補正後の施

設費の予算額を１千１２７万１千円とするものでございます。 

基金積立金につきましては、７１万３千円を増額し、補正後の基金積立金を７１万７千円とするも

のでございます。 

続きまして、平成２９年度農業集落排水事業特別会計補正（第１号）に関する予算概要についてご

説明いたします。議案の３ページご覧ください。今回の補正は、平成２８年度決算に伴う繰越金額の

確定並びに施設の修繕料を補正するもので歳入歳出それぞれ４６４万４千円を追加し、予算の総額を

１億４８２万４千円とするものです。 

それでは歳入よりご説明いたします。繰越金につきましては繰越金額の確定に伴い５３１万１千円

を増額し、補正後の繰越金額を６８１万１千円とするものです。続いて繰入金につきましては、繰越

金額の確定に伴い６６万７千円を減額し、補正後の繰越金額を５千６１３万４千円とするものです。 

続きまして歳出についてご説明いたします。総務費の４６４万４千円の増額につきましては施設管

理費におきまして、施設の延命化を図るための機器類の修繕料として４６４万４千円を増額するもの

で補正後の総務費の予算額を３千７５９万３千円とするものです。以上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

 はい。ただ今平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算、並びに平成２９年度清里町農業

集落排水事業特別会計補正予算この２点についての提案説明がございました。あわせての関連質疑に

なりますけども各員より質疑を受けたいと思います。何がございませんか。全体を通して産業建設課

関連の案件について質疑がありましたら受けたいと思いますのでよろしくお願いいたします。大変ご

苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 焼酎醸造所より１点提案がございます。提案説明よろしくお願いいたします。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について概要の説明をいたします。平成２９年度焼酎事

業特別会計補正予算第１号で繰越金の増額分の整理を行っております。詳細につきましては担当より

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 

 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２９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。今回の補正予算につきましては前年度繰越金の処理ということになっております。上段歳入を

ご覧ください。３．繰越金が６０１万３千５３９円ございますので、現計予算額３０万円、補正額５

７１万３千円、補正後予算額６０１万３千円となります。 

次に下段、歳出をご覧ください。１、総務費につきましては現計予算額６千２７万９千円に補正額

２１万８千円を加えまして６千４９万７千円となります。この内訳といたしましては醸造所北側駐車

場の排水升等の施設修繕であります。２、製造費につきましては現計予算額６千４１７万３千円に補

正額２４９万５千円を加えまして、６千６６６万８千円となります。内訳といたしましては蒸気ボイ

ラー給湯システム修繕に７６万７千円、２０個の木樽焼き直しに１１８万８千円、計１９５万５千円。

木樽の新規購入５樽に対しまして５４万円、合わせて２４９万５千円でございます。４、基金積立金

でございますが、現計予算はありません。補正額３００万円で補正後も３００万円となります。歳入

歳出ともに現計予算額１億２千４４８万２千円。補正額５７１万３千円。補正後予算額１億３千１９

万５千円となります。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今平成２９年度焼酎事業特別会計補正予算（第１号）提案説明がございました。各委員より質

疑を賜りたいと思います。何かございませんか。よろしいですか。何かございませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

 歳出の中の製造費、ボイラー修理と樽焼きという項目今説明いただきましたけども、これはボイラ

ーについても従来からここの設備についていろいろと将来的にどうするんだということと思うんで
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すけども、このボイラーの部分というのは、こういう対処療法だけで当面間に合うことなのかどうか

というのはどうなんでしょうか。 

 

○前中委員長 

 はい所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今回のボイラー修繕につきましては故障箇所の修繕ということで、今現在故障している部分を直す

という形になっております。今のボイラーは修繕すればしばらく持つのかなというふうに考えており

ますが、経年変化もありますんで、将来的には入れ替え等の検討もしなければいけないというふうに

考えております。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 ここは大きな分かれ道だと思うんですね。当面は対処療法をしなきゃいけない部分があるんでしょ

うけども現行のボイラーが将来の製造量についてどうなのかということと、以前にもずっと議会の中

でも要求していましたけども、ろ過機のトラブルというのをよく聞いております。それで現実に中に

異物が入って問題とされている。このボイラーとろ過機については本当の生命線なんだろうと思うん

ですね。ですから焼酎の生命線にかかわる部分については本当に早く予算要求の中で、工場の将来を

考えた時に進めていっていただければ良いかなと思っていますので、なかなか議会に通すまでの予算

って非常に難しいのかもしれませんけれども事故が起きている現状の中では、ろ過機の問題、ボイラ

ーの問題、これは早く精査するべきかと思っていますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 河口議員の御意見を参考にしながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。よろしいですか。他に何かありましたら受けたいと思いますけどもよろ

しいですか。はい、それでは大変ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 続いて大きな２、意見書の検討について説明よろしくお願いいたします。 

 

○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件提出されており
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ますのでご説明いたします。 

意見書の検討についての資料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活性化促進議員連盟連絡会会長竹内英

順氏で、郵送提出ですけれども、関連団体として取り扱います。この意見書につきましては、北海道

町村議会議員議長会と参議院鉢呂吉雄氏からも採択依頼の文書が届いております。 

６ページをご覧ください。この意見書の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．市町村が継続的に森林整備などを着実に進められるよう森林環境税（仮称）を早期に創設するこ

と。税制度の創設にあたっては都道府県の積極的な関わりのもと森林の整備はもとより木材の利用を

含め幅広く活用できる仕組みとすること。２．森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業木材産業の

振興と山村における雇用の安定化を図るため、森林整備事業及び地産事業の財源を十分かつ安定的に

確保すること。３．森林資源の循環利用を通じて林業木材産業の成長産業化を実現するため地域の実

情を十分に踏まえ、森林整備からの木材加工、流通、利用までの一体的な取り組みに対する支援措置

を充実強化すること。以上です。 

以上を９月定例会に委員長名での意見書の提出、また内容のご協議をよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 ただ今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についての検討につい

て各委員よりご協議願いたいと思いますけどもよろしいですか。何かあれば受けたいと思いますけど

も。それでは意見書の提出ということで、本定例会に上程したいと思います。 

それでは大きな３、道内所管事務調査報告について。事務局より説明願います。 

 

○議会事務局長 

 道内所管事務調査報告書についてでございます。先の総務文教常任委員会のときにご説明しました

ので内容等についてはご説明省略させていただきますが、先程お示しした内容で議会の方に報告書を

提出したいと思っております。 

 

○前中委員長 

 ４．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 １０月１１日水曜日を予定しております。 

 

○前中委員長 

 ５．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。 
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  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第１１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１４分） 

 


