
‐1‐ 

 

第１１回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年６月 10日（金） 

    開 会  午前 11時 17分 

    閉 会  午後 ２時 17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２年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について  

②清里町介護保険条例の一部を改正する条例について 

③ケアハウスについて 

④清里町診療所について   

  

●焼酎醸造所 

 ①令和元年度清里町焼酎事業実績について 

 ②高濃度エタノール製品に該当する酒類の製造について 

 

●町民課 

 ①清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 ②令和２年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

 

 ●産業建設課 

 ①令和２年度一般会計補正予算（産業建設課所管分）  

   

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について 

②新たな基本計画における農村振興の強化を求める意見書について 

 

３．次回委員会の開催について 

 

４．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  古 谷 一 夫    委  員  堀 川 哲 男 

       委  員  岡 本 英 明    ※議 長  田 中   誠                
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○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      水尾 和広 

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

■福祉介護Ｇ主任      岩浪  理 

 ■焼酎醸造所長       永野  宏  ■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    吉本  淳   

■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   

 

 

○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 11回産業福祉常任委員会を始めます。 

 

○伊藤委員長 

 まず保健福祉課です。保健福祉課の方から４点ほど提案がございます。説明のほどよろしくお

願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 それでは保健福祉課からの記載の４件につきまして、それぞれ担当よりご説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○子ども子育てＧ総括主査 

 それでは１点目の令和２年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）につきまして、ご説明い



‐3‐ 

 

たします。１ページをお開きください。 

 ２款総務費、11項新型コロナウイルス感染症対策費、１目新型コロナウイルス感染症対策費、

子育て世帯応援特別給付金事業につきましては、５月 21 日の常任委員会で事業内容の説明を

させていただきました高校３年生までのお子さん１人当たり３万円の給付金を支給する制度で

ございます。 

 事業費としましては、支給事務に係る消耗品費１万１千円、きよさと商品券作成として印刷製

本費 13万円。これは本給付金の支給を、商工会ポイントカードのきよさと商品券により支給を

予定しておりますが、現在、町で交付しているカードは使用期限が２年間のものであり、本給付

金の使用期限は本年 12 月 31 日までとするため、支給対象者が通常のカードと間違えないよ

う区別する必要があることから、カードの色などを変えて新たにカードを作成する費用として計

上しております。支給対象者への案内及びきよさと商品券の郵送料として通信運搬費 17 万３

千円、給付金として対象児童１人３万円を 600 人分、１千 800 万円、合計１千 831 万４千

円を補正予算として計上いたします。財源内訳は、全額一般財源です。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

続きまして、福祉介護グループ所管の２件について、ご説明いたします。２段目からご覧くだ

さい。2款総務費、11項新型コロナウイルス感染症対策費、1目新型コロナウイルス感染症対

策費、社会福祉法人支援事業です。この事業につきましては、新型コロナウイルスに対する社会

福祉法人の補助で４月臨時会にて 200万円を補正していただきました。対象となる法人から４

月から５月の影響額の見込みが出てきておりまして、35 万円ほど 200 万円を超える差額があ

ったことと、６月からは少しずつ通常業務に戻っていく予定でありますが、まだ確定できない状

況が続いておりますため、清里町福祉会デイサービスセンターに 150万円、社会福祉協議会に

50万の計 200万円の増額補正を行うものです。財源につきましては、一般財源です。 

次の段になります。３款民生費、１項社会福祉総務費、１目民生委員活動事業につきましては、

交付税算定基礎拡充により、民生委員・児童委員の活動に対する交付金の単価アップにより活動

費２万５千円、活動推進費２万６千円の計５万１千円の増額補正を行うものです。財源につきま

しては、道支出金５万１千円となります。福祉介護グループは以上となります。 

 

○保健福祉課主幹 

 続いて、診療所開設者選考事業についてご説明します。説明に先立ちまして、訂正をお願いい

たします。表の中ほど、補正事業内容の金額に記載の金額、現在、330000と記載があります

が、正しくは 330でございます。千円単位でございました。お詫びをし、訂正させていただき

たいと思います。大変申し訳ございません。 

 それでは改めてご説明をさせていただきます。診療所の貸付契約が本年度で終了することか

ら、４月以降に診療を担っていただく方を公募するに当たり、医療業界誌等へ募集広告の掲出を

行います。現在のところ１社 10万円で、３社を想定しており、役務費広告料 33万円を補正予

算として、提出させていただきたいと思います。以上で説明を終わります。 
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○伊藤委員長 

 今、保健福祉課の方から令和２年度一般会計補正予算についての説明がされました。委員の皆

さま何か御質問等ございませんか。よろしいですか。 

では次行きます。②番清里町介護保険条例の一部を改正する条例について説明お願いいたしま

す。担当。 

 

○福祉介護Ｇ主任 

 清里町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。２ページをお開き願い

ます。５月 21日の本常任委員会で、清里町介護保険条例の一部を改正する条例の減免規定の追

加についてご説明したところですが、新型コロナウイルス感染症の影響による減免につきまして

は、令和元年度分の保険料への遡及適用に対応すべく減免の申請時期の追加につきまして、今回

追加事項としてご説明いたします。 

改正内容につきましては、前回ご説明いたしました減免要件の追加に加えまして同条に規定さ

れております減免申請書の提出時期に、ただし書きを追加するものです。改正する条文につきま

しては新旧対照表でご説明をいたします。３ページをご覧ください。 

第９条第１項の減免要件の追加と同条第１項にただし、町長は、これによりがたい事情がある

と認めるときは別に申請期限を定めることができる。を追加するものです。施行期日につきまし

ては前回の常任委員会の際に、交付日から施行すると御説明いたしましたが、保険料の遡及減免

に対応するため公布の日から施行し、令和２年２月１日から適用する。とします。なお、減免対

象要件の詳細につきましては清里町介護保険料減免取扱要綱に委任され、要綱の改正も行いま

す。 

４ページをお開き願います。５月 21 日の本常任委員会でご説明いたしました減免対象要件

に加え附則の中に、申請書の提出時期を追加するものです。改正する条文につきましては新旧対

照表でご説明いたします。５ページをご覧ください。附則の最後になお、申請書については減免

を受けようとする日まで遡って提出することができる。を追加するものです。なお、６ページか

ら９ページまでの減免要件の詳細については前回の常任委員会での御説明から変更はございま

せん。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま清里町介護保険条例の一部を改正する条例についての説明が担当よりございました。

委員の皆様何か御質問等ございませんか。 

 それでは次３番、ケアハウスについて説明お願いいたします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

３番のケアハウスについてを説明いたしますので、資料 10ページをご覧ください。 

 はじめに６月１日現在の入居状況です。入居者は 44名で内訳は町内 31名、町外 13名とな

ります。なお、先月末に書面審査による入居者の選考が行われ、町内男性１名が入居可となって

おります。今後入居日の調整が行われますので、その方を入れますと合計 45名となります。 

次に令和元年度ケアハウスきよさと運営状況について説明いたしますので、資料の 11 ペー
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ジをご覧ください。１の入居者数につきましては、３月 31日現在で 43名です。 

内訳につきまして説明いたします。①男女別、男性９名、女性 34名です。②の市町村別では、

清里町 30名、斜里町３名、小清水町１名、北見市５名、美幌町３名、道外１名で計 43名とな

ります。③のサービス種別につきましては、一般が 37名、特定が６名です。④の介護認定者に

ついては、要支援１が 14名、要支援２が２名、要介護１が１名、要介護２が１名の計 18名で

す。⑤の平均年齢は 82.7 歳で、最高が 98 歳、最小が 63 歳となります。60 代４名、70 歳

～74歳が２名、75歳～79歳が９名、80歳～84歳が７名、85歳から 89歳が 11名、90

歳から 94歳が７名、95歳から 99歳が３名となります。⑥の入居率は 86％となります。 

次の２番、入居選考委員会の開催状況です。令和元年度は 11回の選考委員会を開催し、申込

数合計 26人、入所承認 24人、入居不承認２人、辞退１人、令和元年度に入居した方は 23人

となります。 

３の事業関係です。５月８日のお花見行事をはじめとして記載の内容で事業を行っておりま

す。事業のほかにも、体操やオセロ等の自主活動で交流しながら過ごしている状況です。 

12ページをご覧ください。４番の団体視察見学です。６月 26日斜里町民生委員児童委員協

議会の 30名をはじめ、７団体 121名が来町されております。 

５の職員体制です。現在、施設長、介護支援専門員、生活相談員の３名が正職員として、介護

職員２名と事務員１名が臨時職員として勤務されて合計６名と夜警はシルバーセンターに委託、

調理員は株式会社日総に委託しております。 

６の入居料金は、記載の表のとおり算出しております。なお、表の一番下に階層区分ごとの人

数の内訳を記載しております。階層区分１が 26名、階層区分２が 3 名、階層区分３が 4 名、

階層区分 4～6が 2名ずつ、階層区分 7～11が 1名ずつの計 43名となっております。 

次に令和元年度のケアハウス運営に関する収支について説明いたしますので、資料 13 ペー

ジをご覧ください。１のケアハウス指定管理運営委託料につきましては、歳出において、当初委

託料の 8 千 280 万 4 千円を 2 千 462 万 8 千 941 円返還し、5 千 817 万 5 千 59 円とな

っております。 

歳入につきましては、ケアハウス使用料が 2千 777万 4千 812円、介護報酬、こちらは特

定入居者 6名分で 176万 1千 375円、普通交付税高齢者施設事務費分が 214万 1千円、合

計 3 千 167 万 7 千 187 円となります。歳入から歳出を差し引きまして、清里町負担分は 2

千 649万 7千 872円となります。 

２のケアハウス低所得入所者支援事業補助につきましては、歳出において、表のとおり合計で

9名、39万 1千 637円となっております。歳入につきましては、特別交付税額 22万 6千円

となります。歳入から歳出を差し引きまして清里町負担分は 16 万 5 千 637 円となっており

ます。１の指定管理運営委託料と２の低所得入居者支援事業の清里町負担額の合計は 2千 666

万 3千 509円となっております。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいまケアハウスについて担当より説明がございました。委員の皆さま何か御質問等ござい

ませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 
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確認ですけれども 13 ページで今回令和元年度のケアハウスの運営収支が明確に出されたわ

けなんですけれども、フルで１年間活動した中で令和２年度、今年度執行中の予算も含め委託料

８千万台で実際にはケアハウス使用料は３千万台、差が５千万円位。これは過去の建設時におけ

るこの運営経費の考え方の中で議事録とか、いろんな議論を調べていくと、どうも正確性に欠け

ていたんじゃないか。14億ぐらいかかった施設で運営に関わる部分については普通交付税や特

別交付税できちんと財政的に補填される、それとほぼ入居者の使用料で運営できるようなニュア

ンスの話であって、ただ現実的にはそういったことはありえない形でこれ昨年の委員会の中で私

が指摘させていただいて、実際に明確に数字であらわれるのが特別交付税の低所得者に対する分

の減額支援措置に対する部分の応分の率で掛けたもの、普通交付税についてはあくまでも最大で

算定上の話であって町内における高齢者福祉施設全体を含めた数字であって、これがケアハウス

の数字で 270万もないわけであって、やはり実態的にいくと令和２年で元年度は町の一般会計

と言いますか一般財源から約２千 600 万円から２千 700 万、それと今年でいくときっと５千

万弱ぐらいが一般会計から町が補填しないと運営できない経済状態である。これは事実じゃない

かと思います。 

さらに加えてもっと申し上げれば 14 億の建設費のうち、今は据え置き期間でしょうけども

補助金と一般財源以外の起債を起こしたものについても３年ないし据え置きをおいたらきっと

２千万円単位。実際の部分でいくと町がこの施設を運営するに対してはやはり６千万から７千万

の経常的な財源的なきちんとした形で裏付けをした中でないと運営できないんだと、やはりその

辺明確にしながら、ただし新しい形の中において高齢者の介護とか高齢者福祉政策としてやはり

そういった住宅政策、住まいの部分をやっていくためにはこういった形のものの町の一般財源が

必要だということを、明確に説明をしていただく中で運営に当たっていただく必要がある。とい

うのは非常に誤解が生じてしまって入居者の使用料以外の部分については、あたかも違う特定財

源で補填があるような、非常に誤解を生じやすいような説明というのは今後是非他の事業も含め

て説明責任を果たしていくことが広く町民の理解を得られる。そして高齢者福祉に対する町民の

負担に対する理解もしっかりとしていくことが必要じゃないか、このように考えますので担当課

長としての考え方、もう一度再確認をさせてください。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいま議員の御質問でございます。３月の議会の際にご質問いただいたところでありまして

私も今までこの会で差額については交付税措置ということで、引き継ぎを受けた段階から、その

ような回答をさせていただきました。大変申し訳ありません。中をきちんと調べてみますと古谷

委員おっしゃられるとおり、町の持ち出しがあると。これはよくよく調べてみますと町が直営で

やる場合と例えば社会福祉協議会なりの法人がやる場合、そこの部分で当初議会に説明した時

は、そこの社会福祉法人等民間等がやられた場合、国・道から補助が差額分入るということで説

明をされていたのではないかと思います。いざ運営をするに当たりましては、町が建設をして社

会福祉協議会の方に指定管理事業としてやったもので、差額については補助が入らないような形

になっているのが現状でございます。当時、資料などを見させていただいたんですけれども、や
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はり国民年金の安い金額の方も入れるように何とかしなきゃいけないというところが、最初のス

タートだったのかなと思います。それでやはり社会福祉施設を建てる上では町の持ち出しという

のはあるということを、きちんとした説明をすればよかったのですが私も含めてしていなかった

部分がございますので、ここにつきましては、何らかの措置をしていかなければいけないのかな

と思っています。 

 今現在、私の頭の中で考えていることにつきましては、今入っている方の入居の金額を上げる

ということは不可能でございますので来年から金額を上げて行くというのも１つの方法です。そ

の場合、清里町に住所を有して入られた場合、今７千円、５千円、３千円で先ほど委員おっしゃ

られたとおり特別交付税でバックがございます。ですから実質、試算をしてみるとやはり一人

11万２千円位でなければいけなかったのかなというところなんですけども、清里町の人の手当

の部分、そこを例えば３万円、２万円、１万円というふうにしていけば、低所得の人は今と同じ

ような金額で入れるような形になりますので、そういうことも含めながら検討しなければいけな

いのかなという考えでおります。私の説明が本当に不足していた部分、それから私の勘違いから

このような形になってしまったことにつきましては、大変申し訳なく思っておりますので、次の

考え方につきましては理事者とも相談しながらやっていきたいなという考えでおりますのでご

理解をいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今、担当課長から私の責任ですとお話ありましたがそういったことは一切ありませんので過去

の経過の中において引き継いだだけでありますから、そこをいい悪いという議論はしたくない。

これは町長に対する昨年の一般質問でも必要なものは必要としてきちんと補填しながらやって

いく必要性がある。その場合についての説明責任があるわけだから、やはり当初議会、建設時に

おける運営の財源等について非常に曖昧で不明確な説明をしたことに対する責任は理事者とし

ては問われるのではないかと思いますけど、それは過去に遡る必要はありませんので今後しっか

りとした運営、そういったものをやっていただきたい。さらに今、課長の方から使用料等の見直

し云々のお話がありましたけども現実的に議会の総意としてやはり低所得の方、高齢者について

も施設に入れる形の使用料の設定がされたという前提に立った上においては、やはり過度な負担

が今後生じないような形の中においてしっかりとやはり財源を確保した中においてやっていく

ことが妥当じゃないかと考えますので見直しの方向性だけは間違わないようにしっかりやって

いただきたい。 

 あわせてもう１つ結局、今言ったような財源が非常に厳しい中で国の補助とか交付金だとかな

いという中にあって、結局今後６月一般質問でやろうと思っていますが、地域包括の支援をやっ

ていくという段階において結局専門職がいますけど、掃除だとかの雑務を全部職員でやってい

て、本来入居者に対応して特定入所者とか足の不自由な方もいらっしゃいますし、要支援１とか

２とか介護１にもいらっしゃいますけれども、そういった本来そこに介護職員がなすべき仕事で

はない日常的な清掃とかそういったことも含めて雑務に追われている状況が続くということに

も非常に問題があるかなという認識に立っていますので、本来業務に職員が担いながらあの施設
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がしっかりと本来的の目的を果たしていく機能的なことも含めてもう一度この機会に今回明ら

かに収支の関係について本当は出したくなかったんじゃないかと思うんですけど、明確にしてい

ただいたことを含めてその辺の運営の在り方を社会福祉協議会、指定管理者とも十分話し合った

中で適正な予算の支援を行っていただきたい、このように考えます。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 お気遣いいただいた御質問かなと思っております。また低価格での入居については、やはり清

里の町をつくってくれた先輩方の高齢者の方々が入れる施設ということで考えていきたいなと

思います。ですので、金額を上げたとしても先ほど申しました割引の部分と申しますか。そこの

幅を大きくしていく、そうすることによって町外から来られる方は当たり前の金額というか、そ

ういうところでの入居もできますのでそれらも含めて今後の検討課題としてとらえていきたい

なと思っておりますので御理解いただきたいと思います。また掃除とか雑務の部分についても、

先ほど寺岡の方から説明した中では、もともと栄養士がいたんですが、それが今は日総さんの委

託業者の栄養士が兼務できる形となっていて、そこの部分での枠は開いている状況でございます

ので向こうの施設長とも話しながら、それからどれぐらいの負担になっているのかも含めて検討

材料になるかなと思いますのでそれらも含めた中で事務を執行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。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ケアハウスに関して御質問等ございませんか。よろしいですか。それで

は④清里町診療所について、担当より説明をお願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

4点目の清里町診療所について説明いたしますので 14ページをお開き願います。 

 5 月 21 日の本常任委員会で清里町診療所の無償貸与契約満了による次期体制の選定方法に

ついてご説明させていただいたところであります。 

 本日は今後の募集に係る基本的事項についてご説明申し上げます。 

 １の診療所貸与者(開設)の募集に関する事項の（１）募集方法ですが、個人・法人を問わず募

集要項を作成し、公募することとしております。なお、契約期間内の法人化も内容により協議で

きることといたします。募集要項への記載項目につきましては、貸付施設の名称からその他質問

の受付までを記載した要項を作成いたします。申請書類の内容例といたしましては、申請書類と

して、診療所開設申請書の様式を作成し、準じた形で申請を受け付けます。記載事項につきまし

ては、①の診療所開設者の名称以下⑥まで記載項目として作成いたします。 

 また、申請に係る関係書類につきましては、①の開設者及び管理者の履歴書から⑦の事業計画

までの必要と思われる書類を添付していただきます。 

 なお、次回常任委員会には只今説明した募集要項や診療所開設申請書をお示しできればと考え

ておりますのでご理解いただきたいと思います。公募に係る広告周知につきましては、先ほどの
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補正予算で計上いたしました「北海道医療」「北海道医療新聞」「北海道地域振興財団」のほか、

北海道保健福祉部や北海道医師会にも情報提供していきます。募集期間につきましては、現段階

では決定しておりませんのでご了承いただきたいと思います。応募者の資格要件につきまして

は、現在、オホーツク総合振興局に最終的な確認を行っているところでありますので、次回常任

委員会時に募集要項と含めてご説明できると考えております。 

次に 15ページをご覧願います。２の診療所貸与者の選定に関する事項を記載しております。

選定に係る委員会につきましては、副町長を委員長とし教育長他、各課長職等で構成し、応募し

てきたものに対する書類審査のほか、ヒアリングを実施し、候補者を選定後、町長に対し答申す

る方向で進めます。 

なお、施設の無償貸与につきましては議会の議決をいただき決定するものでございますので申

し添えます。（２）選定の方法につきましては、（３）の基準に基づき選定いたします。①として

医師の本町居住、直接医療従事すること、院長の固定、医師の代替えの用意、②として患者への

差別がないこと、③に本町の予防事業や学校・事業所検診への協力等、④としてスタッフの清里

町在住、⑤として関係機関との連携を基準項目としております。 

３貸与者の決定に関する事項につきましては、議会の議決及び契約の締結について記載してお

りますが、最後に記載のとおり、これまでの契約書はお互いの信頼関係の中、最低限の記載事項

での契約書となっておりましたので、北海道町村会の法務支援室や弁護士等と相談し契約事項の

精査を図ってまいりたいと考えております。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今課長より清里町診療所についての説明がございました。委員の皆様何かご質問等ございませ

んか。それでは保健福祉課、今回４件ほど提案ございました。質問漏れ等ございませんか。全般

通して保健福祉課何かございませんか。それではこれで保健福祉課を終わりたいと思います。 

  

○伊藤委員長 

 それでは時間も来ましたので、ここで昼休憩ということで、１時から再開ということでよろし

いでしょうか。よろしくお願いします。 

 

休憩  午前 11時 49分 

再開  午後 １時 00分 

 

○伊藤委員長 

 それでは午前に引き続き、第 1１回産業福祉常任委員会を始めたいと思います。それでは始め

ます。焼酎醸造所、始まる前に説明があるそうです。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今、お手元にございますミニボトルでありますけれども、消毒用アルコールのサンプルという

ことで後ほど説明させていただきますけれども、物ができましたのでお渡しするということと、

あと岡本委員のところにあります 500ミリリットルのもの、実はそれが販売用となっておりま

すので本日１つしかお持ちしておりませんので、順次回して確認していただきたいというところ
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でございます。 

 

○伊藤委員長 

 それでは、焼酎醸造所を始めたいと思います。焼酎醸造所より２点ほど提案がございます。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、焼酎醸造所からの提出議題、本日２件ございます。 

 まず１点目の、令和元年度清里町焼酎事業実績でございます。お手持ちの議案１ページをご覧

願います。上段の表、製造数量内訳でございます。令和元年度は前年度より１回仕込みを多く行

いまして、じゃがいもで 39 回の仕込みを行っています。製造数量は 7 万 8 千 118 リットル

で、製造計画数量 74キロリットルでありますので４キロリットル多く製造しております。 

 下段の表は、販売結果でございます。それぞれ、度数ごと、種類ごとの商品で集計しておりま

す。一番下の合計でございますが、令和元年度の販売額につきましては、9千 477万 3千 122

円となりまして、前年より 395万 2千 97円の減、前年対比 96％でございました。 

 こちらの表の商品ごとの詳細でございますが次のページに記載しておりますので議案 2 ペー

ジをご覧願います。 

 製品毎の販売実績でございます。主力商品でございます、北海道清里シリーズ、ミニボトル含

めまして５製品、上位５位でございますが、表の左側に番号が振っておりますが、№4番、6番、

27番、29番、34番につきまして、清里シリーズ売上全体の 85%を占めております。この中

でも一番人気の№6の北海道清里〈樽〉700ミリリットルが、酒類売上額全体の 43.5%を占め

ている状況でございまして、販売金額 3千 710万 7 千 22 円、販売本数 3 万 6千 104 本と

なっており、容量にして、25.3キロリットルとなっております。全体販売量の計画数量 65キ

ロに対して 25度換算で 52.3キロリットルで、マイナス 12.75キロリットルということで前

年度対比 91.6％でございました。 

 令和元年度における製品販売実績の検証でございますが、昨年より 4％、約 400万円の減少

となってございますが、総体としてはコロナウイルスの影響と分析してございます。１月までは

ほぼ前年同様の売上を維持しておりましたが、２月に新型コロナによる影響が表面化し売上が減

少しております。3月からは緊急事態宣言および観光、飲食業の停滞により大きく売上げを下げ

たところでございます。2 月は前年度対比 85％、3 月においては 53％という状況でございま

して 2か月で約 300万円の売上減少ということで、加えまして、昨年 10月に消費増税がござ

いました。9月の増税前の駆け込みで 136％増でありましたが、10月の増税後、11月におき

ましては前年度対比 77％ということで落込みが見受けられたところもございます。 

 月別の前年比較でございますが、概ね 95～105％付近を推移している状況でありました。平

成 30 年 2 月に商品の値上げをしておりますが、消費増税とコロナの影響月を除くと平準化の

傾向がみられましたので、値上げの影響に関しては落ち着いたのかなと分析しております。 

 次に業態別の比較でございますが、卸、小売、個人ともに消費増税前後、コロナ影響月に動き

がございました。特異的事象による固有の影響は見受けられませんでしたので全体として一律の

動きが出ているというところでございます。売上割合につきましては、卸が 62％、小売が 28％、

個人が 10％となってございます。 
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 地域別の比較でございますが、町内の売上げは約 2千 290万円で 24％、町外につきまして

は 7 千 180 万円で 76％、うち道内 62％、道外 14％となっております。特徴的なものとし

て、清里観光協会「きよ～る」の売上げでございますが、前年比 110％と増となってございま

す。話を伺ったところ、消費増税の前後とコロナの影響を受けた月は減少しているが、年末にDM

によるキャンペーンを実施したことで最終的には前年を上回ったところでございます。ただし、

年度替わりの４月、５月については観光客の入込がないことから焼酎の売上げは相当落ちている

とのことでございます。きよ～るですけれども、町内全体に占める売上げの割合については

48％となってございます。 

 今後の推移でございますが、4、5 月の売上が前年比、ともに 31%と非常に厳しい結果でご

ざいます。売上額について 4月は 580万円の減、5月は 470万円の減であります。経済動向

と連動して売上げも推移していくものと思われますが、上がるのか下がるのか見通しが正直なと

ころわかりませんので、予測が難しいところで難しい状況でありますけれども 6 月と 7 月の状

況を見ながら判断をしてまいります。 

 続きまして、3ページをご覧ください。3月末時点における在庫状況でございます。タンク貯

蔵と樽貯蔵により保管してございます。上の表がタンク貯蔵状況でございまして、じゃがいも原

料および、その他の酒類を合わせまして、実数量 13万 7千 517リットルとなっています。昨

年の同時期が 12万 7千 218リットルでございますので、1万 299リットルの増となってお

ります。25％で換算しますと、212キロリットルの在庫でございます。 

 中段の表、樽貯蔵でございますが実数量 6 万 6 千 147 リットルとなっています。昨年の同

時期が 6 万 5 千 971 リットルでありますので 176 リットルの増となっております。25％換

算しますと、69キロリットルの在庫でございます。 

 下段の表は、製品在庫でございます。既に瓶詰を行った製品在庫状況でありまして北海道清里

シリーズを中心に在庫を保持しておりまして、翌月の出荷見込数量を目安として管理しておりま

す。平常ベースでいくと適正在庫の範疇でございますが、コロナウイルスの影響が長引くようで

あれば状況にあった在庫のコントロールが必要と感じております。 

 続きまして 4 ページをご覧ください。こちらの表につきましては、タンク容器および木樽容

器使用状況について、容器サイズごとの資料でございます。１点修正でありますが中段の表と、

下段の表でございますが、ともに令和元年３月末時点、と記載がありますが正しくは令和２年３

月末時点ということで訂正してお詫びいたします。 

 上段の表につきましては、タンク容器全体の表でございまして、現在 85本を所有し、発酵タ

ンク、貯蔵タンク全て合算した場合、容量にして 49万 9千 873リットル分となります。3月

末時点では、13万 7千 517リットルで充填率 27.5％を使用しております。 

 中段の表につきましては、貯蔵用タンクの状況でございまして、容量にして 35万 8千 913

リットルのうち 3 月末時点で 10 万 8 千 809 リットルで充填率 30.3％を酒類貯蔵に使用し

ております。下の表、木樽容器でございますが、現在 256 本を所有し、容量にして 7 万 6 リ

ットル分となり 3月末時点でこちらは 6 万 6千 147 リットルを使用してございまして充填率

94.5％ということでございます。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 所長の方から令和元年度清里町焼酎事業実績についての説明がございました。委員の皆様何か
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御質問等ございませんか。よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今、所長の方からコロナの影響で極めて厳しい販売実績で、今後の見通しも立たないという形

でいくと月で500万円位落ちているということは12ヵ月このままの状態が続くと４千万から

５千万、歳入が落ち込むということになると、少なくとも早い時期に１回予算の修正や補正をし

ないと大変なことになるのではないのかな。当然原材料の部分でいくとそれはもう契約的な作付

を行っていますからそれは仕入れをしなければならない、ただ在庫の製品化はどうするかという

ことはそれは別の話になって、今樽の話ありましたけれどもずっと例年通り 12 月とか３月ま

で引っ張って整理をするとなると非常に大変な形で、基本的には１回どこか早い段階で全体的な

予算の修正、補正を含めて処理をされるべきではないかと考えます。 

それともう１つはすでに発注してしまった事業かどうかわかりませんけれども、投資的事業を

どういうふうにコントロールしていくか、財源的な部分でいくと事業は事業で投資的事業をやっ

てしまいます。ただし在庫が増えてはけません。あとは予算的には一般財源でまたそれをやった

場合については当然売上げが落ちるわけだから違う形で補填しなくちゃいけない、そういったマ

イナスのスパイラルに入っていく危険性というものは１回どこかで９月ぐらいで修正しないと

大変なのかなという気がしますので、それらの考え方が今後整理されるのかどうか、従来どおり

ずっと引っ張っていって 12月、３月とか専決で処理されるのか、その辺もう１回所長の立場で

今どのように捉えられているのか。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今の御質問でありますけども、コロナの関係で大変な状況というのは承知のとおりでありまし

て、それに対してどれだけ予算を圧縮すれば良いのかというのは今試算中であります。ただ、そ

れがどの基準にしてどれだけというのがわからない状態でありますので、そこはパターンを色々

作りましてその中で先ほど話した６月、７月とかそこら辺も含めた中で４月以降どういう動きに

なっているのかということを１つの判断材料として、それに見合う圧縮の度合いはどれだけかと

いうのを判断していきたいと考えております。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 引き継ぎを受けて知っていると思いますけど、焼酎の関係については東京オリンピックを前提

にして売上げが伸びるという前提で予算を組まれている。ということは、予算上はコロナだけじ

ゃなくオリンピックも無くなったとか、１つの条件ではなくしてそういったこともあるという前

提に立ってシビアにやっておいて、最後は一般財源で補填するという形ではなく実態的な部分で

シビアな数字を出してセーフティをかけながらある一定の方向性、もしそうであるならば現在あ
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る５ヵ年計画の妥当性、それも並行しながら検証していかないと非常に既に５ヵ年計画のとおり

既に破綻しているはずですから。もう１年目から全然計画とは違うレベルで行っている。そうい

った中期計画の修正も含めて今年度の中でもう１回手をかけていかないと、計画は計画で動いて

いく、実態は実態で後追いになっていく、さらに今回のようなコロナの影響が強く出ている。非

常に大変だと思いますけれども、その辺はやはりどこかの段階でしっかりと修正をかけないと先

が見通せないという部分になりますので、その辺の取り組みを鋭意行っていただきたい、このよ

うに考えます。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ただいまの質問でありますけれども、平成 26年９月に焼酎をリニューアルしまして、そこか

ら売上げが回復したということで上り調子だったわけでありますけれども、一昨年でいきますと

値上げとか地震、昨年でいきますと増税、あるいはコロナということで少し落ちついているのか

なと。ただ特異的な要因がなかったとしてもこれから右肩上がりというのはなかなか難しいよう

な推測をしているわけでありまして、当然そこをしっかりと念頭に入れながら、基本としては

65キロリットルというところでありますが、そこが妥当なのかというのはしっかりと今現在の

状況に加えて 10 年 20 年後しっかり焼酎事業続けられるのかと。そこをやはり私はポイント

と言いますか、考えるべきところだと思いますので、それに合わせて内部でしっかりと資料を作

成した中でご提案させていただきたいというふうに考えております。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今、所長から答弁あった通り、ある一定の歴史的な経過はきちんと尊重しつつも、やはり実態

に即した中でどこかの段階で、棚卸をして、しっかりと方向性を見定めていかなければまた大変

なことになりますので、その辺非常に大変な作業だと思いますが１回平場に落として、あるべき

姿、10年後 20年後見据えた時に今の現在の形で果たして特別会計という形の中だけで運営で

きるのかということも含めてぜひ検証を入れていただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今お話した部分につきましては、早い段階で資料としてご提案させていただきたいと考えてお

ります。 

 

○伊藤委員長 
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 よろしいですか。他、ございませんか。次、２番目高濃度エタノール製品に該当する酒類の製

造について口頭説明よろしくお願いいたします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

本件でありますけれども、５月８日開催の本委員会において概要をお伝えしておりましたが、

その後の経過、今後の取扱いについて口頭でございますがご報告させていただきます。 

前回、ご案内いたしました取扱内容につきましては、原則、変更はございません。その後、条

件緩和に向けて事務方で迅速に進めてきたところもございまして、先月、５月 27日付で条件緩

和についての許可通知を受けてございます。早速、今月に入りまして試験用蒸留器を使いまし

て、試作を行ったところでありまして特段支障、問題はございませんでしたので、今週から製造

を開始している状況であります。 

製品の取扱いでございますが、コロナ感染の拡大という事で、引き続きマスクの着用、手指消

毒が推奨されているところでございます。製造能力の関係上、町内関係機関を優先させていただ

くというところですが、必要数量を町に納入し町から関係機関に提供される流れになります。た

だし、状況等によりましては他の町内施設等にも提供していくなど柔軟に対応していきたいと考

えております。 

現在把握している必要数量でございますが、月 50 リットル程度という事で総務課より報告

を受けております。状況に応じて生産数量を調整するものでございますが、申し上げましたとお

り製造能力が限られておりまして、現行設備の生産能力が前回１日５リットルとご案内しました

が、実際作ると５～10リットル程度は作れるかなというところでありまして、作った後は貯蔵

しなくてはならなくて、貯蔵については 80リットル未満という１つのラインがありますので、

それ以上作るとなると消防法上、耐火仕様、防爆設備が必要となりますので、新たに設備投資を

要します。 

また、免許の有効期限がコロナウイルスが終息するまでの時限的な取扱いということもござい

まして、現状設備での生産体制となりますので、ご理解をお願いいたします。なお、酒税につい

ては特例により免除されるものでございます。また、原料由来のメタノールが微量に含まれるこ

とから、医療機関においての使用はできません。 

価格でございますが、500ミリリットルで税抜 1,300円（税込 1,430円）の設定としてお

りまして、先ほどの入れ物でお渡しするというところであります。金額の設定につきましては製

造原価等、かかる経費の積上げというところであります。 

先ほどの 500 のボトルと今お手元にあるサンプルでありますが、アルコール度数 66％、グ

リセリンを 3％配合した製品でございます。グリセリンについては保湿成分としての効能があ

り肌荒れを抑制する効果がございます。グリセリン 3％については 2％～5％の試作品を試して

みて、醸造所の職員が全部で 17 名いますがみんなで試してみて一番使いやすかったものとい

うところで 3％含有したものでございます。瓶につきましては、終売となっておりますパパスフ

ァームファムを使用してございまして、ラベルにつきましては、成分表示、内容標記などの表示

義務に基づいております。ロゴにつきましては「清里 100％」と同じ字体にあわせまして、統

一したものでございます。以上でございます。 

 

○伊藤委員長 
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 今所長の方から高濃度エタノール製品に該当する酒類の製造について説明いただきました。委

員の皆様、何か御質問等ございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 これは町外販売というところまで行きそうな気配はありますか。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 １日の生産数量が５リットルから 10リットル、保存が 80リットルということで、ごく少量

でありますので町外までは厳しいのかなというところで判断してございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 先ほどの所長の説明でいくと、基本的には町が一般会計で買い取って町内の施設に配るという

意味合いで、先程説明されたというふうに理解してよろしいでしょうか。 

 

○焼酎醸造所長 

 はい。 

 

○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点だけ確認させてもらって良いですか。

先ほどの説明でメタノールが微妙に入っているので医療機関での使用がなかなか承認されづら

いということだったんですけど、医療機関で使えないものを他に使用用途というのかどういうこ

とに使えるイメージなんでしょうか。今配布とも言いましたけど。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 厚生省の見解でメタノールが含まれているものについては、医療機関については使うことがで

きないということで、それ以外の施設で使うには特段問題ないというところです。 

 

○伊藤委員長 

 要は医療機関じゃないところでの手洗い消毒とかそういうことという認識でよろしいですか。

わかりました。他、ございませんか。焼酎醸造所全般通して何かございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 新型コロナの影響の落ち込みも非常に心配されるところなんですけども、原料の確保というと

ころでシロシストセンチュウの関係で原料の確保が難しくなる可能性だとか、あるいはコナフブ
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キが数年後には無くなる予定でいるので、それの後継品種との兼ね合いだとかその辺の原料確保

の情報があれば教えて欲しいんですけども。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 原料の確保でありますけれども、３件の農家と契約していたところですがシロシストが発生し

たということで１名が供給できないというところでございますので、今年については２名の方か

ら供給をしていただくというところでございます。 

 もう１点につきましては、現在コナフブキなんですけれども、コナユタカとブレンドしたもの

を作っているんですが、コナユタカが足が早いとも聞いているので、コナヒメにシフトしていく

ような考えも持ってございます。 

 

○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 品種の関係は了解しました。これから心配されるのはやっぱりシロシストセンチュウの関係が

他の地域、字のところでも発生した場合には非常に心配されるのでそれに対する対策というのを

今から想定して対策を練っておかないとならないと思うので、そこら辺をしっかり今現在からや

っていただきたいと思います。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 原料の確保につきましては情報を収集しながら生産できなくなることのないように、しっかり

と取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。なければ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 

 それでは町民課を始めたいと思います。町民課の方より、２点ほど提案がございます。説明の

ほど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２件について、概要のご説明をいたします。 

 今回、ご提案させていただく案件につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、

収入が減少した方に対し、国保税の徴収猶予及び減免をするため、清里町国民健康保険税条例の

改正及び国の補助事業を活用した戸籍情報システム改修の必要経費を補正提案するものでござ



‐17‐ 

 

います。 

 １点目、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、新型コロナウイル

ス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律及び地方税法等の一

部を改正する法律が 4 月 30 日に施行されまして、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に

おける税制上の措置等を講ずることとなりました。国民健康保険税において、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方々に対し、国保税の免除等を行うと国におい

て決定されたことに伴いまして、本町においても新型コロナ対策の対応をしていくものでござい

ます。先日行われました５月 21 日の常任委員会に新型コロナウイルス感染症の影響による国

民健康保険税減免取扱要綱の制定について、ご説明をしてございますが、北海道保健福祉部より

条例の改正についても必要となる場合があるとの技術的助言がございました。本町において協議

した結果、条例の改正が必要と判断し、今般、ご提案をするものでございます。 

また、条例の改正でございますので、6月定例会にご提案をさせていただきたいと存じます。 

 ２点目、令和２年度清里町一般会計補正予算（町民課所管分）については、戸籍事務へのマイ

ナンバー制度導入に関して、「戸籍法の一部を改正する法律」が令和元年５月 24 日に成立し、

同月 31日に公布されました。このことにより、戸籍情報のマイナンバー連携に向けた戸籍情報

システム改修が必要となりまして、そのための改修経費を補正計上するものでございます。財源

は国の補助金でございまして 10割補助となってございます。詳細につきまして、それぞれ担当

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。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○町民課主幹 

 それでは清里町国民保健税条例の一部を改正する条例について説明いたします。１ページをご

覧ください。改正の趣旨につきましては清里町国民健康保険税条例の第 25 条第２項に規定さ

れている納期限７日前までの減免申請期限を新型コロナウイルス感染症の影響を理由とするも

のについて、特例を設けるものです。これは前回の常任委員会で御了承いただきました新型コロ

ナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取扱要綱中、減免の対象となる期間に対応す

るものです。 

 ２の改正内容につきましては、２ページの新旧対照表をご覧ください。附則第 14号の次に、

要綱の対象となる期間、令和元年度及び令和２年度分の保険料であって令和２年２月１日から令

和３年３月 31 日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金

給付の支払日）が設定されている保険料の全部又は一部について減免する旨を追加するもので

す。なお、この附則への特例の特例事項の追加につきましては地方税法等の改正に伴う清里町税

条例の一部改正に準じたこと、さらに、北海道からの技術的助言によるものであることを申し添

えます。施行日につきましては要綱と同様に、公布の日からといたします。以上で、清里町国民

健康保険税条例の一部を改定する条例について説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、町民課の方から清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての説明がござい
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ました。委員の皆様、何か御質問等ございませんか。よろしいですか。それでは２番、令和２年

度一般会計補正予算（町民課所管分）について説明お願いいたします。担当。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 議案の３ページをご覧ください。一般会計補正予算（第３号）町民課分の概要についてご説明

いたします。２款総務費、6項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、戸籍システム改修事業に

ついてでございます。 

 令和元年５月 24 日に戸籍法の一部改正並びにデジタル手続法が成立しております。国にお

いてマイナンバーを活用した戸籍ネットワークシステムの構築、また戸籍の附票を基盤とした本

人確認によるオンライン手続きの推進を目的とするものであり、自治体においてその対応が必要

となるものであります。本町においては、電子化された戸籍を管理する戸籍システム及び戸籍附

票システムについて改修が必要となります。 

 事業の内容としましては、改正戸籍法対応とデジタル手続法対応の大きく２つがございまし

て、改正戸籍法対応としましては、①戸籍副本データ送信に係る改修、②情報提供用個人識別符

号取得に係る改修の２つ、デジタル手続法対応としましては、①附票の記載事項追加・附票本人

確認情報整備に係る改修、②情報提供ネットワークシステム連携機能に関する改修、③住民票記

載事項、附票記載事項の通知に関する改修の３つがございます。 

 予算科目としましては、委託料となってございまして戸籍情報システム改修委託 149万６千

円、戸籍附票システム改修委託 489万１千円、合計 638万７千円を計上するものであります。 

財源につきましては法務省及び総務省の補助事業として 10／10 の補助率となっておりますの

で、全額特定財源として国庫支出金を充当しております。なお、今回の戸籍情報システムの改修

に伴い、今後住基システムの改修と庁舎内ネットワークの整備が追加で必要と想定しております

が、所要の経費について今後積算を行い、９月議会において補正予算計上を予定しておりますの

でご承知願います。以上で補正予算概要の説明を終わります。 

 

 

○伊藤委員長 

 ただいま令和２年度一般会計補正予算（町民課所管分）について説明いただきました。委員の

皆様何か御質問等ございますか。よろしいですか。それでは町民課全般通して何かございません

か。よろしいですか。担当。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

特別定額給付金の給付状況について報告をさせていただきます。５月 11 日に申請受付を開

始してから１ヵ月弱経過したところでありますが、6 月 8 日までの給付決定額は、3 億 8 千

880万円であり、全体の 97.8％となっております。件数といたしましては、1,716件 97.3％

となっております。申請方法の件数割合は、郵便による申請が 74.5％、窓口での申請が 24.5％、

オンラインによる申請が１％となっております。 

事業期間は、３ヵ月間となっておりますが、今後の対応としては、まだ申請されていない 48

件の方に対する再度のご案内、また直接的な働きかけも検討してまいりたいと考えてございま

す。以上、特別定額給付金の給付状況でございます。 
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○伊藤委員長 

 今の給付金に関することに対しての質問はございますか。よろしいですか。担当。 

 

○町民課主幹 

 委員会の前にお配りいたしました、こちらの資料をご覧ください。前回の常任委員会で説明し

ました清里町税条例の一部を改正する条例について訂正がありますので、説明させていただきた

いと存じます。追加の資料の下半分、第 24条の項目をご覧ください。新設予定の附則第 24条

第１項中第９条、第８項及び第２項中の、第 10条第１項、第２項につきましては、当町に該当

する条例がないことが判明したため二重線を引いた部分について除いたものを条例改正として

訂正をさせていただきたいと存じます。 

 なお、新しい附則第 24 条第１項において準用する法附則第 59 条第３項の内容が納付猶予

期間１年延長が延滞金免除となっておりますので、地方税法改正による運用には影響はございま

せん。前回の常任委員会で誤った提案を説明いたしまして大変申し訳ありませんでした。以上

で、清里町税条例の一部を改正する条例の訂正について説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 清里町町税条例の一部を改正する条例新旧対照表の訂正について説明がございました。皆様何

か御質問等ございますか。全般通してよろしいですか。それでは町民課を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 

 それでは産業建設課の方を始めたいと思います。産業建設課の方より１件提案がございます。

説明よろしくお願いします。課長。 

 

○産業建設課長 

 それでは私の方から産業建設課からの協議報告事項１件につきまして、概要のご説明をさせて

いただきます。まず令和２年度一般会計補正予算（産業建設課所管分）につきまして、内容の１

点目につきましてはジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除に係る費用について、２点目とい

たしましては気象情報システム観測機器の移設に係る費用、３点目につきましては畑作構造転換

補助事業に係る費用についての補正を行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。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 それでは補正予算の概要についてご説明いたします。まず５款農林水産業費、１項農業費、２

目農業振興費、ジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除対策事業であります。ジャガイモシロ

シストセンチュウ防除区域において、国の消費・安全対策事業により緊急防除対策事業を行うも
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のです。報償費の防除協力金につきましては、緊急防除実施により作付けできない圃場には減収

相当額を交付し、対抗植物の施肥や防除等の作業に対しては作業経費相当額を交付いたします。

168万 7千円を計上いたします。 

 旅費につきましては、対策検討会議出席のため東京２回分の 22万 2千円を計上いたします。

土壌調査に係る費用といたしまして、需用費の燃料費でガソリン代 3 万 6 千円、使用料及び賃

借料の自動車借上料で 55 万 5 千円を計上いたします。蔓延防止を図るための啓発資材としま

して、印刷製本費にてパンフレットとポスターの作成をいたします。合わせて 40 万 2 千円を

計上いたします。また、蔓延防止看板としまして、啓発看板を防除区域内に 10ヵ所を設置する

予定としております。また、圃場用の小型看板について 140枚の作成を予定しております。合

わせまして 385 万円を計上いたします。費用は合計で 675 万２千円となりまして、財源とし

ましては、ジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除業務委託金として道支出金 674 万２千

円、一般財源１万円となっております。 

 続きまして同じく農業振興費、気象情報システム管理運営事業でございます。現在、清里町に

６ヵ所設置しております気象情報システムのうち、上斜里地区気象情報観測機器について、旧上

斜里地区地域総合施設の解体に伴い、移設を行うものです。予算につきましては、電柱移設費用

として修繕費 11 万円、観測機器の移設業務委託料として 11 万円の合計 22 万円を計上いた

します。財源につきましては全て一般財源となります。 

 続きまして、同じく農業振興費、畑作構造転換補助事業でございます。大規模畑作産地におい

て先進的な生産技術や作業体系の導入に向け、気象災害リスク等を軽減するための生産技術や、

豆類の導入による輪作体系の適正化や労働生産性の高い作物の導入等の促進、種子用馬鈴薯の生

産性の向上等の取組みを総合的に支援することで、持続可能な畑作産地への構造転換を図る事業

でございます。 

 ①番の、てん菜の風害・湿害軽減技術の導入につきましては、気象災害リスク等を軽減するた

めの生産技術としまして、エン麦播種・カルチ施工による湿害軽減を行うもので、金額は６千

760万６千円となります。 

 ②豆類の省力栽培につきましては、豆類の導入による輪作体系の適正化や労働生産性の高い作

物の導入等の促進として、密植栽培をおこなうもので、金額は 949万７千円となります。 

 ③罹病率の低い種子馬鈴薯の供給につきましては、種子用馬鈴薯の生産性の向上等の取組とし

まして、抜取回数の増加・アブラムシ防除徹底を行うもので、金額は 684万８千円となります。

ここまでの３点については事業主体が清里町農協となります。 

 ④てん菜の風害・湿害軽減技術の導入につきましては、町内の農業団体が事業主体となって行

うもので、カットドレーン工法による湿害軽減対策で、金額は 438万７千円となります。金額

は全て面積に対する定額補助となり、合計で８千 833万８千円を計上いたします。財源として

畑作構造転換事業補助金として道支出金８千 833 万７千円、一般財源１千円となっておりま

す。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま、産業建設課の方から令和２年度一般会計補正予算（産業建設課所管分）の説明がご

ざいました。委員の皆様何か御質問等ございませんか。堀川委員。 
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○堀川委員 

 ２点質問させてもらいたいんですけども、シロシストセンチュウの啓発看板の圃場用看板

140 枚というのは今まで農家で使っていた程度のものなんだろうなと思うんですけども、10

ヵ所に設置予定の啓発看板、これはかなり大型なものなのか、大きさとか設置場所とかがわかっ

ているなら教えていただきたいのが１点。それと上斜里地域の気象情報システムの移設というこ

とですけども、どこに移設する計画をされているのか教え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 

 シロシストの看板の関係ですけれども、小型看板につきましては今、農家さんが自ら設置して

いる小型の看板と同じようなものを想定しております。10ヵ所設置する看板につきましては大

きい、車に乗って視認できるようなそういったものを想定しておりまして神威地区の場所 10カ

所ほど検討してございます。大きさについては縦１メートル横２メートルくらいのものを想定し

てございます。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 看板の件なんですが、これは主要道路の大きな道路のところから入るところですとか、目につ

くところを想定していきたいというふうに考えております。それから上斜里地域の気象情報シス

テムの移設先なんですが、実はまだ移設先を確定しておりません。それで町有地ということで下

水の処理場かということも考えているんですが、羽衣地区の観測所に近くなっていくのであまり

よろしくないのかと考えておりまして、今後に向けて工事がこれから始まるところございますの

で秋頃までに動かして欲しいと言われておりますので、その中で検討してまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 まず啓発看板ですけども、先ほど神威地区に 10ヵ所とお話しされていましたけども、やっぱ

り全町的な拡大を防ぐためには神威地区だけでなく主要な道路に面したところというのが正解

なのではないかなと思いますので、その辺の検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 それと確認ですけども解体される新栄小学校の跡地にはこの気象システムは残らないという

ことでよろしいですか。 

 

○伊藤委員長 
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 課長。 

 

○産業建設課長 

 まず看板の件ですが、実は国の消費安全対策交付金という道が受けて町が委託金として使う形

になるんですが、こちらの部分については区域で指定された部分ということになっておりますの

で、町内全域という形にはならないのかというふうに考えています。 

 それから気象システムですが、今現在、上斜里総合施設の南東側にあるんですが、そちらの方

ですと畑の真ん中になってしまいますので、そちらの場所からは完全に撤去したいと。私どもと

しては敷地から外す形で別な場所を考えたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 ポテカなんですけど、この移設費用の 22万円、そんなに複雑な気象レーダーシステムじゃな

いです。以前は５地点からつける形で気象情報の収集という面でメッシュの部分を多くしたいと

いうことで本町もこれで前回のレーダー撤去の話があってつけたんですけども、もう少し利便性

のあるような設置とか費用だとかどうなのかなと思ったものですから、畑作農家の近くに現実あ

るんですけど、もう少し緩和的な何か共有電柱ができるのかできないのかというところ、ＮＴＴ

の関係もありますけどそこら辺検討課題として出来るか出来ないか改めて検討していただけれ

ばと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 実は以前あった気象システムに使っていた電柱をそのまま活用しまして、そこにつけたという

形の中で今あるものにつきましては委員おっしゃるように、それほど大きなものでありません。

観測磁器がついておりましてソーラーの電気の発電システムと電話機回線が受領した情報を飛

ばすための機械がついているというもので、それほど大きいものではございません。それで移設

費用が 10 万もかかるのかというご指摘なんですが、実際設置している会社の見積もりをとり

まして出ている部分と、これにつきましては電柱も一緒に動かせないかというお話もさせていた

だいたんですが、電柱についてはその委託会社でやると下請がかかってしまいもっと高くなると

いう中で電気屋さんの見積もりということで電柱と移設費用は別ということになっております。

利便性を考えてということですので、他の方法ということも考えられないわけではないんです

が、できれば今あるものを活用しながら移設ということで考えたところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。課長。 

 



‐23‐ 

 

○産業建設課長 

 私の方からですが、実は６月 19日から予定されております第４回の定例会でございますが、

こちらの方に産業建設課からの提出案件といたしましては、先ほど説明いたしました一般会計の

補正予算のほか、６月 16 日に入札執行予定であります北橋補修工事費及び清里外１地区農業

集落排水事業処理施設改修工事の２本の請負契約に関します案件が２件出ることとなっており

ます。またこの議案とは別といたしまして、清里農協さんの方で実施を予定しておりますコンバ

インの導入ですがこちらにつきまして、現在も農協さんと北海道の方でやりとりの調整が続いて

いるといった格好になっております。それでこちらにつきまして、計画の承認または割り当て内

示があり次第こちらにつきましても今後間接補助に係る予算の計上を行ってまいりますのでそ

ちらの方についてもよろしくお願いいたします。以上、２点お知らせでございます。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま課長の方から、お知らせという形でございましたけど何かございますか。よろしいで

すか。まず私の方からよろしいでしょうか。 

 先ほどのジャガイモシストセンチュウの関係なんですけれども先ほどの堀川委員の方から御

質問等がありまして啓発看板の部分で 10 ヵ所ほど少し大きめの物を立てるということで、堀

川委員いわくその当該地区だけじゃない方が良いんじゃないかということで、答弁としては助成

金なり何なりの関係上、その指定された区域でしかできませんという答弁だったんですが、町と

して考えていく時に、本来助成金があるからやりますではなく、自ら財政出動してでもこういう

啓蒙活動、啓発活動というのは大事なものなんじゃないかなと思いました。さっきの答弁でいく

と。出ている場所だけじゃなくて、出てからやってしまったら後手後手で遅いということで、出

る前から色んなことを考えてやっていくことが蔓延防止策でありと考えるのであれば国の補助

事業等を使うだけではなく、同時に一般財源からの財政出動をして他の地域にも立てるというこ

との検討する余地はないんですかということを聞きたいんですが。課長。 

 

○産業建設課長 

 委員長のおっしゃることはごもっともで、十分理解できます。それで、私どもこの予算を立て

た時に交付金なり委託金がありきという形でやっておりますので、話としてはそちらの部分を優

先した中で神威地区という形の中でやらせていただきたいという話でございますが、全町的に考

えた場合には例えば斜里、網走方面からの技術ですとか向こうの釧路管内の方からの入り口こう

いった所も必要ではないかという御意見はごもっともな話だと思います。 

 その中で、今は交付金ありきの委託金ありきの話で作らせていただいておりますが、中身検討

いたしまして財政当局とも話ししながら最終的に交付金を充てないでやれる部分があるかどう

かということで、再度話をさせていただきながら考えさせていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしくお願いいたします。産業建設課全般通して皆さま何かございますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 実態報告を受けたいんですけども、今年の春先、鹿の食害が非常に多いということで、先般も
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緑の方たちと懇談会をやった時に今年は非常に激しいというお話を伺っているわけで鹿の食害、

植付時期と重なった部分で非常に数が多くてかなり広範囲で害が出ていると。その実態把握をど

うされているのか。 

 あわせて協議会、JA ですとか農業関係団体ですとか昨日も猟友会の関係者とかとお会いした

んですけども、その猟友会を含めた関係機関の対策の会議とかそういったものが現在までの間と

られているのか、それとも今後とられるのか。その辺の実態の報告と対応について町としての動

き、関係機関との動き、わかる範囲でご説明願いたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 鹿の食害の関係についてございますが、確かに委員のおっしゃるとおり今年、鹿の食害が大変

多く出ているということでありますし、また猟友会の方も出動していただきまして捕獲頭数につ

いても従来の年よりも速いスピードで捕獲をしているという状況になっておりまして、今、鹿の

頭数で約 50頭位もう既に捕獲しているという形になっています。 

 委員のおっしゃるところの対策会議とかそういったものについては残念ながら今のところ開

いている形ではございませんが、そういった鹿の出没の情報がある度に、ハンターに要請をしま

して指導していただいているというところでございます。 

 今年につきましては神威地区なんですけれども、農協を通じて要請がありまして従来ですと広

がりのある土地につきましてはなかなか発砲が厳しいということで出来ないという話もあった

んですけども形状を見ながら猟友会の人たちと立ち会いをして神威の一部地区で発砲も可能だ

ということで見廻りを強化していただいているというような事例もございますので、そういった

部分で多少は手厚い部分で捕獲が進められているのかなと考えているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 非常に大変な思いをされているというふうに聞いておりますし、個別的対応は課長の御説明の

とおりしっかりとされていると思うんですけども、やっぱり全体的な部分で、特に斜里川、札弦

川周辺を含めた部分で今神威のお話もあったわけなんですけども、非常に激しい被害が生じてい

る中で、個別的対応とあわせながら農業関係機関 JA とか猟友会とか、きちっとした場において

今後の対策も含めて、たしか昨年等の一般質問等の中においても鹿対策関係について今後の方向

性ということに様々な検討をしていくこと答弁をいただいていたはず。 

 他の議員の一般質問の中でそういったことも含めて一般質問は一般質問で終わらせないで現

実的にこういった状況が生じてきていることを含めて関係機関等々も十分対応というものを行

政的にはやっていく必要性があると思いますので、その辺についての配慮を十分考えながら対応

を図っていただきたいとこのように考えます。 
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○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 ただいま委員おっしゃられたそういった中で十分関係機関とも協力しながらやらせていただ

きたいと思っています。中身的には 22日に猟友会、農協を含めまして話をする場を設けており

ますので、その中でまたこういったような話も協力依頼ですとかをしていかなければいけないな

というふうに考えているところでございます。 

 それから、昨年の一般質問の囲い罠とかを色々なものを検討できないかといったようなお話し

いただいたところでございますが予算の中でも触れさせていただいておりますが、鹿の誘引とい

うことを今年考えているんですが、知床財団ですとかエゾシカファームの意見を聞きながら進め

て行きたいというふうに検討中でございますが、色々と意見を聞きながら、前向きに考えている

ところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今は答弁いただいたようにしっかりと取り組んでいただきたい。あわせて先ほどの委員長から

シロシストのお話あったとおり、やはりすでに 50 頭を超える程度の狩猟があることについて

はさらに今後もということですから、必要な予算については当初予算にこだわらず、ある一定の

補正も含めて財源手当した中である一定の対応を行っていくという考えをもう少し前向きに行

っていただきたいと要望をいたしておきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 今後に向けて十分検討させていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 鹿の駆除でシロシストの関係で圃場に猟友会の方が…という問題も聞いたことあるんですけ

ど、その辺の対応というのはどうなっていますか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 
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○産業建設課長 

 ただいま委員おっしゃられていましたように、神威地区につきましては発生地区ということ

で、猟友会の皆さんも入るにはなかなか躊躇しているということでございます。それでなるべく

道路上からという形で考えているところと、例えばうまく倒せた場合につきましては農家の方々

の協力を得ながら外へ運び出すといったような形の中で、農協を通じて了解をいただいていると

ころでございます。 

 

○伊藤委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 配慮していただきながら何とか努力していていただいている現状ということでわかりました。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。それではこれで産業建設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 

 それでは大きな２番、意見書の検討についてお願いします。 

 

○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２件提出されて

おりますので、ご説明致します。議会事務局資料、意見書の検討について１ページをお開きくだ

さい。 

１件目は、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、郵送ですが、

関連団体として取り扱います。内容につきましては４ページをお開きください。 

この意見書は、毎年提出されておりまして、昨年と比較して趣旨の変更はありませんが、記以

下の２つめの項目の間伐、植林、種苗生産等を着実に進めるため、「森林の間伐等の実施の促進

に関する特別措置法」を延長し、同法に基づく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。この項目について間伐、から同法に基づくという

部分までの文言が付け加えられています。また、他の項目につきまして変更はありません。 

 次に５ページをご覧ください。２件目は、新たな基本計画における農村振興の強化を求める意

見書です。提出者は清里町農民連盟委員長、二俣清史氏で持参提出です。内容につきましては、

10ページをお開きください。記以下を読み上げて説明いたします。 

 １、農村地域で安心して暮らせる生活環境の整備に向けて、都市部と同等の医療・福祉・教育・

雇用・情報通信などについての十分な政策支援を講じること。また、基幹産業である農業への政

策として、農地の維持など日本型直接支払いの拡充・強化や地域社会の維持・活性化に繋がる新

たな政策支援を講じること。 

 ２、食糧安全保障の観点から、新たな基本計画で掲げる食料自給率目標（カロリーベース
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45％）が確実に達成できるよう、農畜産物の市販開放に歯止めをかけるとともに、国内農業の

精算並びに農村振興の強化など具体的な施策を講ずること。また、国内農畜産物の再生産に向け

た農業経営の安定化・所得補償の充実を図るとともに、災害に強い農業づくりに向けた十分な財

政措置を講じること。 

 ３、家族農業や農業法人など多様な農業が共存できる地域政策の充実を図り、次世代を担う新

規就農者や後継者などの育成・確保対策を強化するとともに、農村人口の維持や移住・定住促進

に向けた環境整備のための手厚い財政支援を講じること。以上ですが、６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 

 ただ事務局より意見書の検討についての説明を受けました。委員の皆様何かご質問等ございま

すか。 

 

○伊藤委員長 

 それでは大きな３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、７月４日水曜日、総務文教常任委員会終了後この会場を予定して

ございますので、よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 大きな４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 11回産業福祉常任委員会を終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

（閉会  午後 ２時 17分） 

 


