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第１回産業福祉常任委員会会議録 

平成２４年１月３１日（火） 

    開 会   午前１１時３０分 

    閉 会   午後 ０時４５分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●産業課 

  ①パパスランド改修工事に伴う土地の賃借について 

  ②清里町コミュニティセンターの管理運営に関する協定書の改正について 

 ●保健福祉課 

  ①「清里町障がい者計画」について 

  ②「清里町障がい福祉計画」について 

  ③「清里町高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画」について 

 ●建設課 

  ①清里町公営住宅等長寿命化計画（案）について 

  ②ひまわり団地地域優良賃貸住宅（単身用）家賃の設定について 

  ③札弦クリーンセンターの運営管理について 

  ④その他 

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  村 島 健 二    副委員長  澤 田 伸 幸 

     委 員   田 中   誠    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  池 下   昇 

    委 員    前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○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     薗部  充    ■福祉介護Ｇ総括主査  野呂田成人 

 ■産業課長       斉藤 敏美    ■商工観光・林政Ｇ総括主査 進藤 和久 

 ■建設課長       古谷 一夫    ■上下水道・公住Ｇ主幹 岡崎  亨 

 ■建設管理Ｇ総括主査  清水 俊行    ■建設管理Ｇ主査    酒井 隆広 
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 ■建設管理Ｇ主査    山本 卓司 

 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長    柏 木 繁 延 

      主  任    鈴 木 由美子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１回産業福祉常任委員会を開催したいと思います。 

 

 

○村島委員長 

 町からの協議・報告事項ということで、産業課より２点出ています。説明お願いします。 

 

○産業課長 

 パパスランド改修工事に伴う土地の賃貸について、２５ページで説明申し上げます。パパスラ

ンドの改修工事につきましては、平成２４年度にパパスランド本体の建設工事並びに温泉ボーリ

ング工事などの事業を実施する予定となっております。また、現在営業しております施設につき

ましては、建設工事期間中も平常通り営業を実施する計画であります。このような状況から、既

存施設に訪れる来客者の安全確保と、パパスさっつるの営業に支障が起きないよう、工事現場と

既存施設とはフェンスなどで遮断して、工事現場に出入りする車両は石本知信氏の土地を賃貸し

て、道道清里止別線から出入りしてまいりたいと考えております。図面をご覧願います。石本氏

の土地は図面左側の太線で強調している土地で、地番は札弦町１８番４、地目は宅地、面積は９

７７．９２平方メートルで約３００坪でございます。賃貸期間は本年６月からパパスランド改修

工事が完了するまで。賃貸料につきましては、現在、神威地区の道路工事をしている業者に月額

２万５千円でお貸ししているとのことでありますので、この価格を参考にして石本氏と協議を進

めてまいります。また、石本氏の意向を確認することになりますが、土地売却の意向があれば、

札弦地域の実勢価格相当で購入していきたいとも考えています。購入することによりまして町の

土地が四角になり、今後イベント会場として、また出入り口などとして活用ができるものであり

ます。よろしくご協議願います。 

 次も続けて説明いたしますか。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○産業課長 

 続きまして、清里町コミュニティセンターの管理運営に関する協定書の改正について、２６ペ
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ージ～２８ページで説明申し上げます。清里町と商工会は、コミュニティセンターが建設された

平成１０年に、管理運営に関する協定書を締結しておりますが、今般、コミュニティセンターの

所有者でございます清里町商工会長から、建物の一部を観光協会の事務所として貸付することを

理事会で決定したので、協定書を改正したいとの報告が町にありましたので、議会にもその内容

をお知らせするものであります。それでは２６ページの新旧対照表で説明いたします。左側が改

正前、右側が改正後、アンダーラインが改正箇所となっております。第１条第２条１項は改正あ

りませんので省略します。第２条第２項、改正前の第４号、一般公共使用部分１,１１６．０６平

方メートルを、改正後の観光協会使用部分２３．４０平方メートルに改め、第５号を追加して、

一般公共使用部分１,０９２．６６平方メートルに改正します。第３条から第５条は改正ありませ

んので省略します。２７ページ、改正後の第６条第２項に「平成１０年１２月２５日付け協定書

を改正し、本協定書により管理運営を行う。」を追加します。協定書の本文、協定年月日、甲、

乙についての住所や氏名については、現行の内容に訂正するものです。２９ページの図面をお開

き願います。観光協会に貸付する場所をマーカーで示しております。１階中央の階段の奥に、喫

煙・休憩コーナーがあります。この場所を観光協会に事務所として貸付するものです。面積は２

３．４平方メートルとなっています。事務所としての移動時期は平成２４年４月１日からになり

ます。貸付する目的としては、商工会と分離することにより、ＮＰＯきよさと観光協会は観光情

報の発信やイベントなどの企画、山小屋の指定管理業務などを円滑に推進するために貸付するこ

とにしたと報告がありましたので、議会にお知らせするものです。以上、報告を終わります。 

 

○村島委員長 

 第１点目の、パパスランド改修工事に伴う土地の賃借について、２５ページについて何かござ

いませんか。 

 

○加藤委員 

 ここにあった休憩やいろんなスペースは、この辺りにただ椅子を置いて代替にするのか。その

辺の考え方、活用の仕方はどうするのか。今まで実際にあまり活用がなかったから、こういう形

でも良いという捉え方なのか。あるいは、これらの部分を他の方にきちっとスペース的に設けて

いくのか。 

 

○産業課長 

 コミットの観光協会に貸付する関係かと思います。あくまでも、コミットの建物所有者は商工

会です。商工会の方で内部協議を十分にされまして、この場所については喫煙室とか休憩室とし

ての利用があまりされていないと、利用される方が少ないという状況を踏まえて、この場所を観

光協会の事務所として貸付けることが望ましいという商工会の判断の下に、町の方に協定書の改

正のお願いがあがってきたということでございます。聞くところによりますと、自動販売機等に

ついては、近くの場所に移設をするという話を伺っているところでございます。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。 
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○勝又委員 

 パパスの関係なんですけども、機材の搬入とかはどの辺から入る形になるのか。 

 

○産業課長 

 図面では、石本さんの土地が台形状になっておりまして、場所的には図面でいきますと上の方

から入る形になります。石本さんの土地の上の方は町有地になっているのですが、皆さんもご存

じのとおり、線路の方に向かって暗渠状態になっておりますので、あまり線路の方に近づくと危

険があるということで、石本さんの土地を借地しながらそこを通って工事現場の方に入って行き

たいと考えております。 

 

○勝又委員 

 もう１点、売却の意向があれば購入するということですが、現在建物がありますからこれらは

片付けてもらって、購入するとなれば更地にした状態でということになるのですか。 

 

○産業課長 

 現在あります土地には、勝又委員さんからお話がありましたとおり、昭和５５年に建設されま

した４０坪程度の鉄骨平屋建ての当時工場として利用されていた建物がございます。あくまでも

本人の意向を確認した上で、建物については自分で処分してから手放すと言うのか、含めて買っ

て欲しいと言うのか、その辺もまだ本人に確認してございませんので、本人の意向を確認した上

で進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 

○加藤委員 

 そのことはそれで結構なのですが、もしその土地の売買が可能になった場合に、パパスのドッ

クランの位置が本当にこれで良いのかという問題もまた浮上してくるような気もするので、まだ

検討されていませんと言いながら、委員会に対してもしもそういうことがあればというような形

での報告があることは、悪い感触ではないと捉えるべきだと理解しますので、そう考えた時の有

効活用も十分に踏まえた上で進めていったら良いと思います。 

 

○産業課長 

 賃貸の部分につきましては、一度本人にお話しまして、お貸しできますよという話で、金額の

部分については今後の話でございます。売却の部分については、まだ本人とお話していない状況

でございますので、先ほど説明しましたように、もし購入することができるとなった場合につい

ては、今、加藤委員さんからお話がありましたように、ドッグランの場所や全体的な部分につい

ても、若干検討しながら進めさせていただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、産業課終わります。ご苦労様でした。 
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○村島委員長 

 それでは町からの協議・報告事項ということで、保健福祉課から３点ございますが、よろしく

お願いします。 

 

○保健福祉課長 

 それでは福祉課から、清里町障害者計画等の計画についてご説明いたします。清里町障がい者

計画、清里町障がい者福祉計画、さらには清里町高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画

につきましては、昨年４月２２日に開催されました第５回本委員会で、策定要綱より概要をご説

明いたしました。また、昨年１１月１８日開催の第１２回本委員会におきまして、１０月２４日

に開催しました、第１回清里町保健福祉計画策定委員会の協議内容と、１２月開催予定の第２回

の同策定委員会の協議事項をご説明申し上げました。その後、今月１６日に第３回の策定委員会

を開催し、それぞれの計画案が整いました。先週２３日には、岡本保健福祉計画策定委員会委員

長と稲垣副委員長から、町長に答申がございました。町では２５日より各計画のパブリックコメ

ントを実施しているところでございます。本日はこの各計画の答申について概要をご説明申し上

げます。担当より説明いたします。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは、清里町障がい者計画の答申概要についてご説明いたします。２ページ目をお開きく

ださい。 

 本計画は障害者基本法により、清里町における障害者のための施策に関する基本的な計画を策

定するよう、市町村に義務付けられている計画となります。１．計画の基本理念ですが、障害の

ある人もない人も互いに尊重し、ともに社会の一員として生きる喜びを感じ、より豊かに暮らす

ことができる地域社会の実現を図ることを基本理念としております。２．計画の基本的な考えと

位置付けにつきましては、（１）障害者のＱＯＬの向上、（２）人権の尊重、（３）全ての人々

の参加による地域づくり、（４）ライフステージごとのニーズに応じた施策の展開、（５）広域

的な取り組みの５項目としております。３ページ目をお開き願います。本町の障害者等の状況に

なります。（１）は身体障害者手帳の保持者数になります。平成２３年度身体障害者手帳の所持

者数は総数で２３４人となります。その２３４人を年齢階層別に表したのが（２）となり、約８

５％が６０歳以上の方となっております。４ページをお開き願います。ここでは、療育手帳の所

持者数を記載しております。平成２３年度で４１名の方が所持しております。年齢階層別では６

～５９歳まで平均して所持しております。５ページをお開き願います。ここでは、精神障害者通

院医療費公費負担制度の利用者を記載しております。平成２３年度で７４名の方が利用され、

（６）には病類別受療状況を記載しております。６ページをお開き願います。ここでは、精神保

健福祉手帳所持者を記載しております。平成２３年度は３４名となっており、４０歳以上が９０

％以上となっております。７ページをお開き願います。ここでは、特定疾患受給者証交付数を記

載しております。平成２３年度４３名の方が交付されております。８ページをお開き願います。

４．個別課題に対する施策として、１．１保健医療の充実、２．保育教育の充実、３．雇用・就

労の促進、４．生活環境の整備、９ページをお開き願います。５．社会参加への促進、６．福祉

サービスの充実、７．推進基盤の整備、の以上７項目を個別課題に対する施策としております。
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１０ページをお開き願います。清里町保健福祉計画策定委員名簿となります。１５名の委員によ

り３回の策定委員会を行い、１月２３日に答申を行っており、ただ今ご説明した内容が答申内容

となっております。現在１月２５日よりただ今ご説明いたしました本計画と、次に説明いたしま

す障がい福祉計画、高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画の答申内容をホームページや

役場庁舎・プラネット・保健センター・札弦センター・緑センターで公表し、パブリックコメン

トにより広く意見反映を行い、3 月までに計画を策定してまいります。障害者計画については、

以上で説明を終わります。 

 続きまして、清里町障がい福祉計画について説明を申し上げます。１１ページをお願いいたし

ます。本計画は障害者自立支援法により、清里町における障害福祉サービス、相談支援及び地域

生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を策定するよう、市町村に義務付けられている計画

となります。１．計画の基本理念ですが、障害者等の自己決定と自己選択権の尊重、３障害に係

る制度の一元化、地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制整備の３点を基

本理念としております。なお、平成２５年８月で現在の障害者自立支援法に替わり、障害者総合

福祉法（仮称）が施行されますので、必要に応じて見直しを行っていきます。２．計画の基本方

針ですが、障害者の地域生活への移行促進、企業等の連携・協働による就労支援の推進、ライフ

サイクルに応じた支援の充実、医療的ケアを必要とする在宅障害者への支援体制の充実、相談支

援体制の整備、障害者の虐待の防止対策、権利擁護の推進、共生型事業の推進、災害に備えた地

域づくりの推進の９項目となっております。３．地域生活支援事業につきましては、相談支援事

業、コミュニケーション事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター

事業、その他事業を実施してまいります。１２ページをお開き願います。この表は、国・北海道

・清里町が一体的に障害者を支援する体系をまとめたものです。以下、１３ページ～１５ページ

までは、北海道の指針及び本町の実態に基づき障害者サービスの目標値を定めてものとなってお

ります。１７ページにつきましては、先ほどの説明と重複しますので省略いたします。 

 続きまして、清里町高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画についてご説明いたします。

１８ページ目をお開きください。この計画は老人福祉法及び介護保険法により、今年度中に平成

２４年度～平成２６年度までの３カ年計画の規定が、市町村に義務付けられております。１．基

本目標ですが、清里町高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画の両計画は、心身ともに健

康で豊かな人生の実現に向け、高齢者の健康増進と介護予防・地域支援事業を推進し、福祉の充

実を図り、社会全体の活力向上を目指す具体的な目標を定めます。(１)基本方向は、介護・予防

・医療・生活支援・住まいの５つのサービスを一体化して提供する地域包括ケアの考えにより、

本町に相応しい体制の実現を図ります。(２)主要施策については、１．要介護・要支援状態の軽

減、悪化の防止、介護予防の推進、以下記載の９項目を推進してまいります。２．介護保険地域

支援事業につきましては、地域包括支援センター居宅介護支援事業所を社会福祉協議会へ移行し、

介護予防事業、介護予防普及啓発、包括的支援事業、在宅介護リフレッシュ事業を実施します。

３．は地域密着型居住系施設の許可を、制限することができる規定を定めるものです。なお、本

町の未利用の公共建屋を利用し、民間企業において地域密着型ではないケアハウス等の事業実施

希望があった場合、支援対策を検討していきます。１９ページをお開き願います。ここでは、本

町の人口及び被保険者の推計を記載しております。計画の最終年度である平成２６年度は人口が

４,２５０人、高齢化率３５％の推計となっております。２０ページをお開き願います。ここでは、

介護サービス量の推計を記載しております。表の一番右側、平成２６年度の６５歳以上人口は１,
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４８９人、内２６２人が介護認定を受け、その割合は１７．６％となります。介護認定者２６２

人の内、在宅サービス１５４人、施設サービス７７人、サービス未利用者３１人の推計となって

おります。（２）施設サービスの内訳ですが、同じく平成２６年度、特別養護老人ホーム４２人、

介護老人保健施設３５人の計７７人となっております。２１ページをお開き願います。ここでは、

介護サービスに係る総費用額の推計を記載しております。過去の給付実績により、国から示され

ている計算表をもとに算出しており、計画３年間の各種サービスの総額は１２億６,８５１万５千

円となり、後ほど説明しますが、介護保険料積算の基礎となる金額となっております。２２ペー

ジをお開き願います。ここでは、第１号被保険者の介護保険料の算定方法を記載しております。

先に述べました、人口推計、介護給付費等に国から示された補正係数等により、介護保険料が算

出されることになります。８．介護保険料の財源につきましては、左側の円グラフのとおり、５

０％を公費、５０％を保険料と決められております。その内訳は右側の表であり、公費の５０％

は国２５％、北海道１２．５％、市町村１２．５％となっております。保険料の５０％は、６５

歳以上の保険料が２１％、４０歳以上６４歳未満の保険料が２９％となっており、これ以外の財

源は認められず、もし会計が赤字になった場合は、制度開始時に国・北海道・市町村で積立を行

った、財政安定化基金から借入をすることになります。２３ページをお開き願います。ここでは、

本町の第５期介護保険料の算出金額を記載しております。２１ページで申し上げた総費用額が

（１）標準給付費に記載しております。（２）が第１号被保険者の保険料算出表となります。第

５期では、第４期で第７回段階であった階層を、所得中間層の軽減を図るため、第３階層と第４

階層をそれぞれ２段階にわけるよう、国からの指針で示されております。本町としても中間層軽

減の観点から、第５期計画では９段階に細分化する方向で計画をしております。最終的に補正係

数等により算出した保険料額は４,４５５円となり、第４期保険料３,９６０円と比較し４９５円の

増額となります。なお、保険料につきましては、現段階での数値となっており、まだ示されてい

ない係数等がございますので、今後増減する可能性があることをご理解願います。２４ページに

つきましては、重複いたしますので省略させていただきます。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 保健福祉より①から③まで説明がございましたが、時間がちょっと延長されるような形になり

ますが続行いたしますので、ご理解のほどよろしくお願いします。何かございませんか。 

 

○勝又委員 

 あまり知識がなくて申し訳ないのですが、１８ページの下の方の「本町の貴重な資源である自

然のもと、未利用の公共建屋を利用し、民間企業においてケアハウス等の事業実施希望があった

場合」といったことが書かれているわけでありますけども、うちの町ではこれ以上の施設となっ

た時に、介護保険料に跳ね返ってくると。なぜかと言うと、入所者の住所がうちの町の居住の人

間になる。それがカウントされるという部分では、本来であればちょっとおかしな制度で、入所

した市町村のカウントにならなくちゃいけない。施設に入ればうちの住所の住民という形で、そ

れが影響してくるのかなと。そこら辺の部分はどうなんでしょうかね。将来的におそらく法律の

改正でもなければ、ずっとそのまま付きまとうという部分がありまして。もしそのことを謳った

としても、事業実施がされれば介護保険料に跳ね返るという仕組みは変わってこないのか。その

辺ちょっとお聞きしたいと思います。 
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○保健福祉課長 

 施設については介護保険料に影響が出るということでございますけれども、ケアハウスと言う

のは、軽費老人ホームに規定されるものの１つでございまして、これについては住所地特例が認

められるということでございまして、いわゆるグループホーム、地域密着型と言われております

グループホームですと、住所地の者しか利用できませんということになりますので、保険者が全

部負担しなければいけないのですが、これは住所地特例が認められます。さらには、基本的には

介護保険の給付が無くても利用できるということになっておりますので、この辺を検討していき

たいという計画でございます。 

 

○池下委員 

 ２３ページの月額保険料４,４５５円で、現在は３,９６０円だと。この上げ幅が４９５円なので

すが、確か国の方で厚生労働省の試算で１千円以上上げないと難しいと報道されていたはずなん

ですよ。それで、今現在で４９５円の試算なんですけども、試算的にどうなのでしょうか。こん

なもので大丈夫なのかなという気がしているのですが。 

 

○保健福祉課長 

 介護保険料に影響するのは、介護給付がどれほどあるか。それをどう見込むかなのですが、高

齢者数は第５期総合計画から見ても数は変わらないだろうという見込みです。当然ながら住民の

数は減りますので、分母は小さくなりますので、高齢化率は上がっていくと推計はしております。

そういったところでいきますと、介護給付の方も若干の伸びがあるということで、介護保険料は

５００円近く上がるということになりますが、一方で今回、２３ページの下から６番目の所に、

財政安定化基金取崩交付金というのがございます。財政安定化基金というのは、先ほど野呂田の

方からもご説明しましたように、介護会計が赤字になった時に借入をするための基金であります。

北海道が管理をして積立ててございますが、今回、厚労省の試算では５,２００円前後になるので

はないかということで、こういった基金を取り崩して５千円程度まで抑え込みましょうというこ

とでしたので、その分が４４８万９千円、北海道の指示でございますが、取り崩して保険料に入

れますよということですので、それでもって２百数十円程度引き下げになっているということで、

今回の４,４５５円という試算になってございます。 

 

○池下委員 

 それでは２０ページの施設サービスの利用者数のところなんですけども、２３年度からずっと

７７名で伸びが無いんですよね。町内からの施設利用者を今後増やさないという考えなのですか。 

 

○保健福祉課長 

 現状の入所率を継続するということで計画をさせていただいております。ここを大きく伸ばし

ますと、当然ながら介護保険料はどんどん上がっていくということになりますので、現状維持と

いうことで計画をさせていただきました。 

 

○池下委員 



 

- 9 - 

 （１）の要介護認定者数の推計の在宅サービスなんですけども、平成２２年度～２６年度にか

けて３５人増えているんですよね。入所者数の方はそのままでありながら、在宅を増やすという

のは、介護保険料を抑え込むのに意図的にこうしているのかなと見えるのですが。 

 

○保健福祉課長 

 介護サービスの形態の中で、ショートステイというのが在宅サービスに含まれます。それで、

平成２３年からの実績と２４年以降の計画での在宅サービスの伸びでございますが、恵尚会にお

きましてショートステイを開始しておりますので、ショートステイでの給付が増えるということ

で、その分を見込んでおります。 

 

○池下委員 

 恵尚会の方でショートステイをやっているのは私も知っておりますが、９月の一般質問でもし

ましたけども、本来的には入院施設であるべき施設だと私は思っています。現在はショートで使

っているっていうのが実態なんですけども、この数字を見て、施設と在宅のやり方というのは国

でも理想としている部分があるのだけども、どうしても田舎だと自宅で介護を受けるというのは、

なかなか難しいと思う。特にこんな田舎ではやれないというのが実態だと思うんですよ。自宅で

は。だけど、どうも町内からも施設入所というのは制限されているように見えるのですが、そう

いう状況で、特養や老健は経営的にどうなのでしょうか。成り立つのでしょうか。 

 

○保健福祉課長 

 ショートステイにつきましては、現にある施設を利用するなということにはなりませんので、

現にそこのショートステイを町民の方は利用されておりますので、それを見込んでいかないと介

護会計が成り立ちませんので、当然見込ませていただきました。それから、それぞれの施設の経

営につきましては、常に満床状態が続いておりますので、利用率の部分では十分であると思いま

す。今回、２４年を迎えまして、介護保険の単価改正がございますので、その辺の影響等につき

ましては、２５日に最終の単価改正について国から示されたところですので、ちょっとその辺の

影響は見ておりませんが、利用率というところでは、今後もほぼ１００を維持するものと思われ

ます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

 無いようでしたらこれで終わりますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○村島委員長 

 それではこれで終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 建設課の方から①から④について、説明お願いします。 

 

○建設課長 
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 なるべく簡潔に内容の方をご説明したいと思います。現在進行中の計画、さらには課題等につ

いて、所管委員会にご報告申し上げ、ご協議させていただきたいと考えてございます。 

 まず１点目の、公営住宅等長寿命化計画（案）について、２９ページをご覧いただきたいと思

いますが、本件につきましては、平成１５年３月に策定いたしてございます、町営住宅のストッ

ク総合計画を包括して修正、見直しを行っていく。当然７年経過してございますので、実態にそ

ぐわない部分もございます。そういったものも見直した中において包括したものとして、今回の

３月定例会前に一応形として完成をしていきたいと考えております。考え方の方向としては、予

防保全的な維持管理プラスさらなる耐久性の向上を図った中において、全体的なライフサイクル

のコストの削減につなげていく。また、高齢化に伴った高齢者の居住の安全確保といったことや、

国の制度の中で交付金制度が変わりますので、こういった計画を立てなければ平成２５年度以降、

社会資本整備の交付金が公営住宅の建築、さらには改修に対して交付されないといった状況もご

ざいますので、そういったことをにらみながら、全体的な見直しを図っていきたいと考えてござ

います。具体的な内容については、担当の主幹よりご説明申し上げますが、次のページの要点の

み説明申し上げたいと思います。当町における課題と方向性の整理の中で、特に民間の賃貸住宅

が無い中、公営住宅への依存が極めて高いという実態。さらに、人口減少でさらに高齢化してい

く中、建築年の古い住宅がかなり劣悪な状況の中で改善をしながらも残っている。そういった中

での一部住み替えという形で、長寿命ストック計画でやってきております。ただ、家賃がかなり

上がっていくという中で、実態的にはここ７年間で住み替えが進まないという実態を踏まえた上

で、次のページでございますが、抜本的な見直し、特に第５次総合計画の中で一定の方向を出さ

れておりますので、それを踏まえた中、今後建築していく全体戸数の見直し、建築戸数の見直し、

さらには古い住宅の修繕、改善を積極的に取り組んでいく。さらに空き家住宅については、取壊

しの方向にいく。さらに建築主体が鉄筋コンクリートを主体としてございますが、第５次総合計

画では木材の使用も検討していくべきだという方向も出されておりますので、今後、この長寿命

化計画の中におきましては、木造の住宅を念頭に、設計や取り組みを進めていきたいと考えてお

ります。やはり地域実態に対応した方向性を、今般の計画で整理する中において、公営住宅政策

そのものについては、本質的には社会保障制度としての公住でございますので、そういった形。

さらに町の今後の計画の中において、全般的には住宅政策の整合性といったものを取ってまいり

たいと、かように考えてございますので、よろしくお願いいたします。具体的な計画の現段階に

おける原案の概要については、担当の主幹よりご説明申し上げます。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 それでは私の方から、ご説明をさせていただきます。議案の３０ページからご説明をさせてい

ただきます。建設課長と重複する部分がございますが、現在の公営住宅計画策定に係る現状と方

向性の整理ということで、３０ページの別紙１は４つの区分で整理をしています。１つ目が、清

里における住宅の状況ということで、人口と世帯が減少している中で、高齢者単身・夫婦２人世

帯が６割を超えている。また新築の個人住宅、給与住宅の建築が停滞、減少し、民間借家が無く、

公営住宅への依存率が高い。空き家についても、清里市街地におきましては高齢者世帯等の町外

への離町、また札弦・緑については急激な過疎化傾向。また放置空き家が増加しているという住

宅の状況になっています。２つ目、公営住宅等の状況ですが、現在公営住宅は２５１戸、特公賃

住宅が１３６戸、合計３８７戸という公営住宅の管理棟数になっております。建物については、
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（１）で掲載をしておりますが、５６年以前に建てられた耐用年数を経過している公営住宅は１

３８戸で、５割を超えているという状況になっています。現在、公営住宅のストック計画によっ

て、はごろも団地に続くひまわり団地、これを計画的に整備している。また、古い公営住宅につ

いても緊急経済対策などで、屋根、窓、水回りといった所を年次的な修繕をかけているという状

態になっています。（２）といたしましては入居者の状況であります。公営住宅の環境悪化と管

理の困難性という形で、古い公営住宅では庭木の植え込み、個人造作物の占拠、こういったとこ

ろでかなり管理が非常に悪くなっている。また、単身住宅、共同住宅の管理の困難性ということ

で、無関心、自治会機能の低下といったようなことも見受けられます。また、入居ルールの形骸

化という形で入居者ルール、ペットはだめです、駐車場は１人１台です、外回り共同スペースは

共同管理をしなさいという形で、私どもは定期的に管理・指導をしておりますが、なかなかそう

いったようなところも守られていない実態が見受けられます。公営住宅の建替と需要につきまし

ては、古い公営住宅に入っておられる方の高齢化によりまして、新しい住宅へ住み替えなさいと

いうことですが、実際的には経済的な困難性を伴っているという実態にあります。単身の住宅需

要につきましては、昨年の１１月、１２月は単身住宅の空き戸数がありましたが、年が明けまし

てからは単身住宅の応募がありまして、現在空き戸数は無いという状況になっております。公営

住宅の建築コストにつきまして、ＲＣ２階建て、またここ最近ではオール電化、こういったよう

なところで建築コストがかなり高額になってきているという状態にございます。大きな３番目、

現行の住宅施策及び公営住宅整備の状況でありますが、個人住宅については太陽光の補助、住宅

リフォームの補助、さらには定住団地の整備、１期、２期に続いて現在新町定住促進団地という

形の中で住宅施策が進められております。公営住宅におきましてはストック計画に基づいて建替

整備といった整備を行っている形でございます。大きな４点目、公営住宅整備及び管理に係る全

体的な検討課題でございます。これについては、公営住宅需要の実態に即した建替・修繕計画と

維持管理計画の策定という形の中で、清里地域におきましては麻園、水元第２団地の用途廃止、

これらに住まわれている方々の住み替えといったようなところ。その他、麻園第２、羽衣第２、

上斜里、水元、野川団地の改修と移転集約。また、特公賃住宅等の建設と修繕計画。こういった

ところが検討課題となっております。札弦におきましては札南と札進の団地がありますけれども、

この団地の建設修繕の計画。これについては団地を縮小、また団地を集約といった総体的な検討

課題があります。緑におきましては青葉団地。札弦と同じように団地の縮小、整備の内容、こう

いった検討課題があります。また（２）といたしまして、高齢者世帯の低所得の方が大きな経済

負担が生じない形で住み替えできる施策・手法の検討課題。また、良質な住環境を保持するため

の管理対策の実行。これら今現在の課題と方向性を整理する中で、３１ページの長寿命化計画（案）

という形で整理させていただいております。３１ページでご説明させていただきます。長寿命化

計画は平成２４～３３年度までの１０年間の計画期間となっておりますが、本町におきましては、

公営住宅の棟数も多く、この計画期間で修繕の部分が収まりきりません。このため、計画とは切

り離し、構想期間を３６年度と書いておりますが、３８年度までを構想期間という形で計画を策

定していきたいと考えております。この基礎となります人口・世帯でありますが、第５次総合計

画の平成３２年人口推計４,２００人、これをベースとしながら管理戸数などの設定をさせていた

だきたいと思っております。これによりますと、平成３３年管理戸数３３０という数字が出てま

いります。今現在３８７戸管理しておりますが、平成３３年・３３５戸、平成３８年・３２５戸

で長寿命化計画案を作っているところであります。現在の公営住宅の状況と判定でありますが、
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１次判定におきましては経年経過というようなところで判定しております。２次判定におきまし

ては１次判定の結果を基に、躯体の安全性、居住性の観点からどのような形で今後修繕をかけて

いくのか。こういったような手法を判定しております。３次判定におきましては１次・２次の判

定を基にした総合的な検討を行って、最終判定を行っているということで、後ほど別紙３により

ご説明を申し上げたいと思っています。３つ目、この判定結果等に基づく事業の実施計画であり

ますが、別紙４で後ほど一括してご説明をさせていただきます。建設３８、用途廃止１１０、改

善等２２５といった数字になります。低所得者向けの住宅といたしましては、清里地域につきま

しては羽衣第２団地は用途廃止によって、低所得者向けの町有住宅としての管理を視野に入れな

がら計画を作っております。札弦地域におきましては、札南、札進団地の規模を縮小する中、個

別改善をしながら住宅を確保していきたいと思っております。緑、青葉地域におきましても、個

別改善によって住宅を確保していきたい。こういった考え方でございます。なお、建築に係る整

備水準につきましては、北海道で示されている指針に基づく整備水準を基本としながら本町の地

域特性を活かした対応という形で、住宅の規模については１ＬＤＫが５０平米、２ＬＤＫが６５

平米、３ＬＤＫが７５平米程度。住棟の構成についても、環境に調和したデザインとする中、平

成２６年から木造平屋建てを検討してまいりたいと考えております。続きまして、３２ページに

つきましては、先ほどの現在の公営住宅の判定結果でございます。これにつきましては、３３ペ

ージの住宅の整備計画一覧と重複する部分がありますので、３３ページの別紙４を中心としなが

らご説明をさせていただきたいと思います。この表の見方でありますけれども、公営住宅、特公

賃住宅ごとの団地ごとの年度別計画となっております。表の左側から順に団地の名称、平成２３

年１２月現在の管理戸数、単身住宅の戸数、入居の状況、空家の状況、現在の公営住宅の家賃の

設定単価、そして計画の概要の部分が別紙３と重複します。この中で将来の修繕、用途廃止、建

築と分かれております。これに基づいて、年度ごとの実施計画表を作っております。平成３３年

までを計画期間、３４年から３８年までを構想期間として整備をし、一番右側の計画期間の計と

して、平成２４年～３３年までの計画期間のそれぞれの合計を載せております。まず、上斜里団

地からご説明をさせていただきますが、上斜里団地は１２戸全て修繕という形の中で、平成２７、

２８の２カ年間で修繕事業を入れてまいりたい。羽衣第２団地につきましては、平成３３年に用

途廃止で、町有住宅の管理に移行するという形で整理をさせていただいております。麻園団地は

２４年・６戸取壊し、平成３３年・１０戸取壊しということで、麻園団地につきましては、平成

３３年で管理戸数が無くなるという形でございます。麻園第２団地につきましては、新築の１２

戸、取壊し１８戸、木造住宅８戸については改善をかけていくという形で、平成３３年では４０

戸の管理棟数になるという形でございます。水元第２団地、平成２６年から４年間に渡って１６

戸全てを取壊すという形で、管理戸数はゼロとなります。野川団地１４戸ありますが、２９、３

０の２カ年で全戸改修を行うという形で、改修の中身としましては計画概要にあります、主に外

壁、屋根の部分です。お風呂の付いていない所は併せてユニットバスの整備を行う形になってお

ります。さくらんぼ団地につきましては、４３戸という大きな団地ですので、一気に整備をする

形にもなりません。現状を点検する中、平成２６年から５年間に渡って、まず最初に壁を行う。

３１年～３５年にかけては屋根の改修を行う計画でございます。はごろも団地につきましては、

まだ出来上がったばかりですので、この１５年間の中に具体的な修繕計画は出てまいりません。

ひまわり団地につきましては、現在平成２４年、新年度でありますけれども４戸建築予定、２５

年同じく４戸建築予定、２６年以降については１０戸建築予定という形の中で、２６年以降につ
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いては木造を視野に入れながら検討をしていきたいという考え方でございます。札南団地につき

ましては、１６戸の内８戸を取壊し、８戸を改修をするという考え方でございます。札進も同じ

く１６戸中８戸を取壊す、８戸改修という形でございます。また札弦につきましては、札南、札

進、線路を越えた札弦峠よりの道路という形になっておりますが、札弦市街地の方に新たな団地

８戸を建設計画という計画を作っております。２６年、３０年、それぞれ４棟ずつという形で考

えております。青葉については、現在２０戸ありますけれども、８戸取壊し、残った１２戸につ

いては改修事業を入れながら、平成３３年時点で１２棟の管理という形で考えているところであ

ります。特公賃住宅等につきましては、まだ出来上がって日が浅く、耐用年数の経過期間内とい

うこともありまして、それぞれが改善によって維持管理をしていくという計画でございます。こ

れによりまして、平成３３年度では建築が３８棟、改修事業が１６３棟、取壊しが７４棟、用途

廃止を入れますと９０棟になります。管理戸数が３３５戸という形になります。構想期間を入れ

ますと、平成３８年の管理戸数は３２５棟という形で整備計画を作り上げているところでござい

ます。以上、簡単でありますけれども資料の説明とさせていただきます。 

 

○建設課長 

 ただ今担当主幹から説明したとおり、当町における今後の長寿命化という中で、第５次総合計

画の中で何点か謳われているものについて、具体的な計画を織り込んだ中においての見直し、そ

ういったことを図っていきたい。ただ、現実的に非常に高齢の方が、公営住宅にお住まいになっ

ているという現実を見据えた中において、修繕を含めた改善といったことについても今後積極的

に取り組んでいきたい。また、全体的な経費のコントロール、こういったことも当然必要になっ

てくる。ただ、公営住宅そのものについては、社会福祉制度を前提とした部分での低所得者に対

する住宅の提供、こういった性格も持っていますので、そういったものをしっかりと根底に据え

た上で、一方、町全体としては、振興対策上、住対策としてどうあるべきかということもありま

しょうから、今後全体的な総合計画の推進の中で、こういった２つの観点から事業が円滑に進め

るよう進めていきたいと考えてございます。また、計画については、あくまでも計画でございま

すので、年度年度その実態に応じた見直し、そういったものを講じながら進めてまいりたいと、

かように考えてございますが、最終的な案につきましては、３月の定例会前の所管委員会に、全

体計画を計上させていただきたいと、かように考えおりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

○村島委員長 

 ①の清里町公営住宅等長寿命化計画（案）について、２９ページから３３ページでの説明があ

りましたが、質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 次のひまわり団地について、口頭説明をお願いします。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 それでは、ひまわり団地地域優良賃貸住宅（単身用）家賃の設定の関係でございます。これに

つきましては、本年２月１０日、現在建てられております単身向け６戸が完成いたします。工事

完成後、速やかに検定を行い、町の管理という形で管理を開始いたします。家賃につきましては、
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公営住宅法に基づきまして算定をした、第５階層・２万４千円という形で設定をしているところ

でございます。以上、簡単でありますけれども、ご報告に代えさせていただきます。 

 

○村島委員長 

 次、札弦クリーンセンターの運営管理について、お願いします。 

 

○建設課長 

 札弦クリーンセンターの汚泥の関係について、ご報告を申し上げます。本施設につきましては、

平成１２年度に基本設計を行い、その後１３年度に実施設計、１４年度に建築本体設備工事を行

い、平成１５年４月から稼動しているわけでございますが、決算委員会や予算委員会において、

何回かご質問をいただいた中において、当初計画した処理能力を発揮していないと。また、機械

においてもトラブルが発生しているという経過の中で、丸９年を経過してございますが、当然こ

の施設につきましては、札弦の農業集落排水施設の計画変更を行った上で、永続的に発生してく

る清里地区、また札弦地区の農集排の汚泥の迅速かつ安定的な処理といったものや、さらに建設

当時でございますけれども、平成１２年度に廃棄物処理法の改正が強化されたという中において、

一般廃棄物となる汚泥についての適正処理、こういったものを進めていく必要がある。さらには、

リサイクルという形の中でできる限り農地還元による有効活用、さらに清里地区で稼動した段階

におきまして、普通肥料として農家の方に受入れをしていただいておりましたけれども、水分の

含有率とか冬期における運搬、保管、こういったものが非常に困難性を伴う。そういった中で先

ほど申し上げたように、永続的に発生する汚泥の安定的処理、こういった中で、平成１５年から

進行しながら現在に至っているという経過がございます。全体的には、設備経費について約５億

強、２分の１が国の補助金、さらに残りの４０％については起債といった中で今日まで至ってい

るわけですが、現時点において非常になかなか運営について苦労している、こういった実態にご

ざいます。現在、実態的な運営としては、週１回にそれぞれ投入作業を行っているわけでござい

ますけれども、なかなか施設の委託業者ではできないという中で、現実としてはプラントの建設

事業者から週１回２名の技術者の派遣を受けるとともに、水分調整剤とか発酵促進剤などの物を

使いながら施設を運転している、こういった現状にあります。現在まで平成１５年に施設が完成

をして、引渡しを受けながら現在に至っているわけでございますが、完成当初から発酵が十分に

進まない、そういった課題が発生し、１年後の平成１６年４月には、先ほども申し上げましたよ

うに、含有率調整のための副材としてコンポストを投入していくとか、機械の改善、改修を行っ

ていく。さらに併せて、先ほど申し上げたとおり、プラント建設事業者の協力を得ながら作業員

２名の派遣、専門的な技術者を置きながら現在に至っている、そういった状況にございます。今

後、新年度から１０年目を迎えるところでございますが、現在のコンポスト製造に係るものにつ

きましては、先ほど申し上げたとおり、水分調整剤を入れたりとか、発酵促進剤を入れたわけで

ございますが、当初、札幌市の下水道のコンポストを水分調整剤で入れてございましたけれども、

そういったものについても、札幌市においてコンポストの製造が中止になったという形の中で、

水分調整剤を他から買い求めなければならないということで、山形市のコンポストを水分調整剤

で求めてきたところでございますが、そういったものについても、今般の地震の関係の原子力の

事故で、発生汚泥等については流通をさせてはいけないという中で、そういった副素材としての

コンポスト剤、水分調整剤の入手も非常に困難になってきたという現在までの経過とか、さらに
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今言ったような諸般の事情、こういったことを考えた場合について、やはりしっかりと今後の方

向性といったものを、行政責任として検討していく時期にきているのではないかと考えてござい

ます。施設そのものについては、建物については鉄骨造でございますが、機械そのものについて

は、プラント施設については耐用年数も近づいている。そういったことも踏まえて、今後どうい

った形でこの施設の運用を進めていくのかを考えていかなくてはならない。そういった中におい

て、今後の運営の方向性としては、近々の対応としては平成２３年ももう冬場に入ってございま

すし、２４年度におきましては、副素材的な水分調整剤が入手することが非常に困難であるとい

う実態の中において、従来一般町民に販売しておりましたコンポストにつきましては、今年度に

ついては販売を中止し、水分調整剤として還元しながら、２４年度のコンポストの製造に使わせ

ていただきたいと、かように考えてございます。また、発酵が非常に進まないということがござ

いまして、副素材を入れないことによっての製品の劣化もございますので、加温措置といったも

のも加えてやっていく。さらに一部、全体的に年間を通じて処理しきれないものについては、清

里の汚泥につきましては、普通肥料の資格を取ってございますので、直接的な堆肥として農地還

元、こういったものを並行しながら、当面は２３年冬期、２４年度冬期は進めていきたいと考え

てございます。また、将来的、長期的な対応の検討といたしましては当然、汚泥の処理量が計画

値からかなり低いといったものや、施設そのもののプラントの方、機械の方については耐用年数

がきてございますので、それを更新するとなると多額の費用が生じるわけでございますので、費

用対効果、さらには特別会計のぎりぎりの状況でやってございますので、そういった観点から、

実態的、合理的対応、こういったものを比較検討していく。その中において施設の改善が必要な

のか。コンポスト化していく手法の見直しが必要なのか。さらには直接的に堆肥としての農地還

元といったものを組み合わせることが必要なのか。さらには３町のし尿の中で検討されておりま

すミックス事業も今後の動向として視野に入れながらやっていくのか。そういった観点から２４

年度以降、内容的なものについて、行政当局としては検討を加えさせていただきたいと考えてご

ざいます。また、この施設につきましては、先ほど申し上げたとおり５億強の資金を投入してご

ざいますし、国の補助金、さらには補助金の裏は起債という形でございますので、一定程度の制

度の縛りがあるという前提に立ちながら、そういったものに対する行政的な対応もしっかり視野

に入れた中、今後のあるべき方向を我々としてもしっかりと内容的に精査しながら検討し、さら

に適時、所管の委員会にもご報告・ご協議申し上げていきたいと考えておりますので、ご理解を

賜りたいと思います。 

 

○村島委員長 

 今、説明がありましたが、質問があれば。 

 

○畠山総務文教常任委員長 

 申し訳ないですが、委員外ですが発言してよろしいですか。 

 

○村島委員長 

 どうぞ。 

 

○畠山総務文教常任委員長 



 

- 16 - 

 今まで私が議員になってから、あの施設は大変すばらしいものだと説明を受けていた。そして、

何とかうまく行っていますよという話でずっと来た。それが急に今頃になってからだめでしたっ

て。これはないでしょう。今までの説明は何だったのか。これから協議しましょうと言うのはど

うなのか。担当になって日が浅いところ申し訳ないけども。 

 

○村島委員長 

 今の件について、答弁を。 

 

○建設課長 

 過去における、委員会の報告・協議、そういったことについても、昨年５月に私ども担当も含

めて事務引継ぎを受けたわけでございますが、十分な説明、報告がなされていないと言う、畠山

委員長のご指摘でございますけれども、そういったことを念頭に置きながら、今後のあり方とい

う現実的な問題もありますので、なぜそういった経過にあったかということについて、行政その

ものについては、担当者がかわろうが、担当課長がかわろうが、継続的な責任は町民に対して負

うわけでございますので、それを肝に銘じながら今後２４年度の中において、できる限りしっか

りと所管の委員会にも報告をさせていただきながら、課題解決の方向に向けてぜひお力添えをい

ただければ大変ありがたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○村島委員長 

 今の課長の答弁のとおりでございますので、しっかりとやっていただきたいと思います。 

 次にその他。 

 

○建設課長 

 その他の関係で、町道関係についてご報告を申し上げておきたいと思います。今年は大変、寒

さが厳しくて、そして雪の量が多いという中で、現場が大変苦労をしているわけでございますが、

町民の皆さんから除雪に関する苦情等はあまり無いのが実態でございますが、まだ１月末でござ

いますので、今後ともその辺をしっかりと町の立場、それから指定管理業者もございますけれど

も、あくまでも町の立場としてしっかりやっていきたい。また、排雪等についても、今後の天気

にもよりますけれども、２月上旬をめどに、清里市街、札弦、緑と適時行っていくような方向の

中で調整をさせていただきたい、かように考えております。これが１点目でございます。 

 ２点目のその他の関係でございますけれども、６月定例会に村島委員長からご質問等をいただ

いた緑の温泉分譲地の町道認定等の関係でございますけれども、何回か業者の方から町道認定に

係る申し入れがあったわけでございますが、中断、中断という形になってございまして、そうい

った中において、昨年１０月に再度しっかりとやりたいと申し出がありまして、今、事務的な部

分や書類の精査、それから地上権の設定とか、水の処理の関係だとか、将来にわたる問題もござ

いますので、申し入れ業者の方にそういったものについて、しっかりとした地権者等の理解、そ

れから図面的なもの、申請処理の関係、こういったものを精査した中において、早い段階で出し

ていただきたいといった指導をしながら、現在進めているところでございます。ただ、非常に難

しい問題が業者の方にあるようで、なかなか前に進まないという実態もございますので、遂次そ

ういった動きを委員会にご報告申し上げながら、今後のあり方についてしっかりと対応を図って
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まいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○村島委員長 

 それでは時間も経過してございますので、建設課、これでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○村島委員長 

 それでは、建設課終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 ２番、次回の委員会の開催について、事務局長お願いします。 

 

○村島委員長 

 総務文教常任委員会と同様、定例会前の常任委員会ということで、２月２２日を予定してござ

います。 

 

○村島委員長 

 ３番、その他。 

 

○事務局長 

 各所管課の「その他」という項目ですが、目に見えない部分がありますので、事務局が事前に

調べておけばよろしいのですが、明日、課長会議もございますので、なるべく「その他」という

項目で協議・報告を出すのはいかがなものかということで、提案申し上げたいと思いますので、

ご理解ください。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第１回産業福祉常任委員会を終了いたします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ０時４５分） 


