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第２回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年 1月 21日（火） 

開 会  午後  1時 50分 

閉 会  午後  ３時 47分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●産業建設課 

 ①清里町農業振興計画について 

 ②道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

③清里町道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

●焼酎醸造所 

①令和元年度清里焼酎事業実績（第３四半期）について 

 

●町民課 

 ①令和２年度地方税改正の概要について 

②令和２年度国民健康保険税改正の概要について 

 

●保健福祉課 

 ①清里クリニックについて 

 

 

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  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 
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○説明のため出席した者の職氏名 

 ■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    

■焼酎醸造所長       清水 俊行   ■焼酎醸造所主査      廣谷 淳平 

■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 

■税務・収納Ｇ主査     土井 泰宣 

■副町長          本松 昭仁   ■保健福祉課長       野呂田成人 

■保健福祉課主幹      宮津 貴司    

 

  

○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２回産業福祉常任委員会を始めたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

まず産業建設課の方から３点ほど提案がございます。説明の方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の協議報告事項３件につきましてご説明いたします。 

まず１点目ですが清里町農業振興計画につきましては昨年４月に策定委員会の方を立ち上げ

まして検討をしてまいりましたが 12 月 16 日に、策定委員長の方から報告を受けまして計画

の策定を行いましたので計画の内容についてご説明いたします。次に２点目は道路占用料徴収条

例。３点目は清里町道路の構造の技術的基準等を定める条例について一部改正を行うものでござ

いまして政令の改正に伴うものでございます。詳細につきましては、担当より御説明させますの

でよろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 それでは清里町農業振興計画についてご説明いたします。お手元には次期清里町農業振興計画
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の冊子とその概要をまとめました清里町農業振興計画の概要についてという資料の２種類ある

と思います。それでは清里町農業振興計画の概要についてという資料に沿って御説明をいたしま

す。まず、概要についての１ページをご覧ください。 

計画策定の趣旨ですが、清里農業は恵まれた自然条件を生かし、大規模で専業的な畑作や酪農

を主体とした土地利用型農業を展開し、国内でも有数の食料を生産供給基地として重要な役割を

果たしております。しかし、その一方で、ＴＰＰの影響や農家の経営規模拡大による農業労働力

の不足や農業生産基盤施設の老朽化、鳥獣による農業被害等も引き続き課題となっており各種施

策の推進により清里農業の持続発展地域特性を生かした農業振興を図る必要があるため本町の

実態に即した具体的な施策が展開されるよう取り組んでいくことを目標とします。そして、この

計画の基本目標であります次代につなぐ農業農村づくりを目指して策定するものです。 

続きまして、計画の性格ですがこの計画は清里町総合計画との整合性を保ち、具体化するもの

であり清里町の農業施策を推進するための基本計画として位置付けるものとなります。計画の期

間につきましては、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とします。 

計画策定の手法ですが農業者の意見を反映するため清里町農業振興計画策定委員会を設置し、

委員による計画策定としております。策定委員会は各団体から推薦された 11 名の委員で構成

しており４月に第１回の委員会を開催し、７月、９月、11月の計４回開催しております。 

続きまして、２ページ目をご覧ください。農業振興計画策定相関図ですが、農業振興計画策定

委員会は、事務局と協議・連携しながら計画を策定し、各関係機関へ報告することとなっており

ます。清里町の農業農村地域の概要についてですが、各種統計資料の掲載となっております。現

状としましては、清里町の販売農家戸数と農家人口は減少を続けている一方で、農家１戸当たり

の耕地面積は年々増加している状況となっております。 

続きまして３ページ目をご覧ください。清里町農業の現状と施策です。ここでは次代につなぐ

農業・農村づくりを基本目標に、表のとおり４つの目標に、課題と施策を整理し掲載しておりま

す。それでは各施策についてご説明いたします。詳細につきましては主立ったものについて説明

をさせていただきます。 

４ページをご覧ください。目標１、安定した農業生産体制の確立と新技術の導入です。こちら

の（２）生産の効率化・ＩＣＴ農業の確立と新技術導入支援でございます。これにつきましては

経営規模拡大に伴う労働力不足を補うため、ＩＣＴ農業の確立や新技術導入支援等による省力化

や生産の効率化をさらに進めます。今年度も産地パワーアップ事業によりＧＰＳの導入をしてい

ますが、今後も状況に応じて国や北海道の補助事業を活用して導入を進めます。また新技術導入

支援として農業者の知識、技術向上のための研修会の実施を行います。 

続きまして、（３）野性鳥獣被害防止対策に対する取り組みです。これにつきましては野生鳥

獣による農作物の被害軽減のため一斉捕獲やハンター支援を継続して行うとともに野生鳥獣の

侵入防止と捕獲による対策を推進するものです。主な今後の取り組み事項といたしまして一斉捕

獲等の被害防止等と野生鳥獣の侵入防止と捕獲による被害軽減対策の推進、ハンターの担い手確

保となっております。野性鳥獣被害防止対策については策定委員会の中でも大きな課題の１つと

して挙げられており、罠等による捕獲の検討など対策を推移することとしております。 

続きまして、（４）の土壌病害虫や家畜伝染病に対する蔓延防止対策です。農産分野ではさま

ざまな病気や病害虫の発生について懸念されておりますので、注意喚起や情報提供、基本技術の

励行、輪作体系の確立などに向けて関係機関と連携を図りながら支援・周知等に努めます。畜産
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分野ではさまざまな伝染病の侵入防止に向けた情報提供、注意喚起に努めます。主な今後の取り

組み事項としましては土壌病害虫蔓延防止対策の徹底、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種

種子確保対策の推進、圃場や畜産施設への部外者侵入防止の啓蒙と周知、家畜自衛防疫の推進、

家畜伝染病の防疫体制づくり、町営牧場の衛生対策の推進となっております。 

それでは５ページをお開きください。こちらの目標２ですね。中段から下にあります。目標２

です。魅力ある農業経営の確立と多様な担い手の育成や確保による活力ある農業の推進、こちら

の（１）農業後継者の育成や確保・研修会の開催です。農業後継者の育成や確保のため、配偶者

対策交流会の実施や支援を行うとともに研修会の実施や青年農業団体への支援を行います。主な

今後の取り組み事項としまして配偶者対策交流会の実施支援、後継者への知識技術取得のための

研修会、学習会の実施、青年農業団体への活動支援となっております。 

それでは６ページをお開きください。こちらの（４）番、コントラクターや農業人材バンク・

経営の法人化等を検討し地域農業の支援システムづくりを推進となっております。こちらの項目

につきましては労働力の確保問題として策定委員会や各関係機関から課題として多く挙げられ

ていたもので前の計画でも重要な課題として位置づけられていたものでございます。内容としま

しては、共同作業や作業受委託などについて、清里町に合った仕組みづくりを検討するとともに

人材バンクや短期雇用者に対して支援対策を検討し、労働力不足を補い、地域農業を支援するシ

ステムづくりを目指します。法人化についても農地の引き受けや雇用など地域の将来を見据えた

取り組みを支援します。これらの支援システムづくりや法人化の取り組みによって新規就農の受

入体制づくりを目指すというものです。主な今後の取り組み事項としまして、先進事例の視察研

修検討会の実施、短期雇用者に対しての支援対策の整備、通年雇用に向けた体制づくり、新規就

農の受入体制整備となっております。 

続きまして目標３、農畜産物の高付加価値化の展開です。こちらについては（２）、地産地消

や食育を通じた地域活性化の取り組みの推進でございます。清里町の基幹産業である農業を地域

住民や子どもたちに伝えていく食育の取り組みについて、身近な食材や生産現場、食文化などに

触れながら行い、生産者の思いを広めることで、地域の活性化を図る取り組みを推進します。主

な今後の取り組み事項としまして食育を通じた清里農業の周知活動の実施となっております。 

それでは７ページをご覧ください。目標４、環境や景観と調和し、快適で豊かに暮らしていけ

る環境整備や農業農村づくりのこちらの（３）番安全な農作業環境づくりです。こちらにつきま

しては、農作業を安全に行い今後の農業生産活動の持続性を確保するため農業生産工程や改善行

うＧＡＰをする取り組みを推進し労働安全の確保を図ります。主な今後の取り組み事項としまし

てＧＡＰをする取り組みを推進、安全な農作業を行うための啓発となっております。 

続きまして、アクションプラン行動計画につきましては清里町農業の現状と施策にあります目

標施策、主な今後の取り組み事項を表にまとめ各関係機関の役割について記載をしたものでござ

います。清里町の各関係機関がそれぞれの役割を果たし、連携協力しながら清里町農業の振興と

発展を図っていきます。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清里町農業振興計画について説明がございました。各委員の皆様何か

ございませんか。前中委員。 
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○前中委員 

 今回、振興計画策定されたわけですけど、この最後の中で関係機関それぞれ役割を果たし連携

協力しながら清里町農業振興の発展と振興を図って参りますという形で終わっているんですけ

も、まずもってその優先順位的にこれをやるんだというそのコアの部分というのはどう考えてお

られるのかだけお聞かせ願いたいです。中心的なものですよね。これをまず優先的に傾注してや

っていくというところは説明していただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 今回、この計画の中で優先順位といいますか重点的な事項ということで考えておりますのが、

目標２の（４）にありましたコントラクターや農業人材バンク経営法人化等検討をし地域農業支

援システムづくりの推進ということで、こちらが農業の労働力が不足しているという部分で課題

となっておりましたので、こちらの方のまず労働力不足を解消に向けたシステムづくりというこ

とで清里町に合ったシステムづくりという部分でかなり今までも検討はしてきているんですけ

れども、なかなか形にはなっていないという部分がございますので、これにつきまして少しずつ

でも前に進めるように今後検討していきたいという部分でございます。こちらがまず優先的とい

いますか重点的な部分となっております。 

それともう１点につきましては、目標１の（３）にありました野生鳥獣の被害防止対策に対す

る取組みということで、こちらにつきましても委員会の中でもかなり意見が出ておりました部分

でございますのでこちらにつきましても、今までのハンターによる防止対策という部分に加えま

して新たに捕獲によります防止対策と言う部分につきましても検討を図りながら進めていきた

いという内容でございます。こちらの部分について優先といいますか重点的な事項ということで

考えております。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今の重点項目コントラ、あるいは法人化、野生鳥獣、というわけでこれをまず優先的にという

ことで捉えて間違いないんですか。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 こちらにつきましては前の計画からも重点的な課題ということで挙げられておりましたので、

少しでも前に進めるように検討しながら進めていきたいというふうに考えております。 
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○前中委員 

 具体的に行政ができるところというのはなかなか難しさもあるんですけども、コントラ云々だ

とか前回の振興計画でも出ていましたし、それ以前にも同じようなのが出てたと僕の中では記憶

してるんですけども、なかなかこれ具体的に進んでいかない理由というのは行政としてどう捉え

ているのかという観点を持っていかないと文言だけの中で、本当に難しいんですけどそこら辺ど

のような連携を今この場ではちょっと大変難しいですけどやっぱりきちっとしたコントラ組織

なりを立ち上げていくプロセスを作っていただかないと、これは行政ばかりじゃないです。関係

機関もありますから、そこだけはしっかりと受け止めていただきたい。という部分と野生鳥獣こ

れも維持管理で今大変な問題が出てるというのも重々認識してますし、それも踏まえた中で今、

ＩＣＴの話もここには出ていますけれども、そこら辺もかなり重要な部分になってきてるのかな

と思うんですけども、この野生鳥獣って要するに保全ということで考えれば良いんですか。それ

とも今の施設を小破修繕を今後やっていく、あるいはもっと違う形で鹿なり鳥獣なりの確保をす

るということで考えていく、この辺具体的にどういうことを考えておられるのか。説明できます

か。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 今委員の方からご質問ありました野生鳥獣の関係ですけれども、鹿柵の関係じゃないかなと思

いますが、その部分について当然保全はしていかなければいけないと考えます。その他につきま

しても策定委員さんからも、野生鳥獣に対する対策はどうなっていくのかという意見が多数出て

おりましたので、この部分につきまして議会の方からも囲い罠とかいろいろなお話が出ていると

ころでございますが、そういった部分に向けてまずは鹿に対する、どういった移動をしているだ

とかの調査を行っていきたいというふうに考えております。それからでないと、やみくもに罠を

しかけても獲れるような話にもなりませんし、ハンターにしても高齢化が進む中、若い人が免許

を取得してくれるといったことにもなかなかならないのかなとも思っておりますので、そういっ

た中でまずは動物の動向を調査しながら進めてまいりたいと考えているところです。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 鹿に対する被害軽減策を今後の中で捉えていきたいという説明の理解で良いですね。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他の委員何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 前中委員の関連する部分ですけれども、例えば主要施策の目標２で魅力ある農業経営でコント
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ラ関係等が出て、先ほど言ったように、これは前の計画でもその前の計画でも人材確保も結局具

体的な形になっていない、よく見てみるとこれは果たして正しいのかどうか、コントラクターや

農業人材バンク・経営の法人化等を検討し、地域農業の支援システムづくりを推進していくとい

うふうに、事業主体が全部町なんですよね。この置き方というのは、支援は町であって主体は法

人化であろうがコントラクターであろうが経済団体という、主軸の置き方をきちんともう１回振

り分けをしていかないと、ただ漠然と従来もそうであったから。あくまでも経済団体が主体とな

ってやっていき、仕組みをつくるための支援を町がやっていくと。自治体と経済団体の役割とい

うのをもう１回きちんと、その中で農業委員会の役割というのがそこを全部並列に並べて丸付け

たという話はないと思うんですけれども、その辺の意識ですね。前回の農業振興局もそうであっ

たし前々回もそうであった。ところが具体的なそういった形は難しいと課題でということを事実

としてやっぱ主体の置き方、取り組み５ヵ年なら５ヵ年、どこが主体なのかを明確にしないと行

政が主体となって法人化できるわけじゃないですよ。コントラはできるわけない、経済団体がや

った場合についてしっかりと支援をしていく、情報提供していくとか繋ぎ役になるとか。その辺

の役割分担といったもの、責任分担というものをもう少ししっかりと委員さんが出てやったわけ

ですから、その辺のことを意識しながら、今後の具体的なアクションプランに置き換えていくと

いうことがどうしても必要になってくるというふうに今ずっと見ていて感じたわけなんですが、

その辺をどのように事務局としては捉えているのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長  

今、古谷委員のおっしゃられた通り、行政がコントラを立ち上げるというのは困難な話出来な

いという話ですのでおっしゃるとおり、それをやるためのどういった形の方法があるかというこ

とを行政が考えるべきだと思いますので、そういったところでしっかりとやっていくというのが

本来この計画のこのアクションプランに出てくるべきなんでしょうけども、従来型の踏襲という

ことでそれを考えるという意味合いで行政の方に二重丸がついているんですが実際なっており

ます。それで、先程説明あったんですけども実際コントラクターというのをなかなか立ち上げる

というのもなかなか難しい面がありますので、まずもってこの中の短期雇用ですとか通年雇用に

向けた体制づくり、こういった中の方法を考えていきたいという部分がございまして、こちらの

方に中心的に載せているわけですけども、実際的に表題としましてはコントラクターというとこ

ろから始まっておりますが、これは従来からの施策のそのまま引き継いでいるという部分がござ

いましてこういうタイトルにしていますが、内容の中心的には短期雇用ですとか、そういった方

向にシフトしていきたいというのが現状の考え方でございます。たしかに古谷委員おっしゃった

とおり、それを行政がコントラクターを立ち上げるということにはなりませんで、そちらの部分

については仕組みづくりを行政が担うという形で考えていきたいと思いますので、こちらの方は

従来型の踏襲ということになっておりますが、考え方としてはそういう形だ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 
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 古谷委員。 

 

○古谷委員  

課長から説明あったとおり、それはそういう形だと思います。重要なのはやっぱりアクション

プランを。それと総合計画との整合性と書いていますけれども現実的には総合計画はこの後作る

わけだから丸のみしなくちゃいけない。整合性だけではなくして、今回の計画をきちんと現在の

総合計画の中にきちんと踏まえた整合性と次期の総合計画にしっかり反映していくことでしょ

う、これと違った農業の 10 ヵ年の計画について産業振興の農業ということについて全てその

まま反映するという考え方をきちんと明示した中において今言ったような、しかも、前から心配

されている部分については実行計画の事業計画が今回の総合計画の中にないという中において

特にアクションプランそういった行動計画というものがやはり非常に厳しい環境の中の農業の

現実があるわけですから、そこを担保していくとなった時に町のスタンスというものが、単に作

らなければ作ったではなくその役目責任というのを明確にしていくという姿勢の中で政策的な

展開、それをきちんと予算に反映していくというあり方、そこで関係機関、特に農協とか農業委

員さんとの連携ということを担保をしていくというのを明確にきちっと見える形にして内々で

作りましたではなくして、やっぱりそれが重要な時期になっていると思いますので、その辺今後

の総合計画の反映についても原課として対応していただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 ご意見いただきましたが、策定段階におきましては当然事務局段階では、農協の方も入ってい

ただいておりまして農協の５ヵ年計画とも整合性をある程度とっていっているという部分がご

ざいます。総合計画これから作る部分でございますがそちらの方にはこちらの方が入っていくと

いう形、もう既に協議の方はしているところでございますので作成に対する協議ですね。そちら

の方はしているところでございますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 ほかに、何かありませんか。副委員長。 

 

○勝又副委員長 

 １点、この計画の策定の趣旨の中の最後の方なんですけど、まとめられている部分、観光商工

業等の関係団体と連携を図るということが書かれていますが、実際にこの計画の概要の中でもそ

のことを具体化したようなものは何も見えないんだよね。どのような取り組みをしていくのか。

大事なことだと思うんです。うちの農業が商工業も衰退しているわけですけどそこら辺も連携し

てオール清里として取り組んでいくことを目標として取り組むことは確かに良いことかなと思

いますけど、あまり具体化されたものは何も内容として載ってこないんですけど、そこら辺はど

のような考え方でまとめ上げているんですか。 
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○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 こちら概要版の方には書いてないですが本編の 17 ページの方にですね。目標３の中に農産

物の高付加価値化の展開だとかそういった項目がございまして、その中に主な今後の取り組み事

項という中で例えば道の駅との産地直売の有効活用ですとか、そういったものですとか清里ブラ

ンド力強化に取り組みといったものが載っております。こういった部分をとらえて商工観光業と

の関係との連携といったいろんな部分で計画の中では一応は押さえているつもりでございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今の大きな１つの流れとしては農業と観光、農家の連携とか、農業と福祉、人材確保を含めて

農福連携だとか新しいＩＴ化とかＩＣＴ化だとか含めながら、そういった観点が今回どこにも具

体的な文言も出てこないし、非常にトピック的に鹿柵とか、防疫対策とか色んな部分の重要性と

ともに新しい基盤となるものと新しい時代の流れの中で取り組んでいくものと従来の過疎化、人

口減少の中でやはり地域全体の中において農業を基幹産業として構造化をしながらある一定の

雇用を生んだりとか福祉に繋がったり若い人の雇用に繋がったり、そういった形の中の農業の役

割というのがものすごく重要になってきているんですけども、今回の中ではしっかり文言でも出

てこないし方向性も見えてこない、従来型の答申を焼き直しした、これは凄い失礼な表現になる

んですけどもそれは申し訳ないと思うんですけれども、ただやっぱり新しい感覚でのそういった

地域課題の今抱えている課題とか将来のビジョン、将来性みたいなものが少し前向きに出てきて

もいいのかなというのは自分が農業者でないので余計にそういうふうに地域にとって物凄い大

事な基幹産業であり将来についても成長産業としてとらえた場合についてのあり方みたいなも

のを、もっと積極的に打ち出していくのが本来のあり方かなと。非常に保守的で従来の踏襲型に

無難に可もなく不可もなくのところに落とし込んだのかなという印象が非常に強く今日初めて

見るのでちょっと読み込んではないんですけども、ざーっと見た段階ではそう感じますが、それ

と新しい取り組みに対しては策定委員さんからは一切意見が出なかったということで理解して

よろしいんでしょうか。事務局。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 古谷委員のおっしゃることもごもっともな話でございまして農括だとか農福とか最近は新聞

等も賑わしてございまして気にしているところでございます。ただ、策定に当たったの中の部分

では正直言いまして労働力不足とかそういった鳥獣の被害、やはりこういったものが表に出てき

てしまうものですから、そういったものに計画の内容が寄って行ってしまったのかなというふう
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に考えているところです。実際話が出たかどうかは記憶を全て覚えているわけではございません

ので、何とも申せませんが実際として、今このような状況になっているということで、そういっ

たものが盛り込まれているかと言ったら実際にはそうでないということになっているというの

は率直な話でございます。 

 

○古谷委員 

 わかりました。十分理解しました。 

 

○伊藤委員長 

 他の委員から何かございませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 農業人材バンクというところで実際に各農家の人手不足を解消するのを目的としているのか、

農業に関わる別な仕事というか農業だけではなく別の仕事にも就いてもらう麦の工場ですとか

雇用するような人材を育成していくのも目的になっているものなのか、わかりますか。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 こちらにつきましては、いきなり大きな仕組みをつくるというのもかなりハードルが高くなる

部分でございますので、まずは短期雇用者に対する支援ですとか、そういった部分からステップ

アップをしていって通年雇用には繋げて行けたらいいなというそういう段階的な考え方で進ん

でいこうかなという部分で考えております。 

 

○岡本委員 

 あくまでもとりあえずは農業の人手不足の解消というのが目的だという理解でよろしいです

か。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 そうですね。基本的な目標としましては農業の人材不足の解消に向けたという部分で、農業の

人材を確保するというところが主な目標となります。それから通年雇用に進むにつれて他の業種

との連携ですとかそういった部分が出てくるのかなと考えております。 

 

○岡本委員 

 かなり重要になってくると思うので、かなり難しい課題だと思いますけどもよろしくお願いし

たいと思います。 
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○伊藤委員長 

よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員  

岡本委員があった部分で担い手のくだりがあるんですけども、本町において新規就農支援策、

あるいはその移住定住の中で農業に特化した財政支援というのは他の行政ではかなり大々的に

打ってはいるんですけど本町はそういうミッション、新農業人フェアとかそういうのは余り観光

協会としては派遣はありますけども、行政単独でそういう新規雇用とか担い手対策だとかという

のは、なかなか目に見えた活動がなされていないと思うんですよね。 

本町特に美しい村連合って本当に農地を綺麗に管理して、道路のきわだとかの草を綺麗にして

これは農家の努力ですよ。そういった大きなビジョンの中での農業振興計画、本当にこの中では

そういう部分のコアの部分、そういう文言がなくて今言ったように担い手に対する部分は人材バ

ンクで終わる、自己完結で全部終わっちゃってるからそういうところをね、もっと違う観点で捉

えながら立案するということも今後、出来ちゃったから今からどうのこうのじゃないけど言わせ

てください。要するに。だからそういうことの観点を変える形で見ていただきたいなという部分

だけを今後の中で。農業界である農協さんもそうですし各団体にもアプローチができるのであれ

ば行政からアプローチしながら揉んでもらうというやり方もあるのかなと。最初から全部お手盛

りで行政からやってしまうとなかなか難しさもありますけど、そういうこともやっていますから

そういった部分で努力していただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 これは答弁求めますか。前中委員。 

 

○前中委員 

 個人の意見ですからいいです。 

 

○伊藤委員長 

 ほかに何かございませんか。議長。 

 

○田中議長 

 今の話ですけども新規就農、このままで行くと農家戸数も徐々に戸数が減っていく、将来に向

かって。そういう傾向にある中で新規就農受け入れ要綱とか支援要綱とか町でもありますよね。

見たことあるような気がするんだけど。そんな中でこの受入体制の整備と謳っているが特段法人

化を推進して新規就農２人でも３人でも出来るそういう形にして後継者をつくっていこうとい

う考えだと思うんですけど、個人の場合にどういった新規の受入を新しく考えているのかどうな

のか、意見を聞きたいですが。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 
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○産業振興Ｇ総括主査 

 この新規就農の受入体制ということでございますけれども、今うちの町での新規就農となりま

すと畑作でいきますと一戸あたりの面積もかなり大きくなっておりますし、新たに人が来て、そ

の畑作を新たに始めるという部分についてはかなりハードルが高くお金の部分についてもかな

り高いという部分もありまして、なかなか今うちの町では全く新しい新規就農という部分につい

てはなかなか出来ていないというのが現状であります。 

そこで新たな人が来て、農業をやりたいという部分につきましては法人化の取り組みによりま

して法人への雇用といった部分で少しハードルのそれほど高くないところから出来ていけばと

いうことで事務局の中の話としてはそういった話も出ていたということでこのような文章とい

うような形になっております。 

 

○田中議長 

 今の法人化によって新規就農という説明でしたけど、現状を見ていると地域の農家、隣近所３

戸なり５戸なりが法人組んで会社にしてやるというそういう形であればこういう話もスムーズ

にいくんだろうと思うんですけど、参入しやすい。法人立ち上げても皆実際は、個々の家族経営

の法人ということでそういう中ではこの新規就農というのを謳ってもなかなかこのまま進んで

行ったんではなかなか難しいのかなと感じるんだけども、この辺今後そういうのも十分関係機関

とも議論し合って目線を変えて進んでいけたらなと思います。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 実際に今清里町にあります法人は１戸１法人というような形で家族単位での法人化という部

分がメインになっておりますので、そういった部分では新たな雇用というのは難しい部分がござ

います。地域の受け皿という部分での法人化については今後、各関係機関と協議をしながら町が

主導ということにも難しい部分はありますけれども、そういった部分で協議の方進めていければ

なと考えております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございますか。私の方から１点だけ。一番先の方に出てきたんです

けど今回の清里町農業振興計画の中の重点的に取り組むべき課題として、２点ほど出てたんです

がそのうちの１点、野生鳥獣なんですけど、先ほど課長の方からも説明いただきましたけど、例

えば鹿だとやみくもに罠を仕掛けるのも野生動物の動向調査が必要だと。それをまずやっていき

ますみたいな答弁だったと思いますけど、実際どうやってやるんですか。方法論とか全部検討が

終わってすぐに取り掛かれる状態なんですか。課長。 

 

○産業建設課長 

 今現在来年度に向けてやりたいと考えているのは、昨年も議会で囲い罠という話が出ていたの
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で囲い罠をかけるとなると動物がどう移動しているかというのが非常に気になります。あと冬に

基本的にはかけて、餌をおとりにして捕るような形になるんですけどもそれだと交通の便が悪い

山の中にかけても簡単にかかったとしても非常に捕獲しづらいと。そういうようなこともありま

してできれば作物の被害のある夏場にどうにかして鹿を確保できないか捕獲できないかという

ことでエゾシカファームの方に相談しまして、何らかの餌か何かで鹿を誘導できないかというこ

とで、かつて牧場に使っていた場所なんかもありますのでそういったところに鹿を呼び込めない

かとそういう試験をやりたいというふうに考えております。まずは。 

それと合わせて動物がどのように動いているか、そういったところも調べていきたいなという

ような形のことを実際今は考えているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 言っていることは十二分にわかるんですが、その方法論を具体的にはあるんですかってことを

聞いているんですけど。というのは今おっしゃる通り誘い込むでもいいですし、それは一つの方

法論ですけど、もともとの囲い罠にしろ、鹿がどのように動くかがわからないと設置できないと

去年から話出ていましたよね。それに対する先ほど課長の答弁の中に野生動物の鹿の動向、どこ

をどのような形で通っているかを調べていきますという答弁だったと思うんですけど、それをど

うやって調べるんですか、見つかっているんですかということを聞いているんです。課長。 

 

○産業建設課長 

 そこまで緻密な形のものはまだ出ておりません。正直言って。例えば、このけもの道を通ると

かそういった緻密なものはまだ出ておりません。ただ、例えば清里の山の方にいる鹿がどっちの

方に動くだとか、例えば夏場はこっちの方に動いて、冬場はこっちの方にとか。そういったよう

なものを調べる方法をどうしようかというのがまず１点と、それから集められないかということ

で、業者の方とも相談しながら例えばそういう餌で誘引できないかとかそういったものの調査を

していきたいということでありまして、正直言ってどこの道を通るのかそこまで緻密なものまで

は至っておりません。 

 

○伊藤委員長 

 そういうことですよね。誘い込むって試験的なことは今具体例として提案できるんでしょうけ

ど、今言った野生動物の動向、どこを通っているとか今、課長おっしゃるとおり、この時期はこ

っち側にいるけど、この時期はこっち側にいるとかってそれをどうやって調べるのということな

んですよね。そこは先ほど来皆さんが言っている本気度じゃないですけど具体的に思いはわかり

ます。考えていることもあります。それをアクションとしてどういうふうにするんですかってい

うことがいつもこういう時に明確に出ていないなということで、皆さんいろんな意見あったと思

うんですよね。 

しかもこの鳥獣に関しては先ほど課長は令和２年度には始めていきますということだったの

に、今この段階でまだないのであれば、それはうわべ話なんですかということになってしまう。

多分皆さんが言っていることはそういうことだと思いますので、その辺しっかりと検討していた

だきたいと思います。課長。 
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○産業建設課長 

 申し訳ありません。まず誘引の方法としては例えば餌、何がしかのもの。例えば今考えてたり

するのは牛が使っている香煙、こういったものはミネラルを含んでいますので動物はそういった

ものを欲しがるということがありますので、そういったものを主体として何がしかの方法でそう

いった場所に誘引できないかということを考えております。 

それから経路の方は来年そこまで行けるかどうかはわからないですが実際に鹿を捕獲して、Ｇ

ＰＳなり何なりをつけてそれを追跡調査をするという方法は実際にはあるということです。た

だ、費用的にいい値段がしますので予算的なものもありますし、出来るかは断言できませんけど

もそういった部分も今後は考えていかなければいけないと考えております。 

 

○伊藤委員長 

 わかりました。他、何かございませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 実際動いているのは大変ありがたいんですけど、あの時も冬場知床ファームさんも冬場の捕獲

だと思うんですけど、今回夏場のチャレンジということで、他町村で行われている調査にしても

ノウハウみたいなものを共有していただいて知床ファームさんもそうですけど、何とか私も夏場

可能であれば１番除雪のコストもいりませんし、そういう部分もあるんですけどそういう所と連

携してもらって本当に上手くいくかやってみないとわからないんですけども、そういったところ

で連携しながらやっていただきたいなと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 依頼しようとしている業者さんにつきましては、そういったノウハウもあるということでお伺

いしております。実態としては、例えば釧路管内の方では草地の方に鹿入り込んで罠をかけると

年間何百トンも獲れるというようなお話を聞いたこともありますし、網走の方では数頭しか獲れ

なかったというな話もありますんで、かける方法だとか色々な部分でそういった差が出てくるの

かなと。もしくはその個体の数の差もあるかもしれませんけども、そういった方法でいって差が

出てくるのかなということもございますんで今後そういったところも業者と相談しながら進め

られたなということでまずもって調査といった形で進めてまいりたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございますか。なければ、２点目の道路占有料徴収条例の一部を改

正する条例について説明お願いします。担当。 

 

○産業建設課主幹 

 それでは道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。議案の１

ページをご覧ください。道路法 39条におきまして、道路管理者は道路の占用につき、占用料を
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徴収することができるとされており本町の占用料につきましては、道路占用料徴収条例の別表、

道路占用料料金表によって年間の額を定めております。占用料は、従前より道路法施行令に準じ

て規定しており今回政令の一部改正に伴い、本町の道路占用料徴収条例を改正するものでござい

ます。 

議案の２ページから５ページが新旧対照表となっておりますのでご覧ください。改正の概要に

ついてですが、占用料の額につきましては算定の基礎となる民間における地価水準及び地下に対

する賃料の水準の変動等を反映し見直しを行うというものでありまして、主に電柱、電線等の地

上施設及び管路等の埋設物についての料金変更となっております。代表的な占用物件を例に御説

明をさせていただきます。 

２ページをご覧ください。本町の主な占用物件といたしましては電柱、電線及び埋設管があげ

られます。最も件数の多い第１種電柱を例に申し上げますと、占用料金表の一番上になります現

行の占用料が１本当たり年間 300 円でありましたのが改正後は 380 円となり、約２割超の増

額となります。また今回の改定により、道路占用料金全体の歳入は約 23％程度増額となる見込

みでございます。なお、今回の改定につきましては、令和２年４月 1 日施行を予定しておりま

す。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま担当の方から説明がございました。委員の皆様何かございませんか。前中委員。 

 

〇前中委員 

電柱が一番占用料で大きなウエイトを占めていると説明ありました。でもこの表を見るとこの

看板、竿云々アーチとあるんですけどこれら行政としてある程度確認というか、どのようなもの

があるかというのは認識しているか。数量的に押さえているものなのか。今現状でそこら辺どう

なんでしょう。看板も色々あると思うんですけど。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業建設課主幹 

 占用の申請があがってきた案件につきましては、全てこちらの方で押さえておりまして看板類

でいきますと、電柱の添架広告は今現在で１カ所ございます。その他につきましては、ほぼほぼ

北電、あとＮＴＴの電柱電線、それと埋設管がほとんどを占めておりまして、その他につきまし

ては建物、カーブミラーといったものが数件ある程度ということになってございます。 

 

〇前中委員 

なぜこういう質問したかというと、たまたまテレビを見ていた時に福岡県だったと思ったんで

すけども不法占用でその看板、あるいはお店だとかの道路敷地あるいは急に杭を打って看板を設

置しているというのをそれを調査するだけでも莫大な費用、都会ですから。現状で本町において

そういう調査をしているのかなと疑問があったものですから、今の説明ではある程度押さえては

いると理解していいんですね。 
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○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業建設課主幹 

 道路パトロール等で、こちらで認識してない案件等があった場合は所有者がわかる場合はこち

らの方から通知なりお話するような形で申請が必要だということは周知しております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他の委員さん何か。よろしいですか。 

それでは３点目の説明の方よろしくお願いいたします。担当。 

 

○産業建設課主幹 

 続きまして、清里町道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例ついてご説

明を申し上げます。議案の６ページをご覧ください。清里町道路の構造の技術的基準等を定める

条例につきましては、第１次地域主権一括法による道路法第 30条及び 45条の改正により、条

例委任された道路の構造について主務省令で定める基準を参酌して定めたものであり、今回参酌

基準となります道路構造令の一部改正に伴い、本条例を改正するものであります。条例改正の概

要につきましては、自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる自転車通行帯を新たに

規定し、その設置要件を定めるものです。 

それでは議案の７ページから 11 ページによりご説明申し上げます。７ページをご覧くださ

い。先ほど申し上げました自転車通行帯の規定にあたり第９条の２を新設しております。第１項

及び第２項につきましては自動車及び自転車の交通量が多い道路において安全かつ円滑な通行

を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合におきましては、原則車道の左寄りに自

転車通行帯を設けることとし、続いて１枚めくっていただきまして、８ページの第３項におきま

しては自転車通行帯の幅員を規定するものであり、その幅員を 1.5 メートル以上としておりま

す。ただし地形やその他の理由により、やむを得ない場合につきましては１メートルまで縮小で

きるということにしております。 

続きまして 11 ページをご覧いただきたいと思います。資料の左側に記載してありますのが

自転車通行帯のイメージという形になります。車道と歩道の間 2.5 メートルの幅で設けるとい

うことになります。また右側にありますのが既に第 10 条で規定をしておりますが自転車道と

いうことになります。車道との間に縁石等の工作物で、物理的に分離をする構造となっておりそ

ちらが自転車通行帯等の相違点という形になります。今回、自転車通行帯の規定に伴いまして、

自転車道の設置基準についても設計速度が時速 60 キロメートル以上の道路ということで改正

をいたします。その他、関係する条文につきまして所要の改正を行っているところでございま

す。最後に 10ページに戻っていただきまして以下、附則につきましては令和２年４月１日とす

るとともに第２項につきましては経過措置としております。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説明がございました。皆さん何かございますか。よろしいですか。それ
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では、産業建設課の今回提案された３点及びそれに関連ということで何か全体的にありません

か。はい、担当。 

 

○産業建設課主幹 

 口頭での報告となりますが、長栄橋補修工事にかかります契約変更についてということになり

ます。本工事につきましては、令和元 12月 10日、議案第 58号長栄橋補修工事に係る契約変

更について可決をしていただきまして事業の進捗を図っているところでございますが、12月３

日開催の常任委員会におきまして、変更内容及びＰＣＢの汚染物の判断基準の変更によりまして

２回目の契約変更がある可能性があるという旨の御説明を申し上げたところですが、追加の試験

をした結果、含有量が基準値を上回っていたことが確認されたため当初の計画どおりＰＣＢ汚染

物として処理処分をすることといたしまして、当該工事にかかる契約変更、２回目の契約変更の

必要性がなくなりましたので、御報告をするということでございます。以上です。 

 

○伊藤委員長 

 それではこれで産業建設課終わりたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 それでは焼酎醸造所の方から１点提案がございます。説明をお願いいたします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

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

販売実績（第３四半期）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使用実績（第３四半期分）について御説明させていただきます。資料

をご覧ください。表の下段、４月から 12 月までの累計売上金額前年対比で 99％、100 万６

千円の減となっております。月別に見ますと前年対比で４月 132％、５月 95％、６月 104％、

７月 98％、８月 80％、９月 136％、10 月 93％、11 月 77％、12 月 94％の売上となっ

ております。 

表の中、商品別に見ますと、主な商品で北海道清里が 70万８千円の売上減、北海道清里樽が

55万２千円の増、北海道清里原酒が 42万６千円の増、北海道清里原酒５年が 19万７千円の

増となっております。また平成 29年の価格変更前の数値と比較いたしますと、12月時点で累

計売上金額 94.7％475 万円の減となっております。こちらの内訳としましては、卸は売上を

順調に伸ばしまして 77万７千円の増と、価格改定前の売り上げを更新しております。しかし町

内小売については 358 万２千円の減、その他小売りで 23 万円の減、個人消費者で 171 万５

千円の減となっております。大きく売上が減少している町内小売に関しましては、北海道清里樽
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１升瓶の再販及び職員等に利用促進を喚起しているところでございます。以上で説明を終わらせ

ていただきます。 

 

○伊藤委員長 

 焼酎醸造所の方から報告がございました。委員の皆様何かございませんか。よろしいですか。 

それでは焼酎醸造所の方を終わりたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 それでは町民課の方を始めたいと思います。町民課の方から２点ほど報告がございます。説明

をお願いいたします。 

 

○町民課長 

 町民課です。よろしくお願い致します。町民課からは、令和２年度地方税改正の概要について

及び令和 2 年度国民健康保険税改正の概要についての２点について現在の状況を報告いたしま

す。 

1 点目の令和２年度地方税改正の概要につきましては昨年 12 月に閣議決定されました令和

２年度税制改正の大綱が国から示されたことから、その内容についてご報告するものでございま

す。  

2 点目の令和２年度国民健康保険税改正の概要については、昨年 12 月に厚生労働省から示

されました令和 2 年度国民健康保険税改正の概要について内容をご報告し、それに合わせまし

て、町が検討している国保税の考え方について、ご提案をするものでございます。 

国の改正により、課税限度額の引き上げならびに軽減判定所得の引き上げは避けられません

が、税率については据え置きたいと考えてございます。国保税の改正につきましては、２月に開

催を予定しております国保運営協議会の諮問を受け、その後の常任委員会にお諮りをしたいと考

えてございます。 

地方税改正及び国保税の改正ともに、国の決定は今後開催されております国会で審議された後

でございまして、その決定により条例改正を常任委員会及び議会に提案させていただきたいと考

えてございます。詳細につきまして担当者よりご説明いたします。 

 

○町民課主幹 

 それでは資料の１ページをご覧ください。令和元年 12 月 20 日に閣議決定されました令和

２年度税制改正の大綱のうち、地方税制改正案の概要の資料をつけてございます。この中から主

な町税関係の部分について抜粋して説明をいたします。１の所有者不明土地等に係る固定資産税

の課題への対応につきましては、所有者が不明な土地等の固定資産税の課題に対応するための２

点があります。 

１点目は、町の条例の定めるところにより現に所有しているもの相続人等でございますが、そ

れらの申告を制度化し、氏名や住所等、必要な事項を申告させることができることとするもので

す。令和２年４月１日以後の条例の施行日以後に現に所有している者であることを知ったものに

ついて適用となります。 
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２点目は、使用者を所有者とみなす制度の拡大で、住民票や戸籍等の調査、また関係者への質問

等を行っても、なお所有者が明らかとならない場合について事前に使用者に通知をした上で使用

者を所有者とみなして固定資産税を課すことができるものとすることで令和３年度分の固定資

産税について適用となります。 

次に２の未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しです。これにつきまして

は全てのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から死別、離別等を問わずに未

婚のひとり親に対し 30万円の寡婦控除を適用、寡婦控除を同額に男女とも見直す。また、未婚

のひとり親の個人住民税の非課税措置を児童扶養手当受給者の 18 歳以下の児童の父、または

母に限定しないことの３点です。 

３ページをご覧ください。中ほどの６、主な税制負担軽減措置等につきましては、記載の７項

目について固定資産税等の特例措置の創設、または軽減措置の延長等を行うものです。４ページ

をお開きください。 

こちらにつきましては国民健康保険税についての説明になります。２点ございます。４ページ

の１点目につきましては課税限度額の見直し及び軽減判定所得の見直しについてです。令和２年

度国民健康保険税の課税限度額について基礎課税額分を現行の 61 万円から 63 万円に、介護

納付金分について、現行の 16 万円から 17 万円に引き上げるもので限度額の合計は 96 万円

から 99万円となります。また減額の対象となる軽減判定所得につきましては基礎控除の 33万

円に加える被扶養者数に乗じる金額を５割軽減については 28 万円から 28 万５千円に、２割

軽減については 51万円を 52万円にそれぞれ引き上げるものです。 

５ページをご覧ください。国民健康保険税の２点目です。こちらにつきましては、個人所得課

税の見直しを踏まえまして、国民健康保険税の軽減判定所得の算定におきまして基礎控除額を現

行の 33 万円から 43 万円に引き上げるとともに被保険者のうち一定の給与所得者と、公的年

金等の支給を受ける者の数の合計数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得た金額を加えるも

のとなります。これにつきましては令和３年度以後分の国民健康保険税について適用となりま

す。今回の地方税制改正等に関する条例改正につきましては、この後提案時に改めて説明させて

いただきますのでご了承ください。以上で、税制の説明を終わらせていただきます。 

 

○伊藤委員長 

 町民課の方から税政改正の概要について説明がございました。委員の皆様何かございません

か。よろしいですか。それでは２点目の方説明をよろしくお願いいたします。担当。 

 

○税務Ｇ主査 

それでは私の方から令和２年度の国民健康保険税ということで第２回目ということでご説明

させていただきます。令和２年度の国民健康保険事業の納付金と納付に必要となる税額につい

て、仮算定数値を基にした検証・検討結果をご説明いたします。まず、資料の１番をご覧くださ

い。 

納付金算定の基礎となる全道の保険給付費等の推計値、こちらの方は昨年の 12 月３日の委

員会で再掲載している部分でございますので詳しい説明は省略させていただきます。 

右側の列、所得総額というところ、この列を加えております。こちらご覧いただきたいんです

けど、30年、令和元年、令和２年と算定に必要な数値といたしまして総額が減っているという
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のがおわかりになるかと思います。 

前回委員会では、令和元年度、令和２年度現在の数値を推計していると北海道で推計している

数値を使って算定しているとご説明させていただきましたが、この数値が減少しているという

ことで、令和２年度、さらには今後についても、算定についてどのような影響するのか、その仕

組みについて補足説明したいと思います。 

次の表をご覧いただきますと、市町村の納付金算定に影響する要因という表でございますけれ

ども、ちょっと細かなお話でありますが記載のこちらのＡからＤの項目、これらが納付金と必要

保険税を算定する際に増減に影響を与える主な条件となっております。 

まず上からですけれども人数シェア割率というところですけれども、こちらの方は北海道内の

全道の被保険者数に占める清里町の被保険者数と。それからＢが世帯のシェア率ということで同

じく全道の世帯数に占める清里町の国保の世帯数、そしてＣが所得シェア率こちらも全道の所得

総額に対する清里町の国保加入者の方々の所得の総額と。Ｄが医療費指数ということで、一人当

たり医療費の私、全国平均とすいません、記載しておりますけども全道値に占める割合というこ

とで修正いただきたいと思います。これらの数値が主に納付金の増減に影響を与えます。こちら

の影響というところなんですけれども、割合が高くなればなるほど納付金の額を増加させる要因

となっております。令和２年度について見ますと全ての要素で、前年度より低下しているという

ことでございます。これら令和２年度の数値としては下がっている状況でございますけれども、

次の二重線の囲みをご覧ください。納付金の算定につきましてこれらＡからＢの割合等を全道の

納付金総額、納付金基礎額と言いますけどこれに乗じることで市町村ごとの納付金というものを

按分するとそういう算定の仕方をしています。 

実際には激変緩和の縮小ですね。２％の減というのは毎年縮小していくという意味です。こう

いったことや自然増、医療費の増える分など増加要因がありながらも全体的に被保険者数が減少

しているため、算定の基礎数値としては全道清里町とも縮小している部分もあるということにな

ります。ただし、医療費指数、これに関しましては１人あたり医療費は増加しているという算定

となってきます。これは納付金・必要保険税額が増加する要因となります。 

また、清里町はこれまでも話しておりますように、農業所得の増減、これが大きく影響してい

くということで所得の増加の年とありますと先ほどお話ししましたＣ所得シェア率、北海道内に

占める清里町の所得の総額これが上がっていき納付金等が増加する要素になります。 

これらを言葉にするとわかりづらい部分もありますので下の方の図に示してみました。例とし

まして、左側上の囲みから下に変化すると見ていただきたいんですけども、例えばある年の全道

の被保険者数、これが次の年になると清里町は減りましたという場合には、道全体で仮に全体は

変わらないといたしますと、シェア率は低下することになります。シェア率が低下するというこ

とは減少するようになります。 

また、所得シェア率もある年を基準にして翌年がどうなるかということですけれども、例えば

全体的に減っていますよと。右側に点線の囲みで減と表示しております。例えば大きな A 市が

減りましたよと。その中で清里町は増加しましたよと、点線部分ですね。増えた場合は清里町が

全体に占める割合が上昇すると。これがシェア率の上昇ということになりまして増加の要因と

なります。ただいま御説明しましたそういった増減の要素、それらを合わせたものを北海道が算

定をいたしまして納付金、それから納付金の納付に必要保険税額が計算されます。 

令和２年度については、次のページの表をご覧ください。一番上の欄に本来必要額とありまし
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て１月本算定の基準より記載。なければ削除というふうにさせていただいておりますけれども、

ここは激変緩和措置がない場合の数値になります。まだ北海道から示されておりませんのでこ

の部分は今回掲載しておりません。太枠の部分になります。こちらが仮算定値の数値でありま

す。前回は所得の低い方々への均等割、平等割の平均措置分、こちらの減額の見込みというのが

まだ反映されていない状態でしたので今回はそれが反映された数値となっております。結果、今

年度平成 31年度との比較で、納付金が１千 85万７千円、必要保険税としまして１千 68万４

千円の減少となっております。なお、この数値についても最終確定値の通知が２月中に北海道よ

りある予定でありますのでそれまでに若干また変更がある見込みとなっております。 

続きまして２番目といたしまして、賦課限度額と所得というところです。先ほど地方税改正の

全般でご説明しました賦課限度額等の改正内容と影響、所得の見込みについてご説明いたしま

す。 

令和２年度は納付金・必要保険税は減少となる見通しですが、清里町の実際の課税では、限度

額の改正、農業所得の変動による影響がある見込みです。 

まず、賦課限度額改正による影響ですが、医療分が２万円増、介護分が１万円増、この改正が

されることにより、平成 31年度の超過世帯数実績を参考にすると 317万円ほど増加が予想さ

れます。所得の低い世帯への適用の軽減判定所得の改正については、以下のように対象範囲が拡

大しております。こちらも昨年度に続いて範囲拡大の改正となる見込みでございます。 

次に所得の見込み、考え方ですが、まず平成 31年度の税率改正での考え方をお話しします。

平成 31年度税率を改正するにあたっては、一昨年平成 30年の所得で課税するにあたり、農業

所得が減少する予想、全道統一保険料へ向けた段階的な上昇を見込んで保険税制率も段階的な上

昇が必要という観点から、医療分所得割税率を 0.7％増で見直しを行っております。特に所得減

少への対応として、過去５年の所得の低い年度と、直近平成 29年の所得を比較し、減少幅を許

容可能な率として設定しているのが、この 0.7％という率でございます。結果、必要保険税を確

保することができました。その表が９月に常任委員会でお示ししましたこちらの表になります。

現段階では所得の伸びがどの程度かというのを予測するのは非常に難しいところでありますが

前年所得は上回っていくという可能性は高いと見ておりまして平成 30 年所得を下限として見

込んでも差し支えないと考えております。下に先ほどの 31年度の表をご覧いただきますと、課

税額で２億３千 40 万ほどとなっておりまして先ほどの必要保険税額を上回る予想となってお

ります。次のページをお願いします。税率の検討ということで、ここまでの内容を踏まえてのお

話になりますが昨年 12 月時点の被保険者の移動を反映した結果で試算したところですけれど

も、ご覧の表のように当初賦課と大きな差はございませんが、特異的な減少要因、こういうもの

が来年度以降もし、生じなければ令和２年度については現行の税率のままで必要な保険税額を確

保が可能であるというふうに考えております。２番目と３番目というところですけど、そちらの

方は今後動向についても関係していく話であります。 

まず、２番目ですけれども納付金必要保険税の総額は減少しておりますけれども実際に一人当

たりの納付金保険税額に直しますとこちらの方は上昇をしております。ご覧の表のように清里町

国保全体では負担が増加していっているのがわかります。一人当たりの納付金、それから必要保

険税ですけれども納付金で大体毎年５千円ほど、必要保険税で 30 年度から 31 年度で４千円

ほど、31年度から令和２年度については３千円ほどというふうに上昇となっております。これ

らの数値につきましては納付金算定の基礎数値を参考として引用しておりますので、実際の被保
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険者の数としましては若干違いがございます。 

３番目は今後の資産割の廃止についてです。税率の検討に当たりまして課題となる点、これは

幾つかございますけれども１つは先ほど話しました部分にもありましたように、将来の納付金、

必要保険税の見通しをつけるのが北海道の数値と清里町の数値が増加要素、減少要素、絡み合っ

てなかなか見通し立てるのが難しいということがあげられます。 

２つ目といたしまして資産割の廃止です。こちらについては道内で公平な負担となるようこれ

から統一保険料を目指していくうえでは、まず算定の基準を道内で統一していくことが必要とさ

れています。資産割を廃止いたしますと、その分を所得割、それから応益割りに振り替えること

になります。固定資産をお持ちでない方でなお所得の高くない方々こうした方々の保険税の増加

にも繋がっていくことになりますので今後影響を調べた上で移行時期を検討いたしまして御説

明したいと考えてあります。 

参考に令和２年度の北海道が試算いたしました標準税率法人税を現行税率、この比較を載せて

おります。一番下の方にあるのが現行の税率でございまして４方式、資産割があるものです。こ

れが標準税率３方式こちらに直しますと所得割で 8.39％、現時点でございます。 

それから支援分で 2.28％、介護で 1.46％、こういった税率となっていく試算が出ておりま

す。北海道が毎年試算いたします標準税制、これは基本が３方式でございます。現在これを各市

町村の現行賦課方式、これに直したものが中段の標準税率４方式となります。 

令和２年度納付金、必要保険税とも減少の見通しで資産割分これを振替えるとご覧のような税

率となっております。所得割定率では３％近い上昇を示しております。ただし、これも先ほども

申し上げましたが、現時点ですので今後必要となってくる納付金、それに応じて変動していくと

いうことになりますので、これが若干低下する、もしくは維持、もしくは増加という場合もあり

ます。これらの通知がどのようになるかというのも今の時点では見極めが難しいところです。次

のページをご覧ください。 

４番前期高齢者等交付金の精算についてご説明します。社会保険診療報酬支払基金から受けた

前期高齢者交付金等の精算額が確定しました。金額は表のとおりとなっております。令和２年度

から令和５年度までの４年間で精算となり、清里町は総額約２千万円を返還することになりま

す。返還は納付金の算定に加算され増加要因となります。先ほどお示しした令和２年度納付金は

既に参入済みの金額です。各年度の合計額、２千万円を４年間で大体 500万円になるんですけ

れども、これを令和２年度については平成 31 年度に生じた剰余分の基金積立金を返還財源と

して基金繰入していくこと考えております。 

 なお、欄外注意書きにございますが、今後も所得の増減等により生じた決算剰余分の保険税

は、基金として翌年度に積み立てることを考えております。 

 以上で仮算定値を基にした令和２年度の国保税税率の検討結果についてご説明を終わらせて

いただきます。以上です。 

 

○伊藤委員長 

 今町民課の方から国民健康保険税の改正概要について説明いただきました。委員の皆様何かご

ざいませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 
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 結論的に言うと来年の国保税の関係については、医療分の限度額２万円と介護分の１万円、こ

れについては上げていく。ただし、昨年行ったような税率の関係については今言ったような予測

の伸びですとか、絶対的な平準化の関係でいくと税率の上げ下げは触らない方向で最終的に提案

をしていきたいという形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 

 古谷委員の方から言われたとおり、限度額は国の改正がありますので、上げざるを得ないんで

すが、税率の改正は今のところ上げないということで国保運営協議会の方にも諮問したいと考え

ております。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。ないようですので町民課今日提案された２点、これに関連すること

で何かございませんか。ないようでしたら町民課の方終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○伊藤委員長 

30分まで休憩といたします。 

休憩  午後 ３時 21分 

再開  午後 ３時 30分 

 

○伊藤委員長 

 それでは保健福祉課の方を始めたいと思います。保健福祉課の方から１点報告がございます。

担当より説明をよろしくお願いします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からの案件、清里クリニックについて説明いたしますので１ページ目をお開き願い

ます。清里クリニックにつきましては、１月８日に齋藤浩記、清里クリニック院長より口頭での

申出があり、その内容につきまして１月 10日開催の議員協議会、１月 14日開催の産業福祉常

任会でご説明いたしましたとおり、１月 10日には口頭申出の文書による取り下げ、新たな申出

がある旨を説明させていただいたところでございます。 

町といたしましては文書での申出がありましたので、１月 14 日付けで１月８日に口頭で申

出したことについて取り下げる件は了承することと、１にあります令和２年１月 10 日付けの

文書による新たな申し出、原文の通り読みますが、齋藤浩記が理事長として経営している、川湯

の医療法人共生会の決算（令和２年４月 30日）が終了してから同法人の傘下に編入することと

したいが如何でしょうか。につきましては担当者に回答期限を確認し、１月 31日までに回答す

ることで文書により回答してきたところでございます。 

このことから、町として方向性の検討を重ね、２の回答内容案のとおり、了承できません。町

有財産使用貸借契約書第４条の契約期間満了までは現行どおり履行していただきたい。を回答と
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したいと考えております。 

なお、回答に対し次の課題がございますので、この契約上の事実を北海道町村会の法務支援室

に現在相談しております。１点目、町有財産の無償貸借契約は３ページにありますとおり、町有

財産使用貸借契約書により齋藤浩記医師とであり、４ページをお開きください。第８条において

第三者の使用、譲渡はできないことから、経営者が変更になった場合、新たに議会の議決の可否

は不明であることを踏まえ、３ページにお戻りください。第１条において丙は乙と連帯し、診療

所の運営にあたるものとするとありますが、乙が退任した場合、丙に対し、契約期間満了日まで

医療を要請しないと契約の不作為になるか、町としては乙が死亡・失踪等があった場合を想定し

ての連帯保証と認識しており、今回の乙の都合で開設者が変更になることから第１条を履行する

かは町の判断であり不作為に当たらないと考えていることを相談しております。 

２点目、清里クリニック支援について９ページをお開きください。覚書第６条において、乙の

代表者が変更になった場合は、本覚書はその効力を失うものとする。となっていることから、医

療法人に変更になった場合、清里クリニック開設の経緯を鑑みても支援は打ち切りになると解釈

していることと、無償貸借契約が令和２年度までで支援は令和３年度までと覚書の１年のずれは

あるが、令和２年の契約満了で継続されなかった場合、令和３年分の支援は必要ないと解釈をし

ている旨の２点について法の解釈を含め相談しているところでございます。なお、弁護士にアポ

をとりまして今月 27 日、副町長と私の２名で御相談の方を申し上げるような形をとっており

ます。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、保健福祉課の方から清里クリニックについての説明がございました。 

委員の皆様何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 １点だけ。向こうからの新たな申出の原文のとおり記載と書いているけども、傘下に編入する

ということの解釈は確認しているの。基本的には契約を継承したいでしょ。とそういう説明です

よね、今まで口頭では。齋藤個人から共生会に継続ということですよね。この編入という意味は

全く意味が違いますよね。非常にその辺がきちんと理解し合ってやっているのか、病院そのもの

はクリニックは個人病院だから編入も何も町にとってはないわけであって、賃貸契約と支援の覚

書、これだけですから。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいまの古谷議員の御質問でございますが、町といたしましても向こうから来ている文書を

見て回答するような形でありますが、古谷議員も考えていることは一緒だと思いますが、丸っき

り新たなものになってしまうということで私どもは解釈しているような状況でございますので、

それらも含めた中で法務支援室の方に確認をしていきたいと考えております。 

御指摘のとおり、うちはあくまでも齋藤浩記医師個人の病院として無償貸与に係る契約、それ
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から支援についての覚書を行っているわけでございまして、その覚書等も見て判断するところで

は開設者等が変わった場合はこれらがなくなる。契約は無効になるというような形で考えており

ますので、含めた中で相談してい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。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 基本的には今回説明いただいた町の回答なり今後の方向性については十分理解させていただ

いています。ただ、現実的な話としてこういった文書で表現で町に申し入れをしてきたというこ

とについての、その内容について事務的なやりとりという形ですし、事務的な文書を新たな申し

出を出してきたという時において、その内容についての確認というのは具体的に文書以外の何物

でもないという理解の町としては立ち位置でいるということでいいんですか。そこだけ間違いな

く。 

 

○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、この文書につきましては齋藤浩記医師から、清里町長櫛引政明宛

てに来ておりますので公文書として取り扱っているような状況でございますので、文書での確認

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。他に何かございませんか。副町長。 

 

○副町長 

 今課長の方から申し上げましたとおり、古谷委員の方からも文書等々の話もありました。当

然、文書そのものの内容について効力があるない等々についても十分慎重にならなければならな

いのかなというふうに思っております。そういった部分を含めて今課長申し上げましたとおり文

章の一字一句そういった部分も含めてですね。大きくはここに書いてあります①と②の部分、非

常に重要な部分がございます。 

さらには、やりとりの部分だとか語句の部分だとかそういった部分がありますので、慎重を期

して、この段階でもしかしたら行くべきものではないのかもしれませんけども、いわゆる、たら

ればの話で行くのがどうなのかということもあるかもしれませんけども、ここはそういった部分

も慎重に精査しなければならない部分がございますので、町村会を通じてそういった専門家にも

アドバイスをもらって相手方にも対応していきたということでご理解を賜りたいと思います。 

 

○伊藤委員長 
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 何かありませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今言われた慎重にという意味合いは、文書でのやりとり以上はしないという意味での慎重にと

いう意味ですか。 

 

○伊藤委員長 

 副町長。 

 

○副町長 

 そういった部分も含めて、当然、言った言わないということになればリスクがありますので、

基本的には今後対応する部分については文書でやるというのは当然のことなのかなというふう

に思いますし、文書の中身についても十分に精査をしなければなりませんし、議会にも一つ一つ

相談しなければならない部分も出てくるのかなというふうに思いますので、そういった部分で慎

重という言葉を使わせていただきました。 

 

○堀川委員 

わかりましたけども、この文書だけを見ると非常に誤解を生じていく可能性が結構あるので、

その辺の心配をしました。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他に何か、副委員長。 

 

○勝又副委員長 

 ここで言ってきた同法人の傘下に編入することとしたいという部分なんですけど、過去の経緯

の部分の中で出てきたのかなと想定せざるを得ないものもあるんだけど、そこら辺はどうなんだ

ろうかね。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいまの御質問でございますがおっしゃられた通り、当初開設の関係上、個人開設し法人化

の話をしていたのかなと。 

 赤字の場合、法人化できないとの回答を受けていたのも事実でございます。急に法人化の話、

保健所からの指摘等があったということで法人化するということで話があったんですが、相手方

に赤字の場合は法人化できないと言っていたけど、どうなのという話を率直に前回したのも事実

でございます。 

そうした場合は赤字の負債を引き受けてまで法人として運営してくれる人はいないというふ

うな言い方に変わってきたような形もございますので、それらも含めて実質どうなんだろうと。
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こうやって拙速に変更したいと言ってきたこと自体、何らかのもしかしたら理由があるのかもし

れませんし、こういう流れで来ていますということも含めた中で、先ほど副町長申しましたとお

り相談室の方に行ってお話を経緯も含めた中でさせていただこうかなと考えておりますので御

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、ございませんか。ないようですので保健福祉課全般ではないんですけど

も、今回提案されたものプラスそれに関連する形で何かございませんか。 

ないようでしたら保健福祉課の方これで終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは大きな２番次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、２月 17日に月曜日、総務文教常任委員会終了後に行いたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 大きな３番その他、何かございますか。 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 ○伊藤委員長 

  これで第２回産業福祉常任委員会を終わりたいと思います。皆さんご苦労様でした。 

 

（閉会  午後 ３時 47分） 


