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第７回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年４月１０日（金） 

    開 会  午前 10時 29 分 

    閉 会  午前 11時 10 分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●保健福祉課 

  ①令和元年度一般会計補正予算専決処分について(保健福祉課所管分)  

 ②令和２年度一般会計補正予算について(保健福祉課所管分)   

  

●焼酎醸造所 

  ①令和元年度製品販売見込(速報)  

 

●町民課 

①令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第５号)専決処分について 

②令和元年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号)専決処分について 

③清里町税条例等の一部を改正する条例について 

④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 

 

 ●産業建設課 

  ①ジャガイモシロシストセンチュウ土壌調査の実施について  

   

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  古 谷 一 夫    委  員  堀 川 哲 男 

       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 

■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   

 ■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   ■町民生活Ｇ主査      藤森 宏樹 

■町民生活Ｇ主査      原田  了 

■産業建設課長       河合 雄司  ■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７回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

○伊藤委員長 

 まず、保健福祉課から始めます。保健福祉課の方から２点ほど提案がございます。説明よろし

くお願いします。 

 

○保健福祉課長 

 それでは保健福祉課からの２点、新型コロナウイルス感染症に係ります令和元年度の専決処

分、令和２年度の補正予算ということで担当寺岡よりご説明申し上げます。担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは補正予算の説明の前段としまして、新型コロナウイルス感染症に伴う社会福祉法人

補助について、要綱を制定いたしましたので説明いたします。資料につきましては、はじめに３

ページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症に伴う社会福祉法人補助要綱の要旨です。 

 １、制定理由です。世界的に流行する感染症拡大予防対策によって社会福祉法人が実施する

事業を休止した場合における対策費用を補助し、事業の安定を図るために制定したものです。 

 ２の制定内容につきましては、感染症拡大予防対策による事業の休止に係る費用のうち介護

報酬、国及び北海道の補助金等の収入を差し引いた額を補助するものです。 

 ３、施行期日につきましては、令和２年３月 26 日から施行し、令和２年２月 27 日から適

用いたします。 

 次の４ページをご覧ください。こちらは、新型コロナウイルス感染症に伴う社会福祉法人補
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助要綱となります。 

 第１条の目的につきましては、先ほど制定理由で説明したとおり新型インフルエンザ等対策

特別措置法の該当になった感染症拡大予防対策により、清里町内の社会福祉法人が実施する事

業を休止した場合に、対策に係る費用を補助し経営の安定を図るものです。  

 第２条、補助の対象につきましては、清里町の社会福祉法人が現に実施している事業で、事業

の休止期間に要する（1）人件費、（2）施設維持管理費、（3）感染拡大予防対策に係るマスク・

消毒液等の消耗品費、（4）その他、町長が定めたものとなります。 

 第３条、補助の基準です。基準額は休止に伴う費用のうち介護報酬、国及び北海道の補助金な

どを差し引いた額を全額補助いたします。 

 第４条、補助の申請につきましては、清里町補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱

に定めるものとします。 

 第５条は委任となっております。附則につきましては、令和２年３月 26 日から施行し令和

２年２月 27日適用としております。 

 それでは、令和元年度一般会計補正予算専決処分（保健福祉課所管分）について御説明いたし

ますので、資料は戻りまして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、社会福祉法人支援事業です。今回の補

正につきましては、先ほど説明いたしました要綱に伴いまして新型コロナウイルス感染拡大予

防のため事業を休止した社会福祉法人が行っている事業の中で、介護保険の介護報酬だけの収

入で事業を運営している事業所に、人件費、施設維持管理費、マスクや消毒液の消耗品の補助を

行うものです。 

 社会福祉法人清里町福祉会につきましては、デイサービスセンターの休止またはサービスの

縮小に伴う減収があり、国が行う小学校休業等対応助成金の制度の収入を差し引き、人件費等

を合わせまして 150 万円を計上いたします。 

 社会福祉法人清里町社会福祉協議会につきましては、訪問介護事業所、これはヘルパーさん

の事業者ですが、サービスの内容や回数の変更に伴い減収になりました。あわせて居宅介護支

援事業所こちらは要介護１から５までのケアプランを作成する事業所です。 

 地域包括支援センター予防支援事業所、こちらは要支援のケアプランを作成する事業です。

こちらの方は、ケアプランを作成しましてもサービス実態がなければ介護報酬は入らない仕組

みとなっておりますので、デイサービス等が休止することにより報酬が入ってこない状況とな

ります。こちらの方の人件費合わせまして 50 万円を計上しております。合計いたしまして、

社会福祉法人２件分 200 万円を計上するものです。財源内訳は一般財源となります。 

 続きまして、令和２年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について説明いたします。資

料は２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、社会福祉法人支援事業です。内容につきましては、令和元年度

の補正内容と同じになります。４月以降につきましては、清里町福祉会のデイサービスセンタ

ーにつきましては、事業を縮小しながら、サービスの提供を行っております。サービス提供時間

の減による介護報酬の減収が予想されております。そのため 100万円を計上しております。ま

た、社会福祉協議会につきましても訪問介護事業者のサービス内容の変更等による減収が予想

され 100万円を計上しております。合わせて 200 万円を計上しております。財源につきまし

ては一般財源となっております。以上で説明を終わります。 
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○伊藤委員長 

 担当の方から説明がございました。委員の皆さま何か質問等ございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 附則の部分 3 月 26 日施行で適用２月 27 日という文言をどう捉えれば良いのかと、もう１

つ前回の総務課、企画でもあったんですけど公布から期限をある程度限定して制定した要綱で

経済対策出たんですけども、この場合も期限は設けずに要綱で行くのかどうなのか、その２つ

だけお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず、２月 27 日の部分ですがコロナウイルスの関係で北海道の緊急事態宣言等も末にあっ

たんですけどもデイサービスの方が 27 日からデイケアも含めてお休みをしたところからスタ

ートしたいということで 27 日にしたということでご理解いただきたいと思います。 

 また、期限を設けずの要綱という形になっていますが、時々刻々と状況が変化している状況

でございます。令和２年度も 200万で実質補正をあげさせてもらってはいるんですけども、こ

れがまた状況が変わってくれば 6 月にも補正しなければいけない部分も出てくるかもしれませ

ん。という形で期限を設けていない現在の要綱となっておりますことを御理解いただきたいと

思います。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。 

 なければ、これで保健福祉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 

 それでは、焼酎醸造所を始めたいと思います。焼酎醸造所の方から１点報告がございます。所

長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは本日の提出議題でございます令和元年度製品販売見込についてでありますが、現在

数値の確定に向けて精査中でございます。確定前のものでありますので、口頭でのご説明とな

りますことをご了承願います。確定後の販売実績につきましては出納閉鎖後の６月以降の本委

員会にてご報告をいたします。 

 令和元年度の販売見込額でありますけれども合計９千 430 万円程度を見込んでいるところ

であります。平成 30 年の実績と比較しますと約 440 万円ほどの減少となる見込みでありま

す。主な販売内訳でありますけれども主力商品であります北海道清里樽 700ml につきまして

は前年比 1,100本減の３万６千円本でございます。北海清里 700ml でありますけれども、前
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年比 1,200本減の約１万３千本の販売というところになります。北海道清里原酒 700ml につ

きましては、前年比 170 本減の約 4,500本の販売となる見込でございます。 

 次に、流通の現況でありますけれども道内卸向けが 56％、道外卸向けは６％となります。町

内の小売向けにつきましては 24％となりまして、そのほか道内外小売で４％、一般消費者向け

で 10％となっております。令和元年度の焼酎販売状況については以上でございます。 

 最後に酒類業界の市況でありますけれども、ご承知のとおりコロナウイルスを原因とする昨

今の事情によりまして総じて売上の減少を余儀なくされている状況であります。特に飲食業の

低迷と、観光業の制限につきましては今後も引き続き売上に大きく影響するのかというふうに

思います。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま所長の方より令和元年度の製品販売見込の説明がございました。委員の皆様何か質

問等があればお受けいたします。よろしいですか。 

 それでは、焼酎醸造所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、町民課より４点ほど提案がございますので説明よろしくお願いいたします。課長。 

 

○町民課長 

 それでは、町民課からの協議・報告事項４件につきまして、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、4 月に開催予定の臨時議会にお諮りをす

る予定の案件でございます。 

 １点目、国民健康保険事業特別会計につきましては、３月実行補正予算において、いまだ確定

していなかった事業費につきまして専決処分により補正をさせていただくものでございます。

歳出では医療費等の確定に伴い、保険給付費が足りなくなることから増額補正と事業費の減額

をさせていただきたいと存じます。歳入では保険給付費の増額に伴い、道支出金の増額補正と、

事業費の減額に伴い、繰入金等の財源を減額致します。 

 ２点目、後期高齢者医療特別会計におきましても、事業費の確定に伴い、専決により減額補正

をさせていただくものでございます。 

 ３点目、清里町税条例等の一部を改正する条例と 4 点目の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１月 21 日の常任委員会において概要を説明いたしましたとお

り、令和２年度税制改革大綱に基づき、去る国会において地方税法等の関係法令が 3 月 31 日

に改正され公布されました。このことにより専決処分により条例を改正するものでございます。

詳細につきましては、担当者よりご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 議案の１ページをご覧ください。令和元年度の国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）
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の概要でございます。 

下の歳出より説明をさせていただきます。１款総務費については、事務費の精査により 14万

4 千円の減額でございます。２款保険給付費については、2 月診療分の概算による保険給付の

請求により 193 万２千円の増額でございます。 

上の歳入に戻ります。３款道支出金でございます。補正額 248 万 5 千円の増額でございま

す、そのうち普通交付金については歳出で説明させていただきました保険給付費の財源として

保険給付費等交付金として交付を受けることとなっています。この歳出の保険給付費の増額分

の補正を行うということでございます。 

また特別交付金については、市町村の国保運営、例えば収納率向上等の取り組みに対しての

交付金であります。交付金の見通しがついた分について 55 万 4 千円の増額でございます。 

 次に５款の繰入金でございます。補正額が 69 万５千円の減額でございます。内容としまし

ては、出産育児一時金繰入金が出生数の実績により 56 万円の減額、事務費繰出金が事務費の

精査により、13万５千円の減であります。 

 ７款の諸収入でございます。２千円の減額ということでございます。こちらにつきましては、

事業確定により、雑入を減額するものであります。補正額の収入の総額が 178 万８千円の増額

という形になってございます。補正後の予算で６億７千 824 万１千円とするものでございま

す。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 町民課の方から令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算の概要説明を受けました。委

員の皆様何かご質問等があればお受けいたします。何かございませんか。よろしいですか。 

 それでは２点目の説明よろしくお願いいたします。担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 議案の２ページをご覧ください。令和元年度の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の

概要でございます。下段の歳出より説明をさせていただきます。歳出につきましては、それぞれ

の納付金関係、各事業費等の精査によりまして減額措置を行っているものでございます。１款

総務費 20 万 9 千円の減額でございます。一般管理費、それから徴収費の実績に基づく減額で

ございます。 

 ２款の後期高齢者医療広域連合納付金、94 万１千円の減額であります。内訳は保険料の収納

の実績に伴い、後期高齢者医療広域連合に納付する保険料負担金を 14 万５千円の減額、保健

基盤安定負担金の実績により、41 万９千円の減額、事務費負担金としまして 37 万７千円の減

額でございます。 

 ３款の諸支出金は、歳出還付の実績により 11 万円の減額でございます。上の歳入に戻りま

す。１款後期高齢者医療保険料、こちらにつきまして補正額は 14 万６千円の減額ということ

であります。現在までの後期高齢者医療保険料の収入状況から鑑みましての減額補正をしてお

ります。 

 次に４款繰入金でございます。補正額が 100 万５千円の減額でございます。内訳としまして

は、実績により基盤安定繰入金を 41 万９千円の減額、一般会計繰入金の充当先であります歳

出の事務費負担金の減額、総務費の減額により、58 万６千円の減額であります。 
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 ５款諸収入でございます。延滞金の実績により千円の増額、歳出還付の実績により 11 万円

の減額でございます。補正額として 126 万円の減額という形になってございます。補正後の予

算で７千 131万９千円とするものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、担当の方より令和元年度後期高齢者医療特別会計補正予算について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。よろしいですか。 

 それでは３点目、担当説明よろしくお願いします。担当。 

 

○町民課主幹 

 それでは清里町税条例等の一部を改定する条例の概要について説明いたします。３ページを

ご覧ください。１、改正の趣旨につきましては令和２年３月 31 日に成立した地方税法の一部

を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い所要の改正を行うもの

です。２の主な改正内容は次のとおりとなっております。 

 １月の常任委員会で説明いたしました地方税法の改正内容に基づいております。なお項目な

どの括弧につきましては改正対象の条例を記載してあります。 

（１）清里町税条例の一部を改正する条例、第１条は町道民税関係といたしまして、①非課税措

置について、寡夫を対象から除き、ひとり親を対象に追加控除。②所得控除について、ひとり親

控除を追加する等の所要の措置、③給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合において、そ

の旨の記載を不要とする等の所要の措置、④公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場

合において、その旨の記載を不要とする等の所要の措置、次に、固定資産税関係として⑤調査を

尽くしても所有者が一人も明らかとならない資産について、使用者がいる場合には、使用者を

所有者とみなすことができる規定の新設、⑥登記又は補充課税台帳に所有者として登記又は登

録がされている個人が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に必要な事項を申告させ

ることができる規定の新設、その他⑦軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数の換算方式に

ついての見直し、⑧租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備、⑨肉用牛

の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限の３年延長です。 

（２）清里町税条例の一部を改正する条例につきましては、４ページをご覧ください。法人税に

おいて、通算法人ごとに申告等を行うこととすることに伴う規定の整理です。 

（３）は、清里町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例といたしまして、単身児童

扶養者を個人の町民税の非課税措置の対象に加える改正規定を削る等の所要の措置となりま

す。 

 なお（４）につきましてはその他規則等につきまして、法律等の改正に伴う条項ずれ及び今回

の改元対応について行います。施行日につきましては令和２年４月１日となっておりますが、

一部異なるものにつきましては、附則によって定めます。議会の提案につきましては、法律の施

行日が令和２年４月１日となっておりますので、専決処分後に承認議案として提出いたします。

以上、説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 担当より清里町税条例等の一部を改正する条例についての説明を受けました。委員の皆様何
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か質問等ございませんか。よろしいですか。 

 それでは、４番目の説明の方よろしくお願いいたします。担当。 

 

○町民課主幹 

 ５ページをご覧ください。清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要について

説明いたします。改正の趣旨につきましては、先ほどの町税の改正と同様に、地方税法の一部の

改正する法律等により所要の改正を行うものです。２の主な改正につきましては、次のとおり

で括弧につきましては対象の条例を記載しております。 

（1）の課税限度額の引き上げについては①基礎課税額の 61 万円を 63 万円に引き上げ、②介

護納付金課税額の 16 万円を 17 万円に引き上げるものです。なお、後期高齢者支援金等課税

額につきましては 19万で据え置きされます。 

（2）の軽減判定所得の算定基準の見直しにつきましては、被保険者数に乗ずべき金額について

です。①５割軽減を 28 万円から 28 万５千円に引き上げ、２割軽減を 51 万円から 52 万円

に引き上げるものです。なお、７割軽減につきましては 33 万円のまま据え置きとされます。 

 施行日につきましては令和２年４月１日からとなっておりますので、議会提案につきまして

は、先ほどと同様に専決処分後に承認議案として提出いたします。なお、令和２年度の健康保険

税につきましてはこの所要の法律後の額によって算定をしておりますので申し添えます。以上

です。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま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。それでは町民課本日４点、課長。 

 

○町民課長 

 一点、情報提供をさせていただきたいんですけれども、新型コロナウイルスの関係で口頭に

よりまして町民課所管分の情報提供をさせていただきます。現在、国や北海道で国保それと後

期高齢者の被保険者の方が万が一ウイルスに感染した場合、傷病手当を支給するために条例の

改正の提案を検討しているようです。傷病手当金というのはコロナウイルスに感染された方、

また感染が疑われる方、この方が仕事に行けなくなった時に支給される手当金でございます。

仕事をしていれば、本来もらえたであろう金額の３分の２を支給するものでございます。財源

は国費となっております。事業の詳細が道より下りてきまして道の条例等が改正され次第、こ

の傷病手当金の詳細の説明、それと補正予算の提案、条例が改正が必要であれば常任委員会等

に御説明をしたいというふうに考えてございます。 

 また、ニュース等でお聞きしているかもしれませんが、新型コロナウイルスの感染に伴い地

方税の納税が困難となった場合の徴収猶予の制度、また減免の制度等もございます。このよう

な納税相談を受けた場合には適宜対応していくと共に条例等の改正が必要となった場合には、

また常任委員会の方にお諮りをしたいというふうに思っておりますのでご報告をいたします。

以上です。 

 

○伊藤委員長 
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 本日、町民課の方から４点ほど報告がございました。さらに今コロナウイルスに関しての情

報提供もございました。それを含めた中で質問漏れ等はございませんか。よろしいですか。それ

では町民課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、産業建設課始めたいと思います。産業建設課より１点報告がございます。説明の方

よろしくお願いいたします。担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 それでは私の方からジャガイモシロシストセンチュウの土壌調査の実施について説明をさせ

ていただきます。土壌調査の日程でございます。４月 13 日月曜日から４月 24 日金曜日まで

平日の 10 日間で行います。対象地域は字神威地域全域となりますが昨年、抽出調査を行いま

した圃場は調査対象から除きます。それと斜里町の地区で清里町民が耕作している圃場につい

て調査いたします。検査方法については植物防疫所、北海道、清里町農協、清里町役場で編制す

る５班の調査班で、土壌採取を行います。採取した土壌については、筑波にあります植物防疫所

へ送付しカップ検診を行います。検査の結果は、約３ヵ月後の７月下旬から８月上旬に出る予

定となっております。来運地区において、発生の確認された清里町の生産者が耕作する圃場に

ついては全圃場調査を行いますが、日程については本年の秋頃に行う予定となっております。 

 続きまして、補正予算の予定でございます。ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に

係る費用につきましては消費安全対策交付金の対象となります。町が行う事業につきまして６

月定例会で補正予算を計上する予定としております。内容につきましては発生確認調査費用と

して、車両費用、蔓延防止広告啓発費用として、看板、パンフレット、ポスター作成費用、関係

機関団体との調整費用として旅費を計上する予定としております。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よりジャガイモシロシストセンチュウに関連する報告がございました。

委員の皆様何か御質問等ございませんか。よろしいですか。課長。 

 

○産業建設課長 

 ただいまのシストの関係ではございませんが、１点御報告をさせていただきたいと思います。

内容につきましては、清里町林産工業の関係でございます。町で伺っている状況につきまして

報告させていただきたいと思います。 

 ３月 26 日に清里林産工業山本社長より町長に対しまして電話がございました。清里林産工

業については令和２年４月末日をもって事業を停止し工場を閉鎖するという内容であり従業員

に説明を行うというものでございました。また、従業員 13 名こちらの方々の内訳といたしま

しては 40 代の方が１名、50代の方が１名、60代の方が 10名の方々につきましては、４月

末日をもって解雇するとのことであり、札鶴ベニヤ白糠工場への就労希望があれば相談に応じ

ますが、再就職の斡旋等は予定していないとのことでございました。 

 町長からは従業員に対するしっかりした説明と町のできることは可能な限り協力する旨を伝

えております。具体的な内容について改めて社長が説明に伺うとのことでございましたが昨日
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までに来庁はされておりません。以上、御報告といたします。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま産業建設課の方から清里林産工業に関連することについて今報告を受けました。何

か聞きたいことがあった場合聞いても良いですか。報告を受けたというだけでよろしいですか。

報告を受けたという形にします。 

 それでは、産業建設課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、４月 21 日火曜日この会場で総務文教常任委員会終了後行う予

定です。 

 

○伊藤委員長 

 大きな３番、その他何かございませんか。 

 

  ●閉会の宣告 

 

 ○伊藤委員長  

 それでは、第７回産業福祉常任委員会をこれで終わりたいと思います。御苦労さまでした。 

 

（閉会  午前 11 時 10 分） 

 


