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第３回産業福祉常任委員会会議録 

平成２７年２月２６日（木） 

    開 会   午後 ２時４２分 

    閉 会   午後 ５時５８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清里町健康づくり計画について 

  ②清里町子ども・子育て支援事業計画について 

  ③清里町障がい者計画、障がい者福祉計画について 

  ④清里町高齢者保健福祉計画、第６期介護保険事業計画について 

  ⑤清里町介護保険条例の一部を改正する条例について 

  ⑥清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定について 

  ⑦清里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予   

   防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について 

  ⑧第３次地方分権一括法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 

  ⑨清里町保育の必要性の認定に関する条例の制定について 

  ⑩清里町保育の必要性の認定に関する条例施行規則について 

  ⑪清里町立保育所条例の一部を改正する条例について 

  ⑫清里町立保育所条例施行規則の一部を改正する規則について 

  ⑬保育費用徴収規則の一部を改正する規則について 

  ⑭財産の無償貸付について 

  ⑮介護老人保健施設きよさとの指定管理者の選定について 

 ●産業課 

  ①平成２７年度焼酎事業特別会計販売計画について 

２．意見書の検討について 

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  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 
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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     薗部  充    ■福祉介護Ｇ主幹    進藤 和久  

 ■保健Ｇ総括主査    佐々木順子    ■福祉介護Ｇ主査    水尾 和広 

 ■産業課長       二瓶 正規    ■商工観光・林政Ｇ主幹 野呂田成人  

 ■焼酎Ｇ総括主査    武山 雄一 

 ■焼酎Ｇ主査      松浦  聡 

  

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 
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  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第３回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 はい、それでは第３回産業福祉常任委員会を開催いたします。町からの協議報告事項について

でありますが１から１５までということで、項目が大変多い訳でありますけれども簡潔に説明を

していただいて委員から答弁をしていただくと。説明をしてください。はい。どうぞ 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課から１５の案件について協議報告をさせていただきたいと思います。前段４つにつ

いては、これまで各委員さんに計画の策定についてお願いをしていたものについて答申をいただ

き、パブリックコメントを得ましたので、この度常任委員会の方にご報告いたしたいと思ってい

ます。 

その後介護保険条例の一部改正につきましては、第６次介護保険事業計画の中で、介護保険料

等の新たな方向を定めましたので、それに対応した条例改正でございます。それから７、８につ

きましては、第３次地方分権一括法絡みの条例の制定改正でございます。それから９から１３ま

でにつきましては、子ども子育て新制度をスタートにかかります条例の制定、改正規則の制定改

正になってございます。それから１４番は診療所、これの新たな開設に係ります財産の無償貸付

について、１５番については介護老人保健施設きよさとの指定管理者の選定についてでございま

す。担当のほうからご説明申し上げます。 

 

○保健Ｇ総括主査 

 健康づくり計画についてご説明させていただきます。清里町健康づくり計画については、昨年

６月、当委員会において計画の策定要領について説明しましたとおり、９月に健康子育て計画策

定審議会を設置し、５回の会議において計画を審議し、１月２２日に策定委員からの答申を受け

た後、パブリックコメントを実施し作成が完了いたしました。 

計画の概要についてご説明いたします。まず、表紙をおめくりください。目次にありますよう

に、健康づくり計画の構成は４章立てとなっております。第１章は計画の作成に当たって、計画

策定の趣旨と期間他の計画との関係。第２章は計画の背景と基本理念、基本的な考え方、第３章

は町の特性と健康の現状、第４章は目標と対策。そして資料といたしまして計画作成の体制、審

議の経過健康づくり計画の指標となる項目と目標値及び用語解説となっております。 

それでは１ページをお開きください。第１章、計画の策定にあたって。健康づくり計画は、清

里町総合計画の分野別の基本政策であるともに支え合い、一人ひとりの命を、暮らしを大切にす

るまちの健康づくりを明らかにしたものです。また、健康増進法により地方自治体に作成が求め

られている健康増進計画の計画を持ち、清里町の健康づくり活動の指標となることを目指してい

ます。平成２７年度を初年度とし、平成３６年度を最終年度とする１０カ年計画でございます。
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中間評価は平成３２年に実施いたします。 

３ページをお開きください。第２章、計画の背景と基本理念、基本的な考え方でございます。

町民一人一人が互いに影響しあい笑顔で健やかに生きるを基本理念としております。続いて４ペ

ージをお開きください。基本的な考え方は１つ生涯を通じた健康づくり、２つ食習慣と運動習慣

の確立、３つ健康寿命の延伸、４つ心の健康づくりの４項目でございます。 

続きまして５ページをご覧ください。第３章、町の特性と健康の状況についてです。２０ペー

ジまでが町の特性となります。清里町人口は減少傾向にあり、平成２０年から３７０人余り減少

し、高齢化率は平成２６年で３４％です。出生は３５人前後で推移しており、出生率や合計特殊

出生率は全道平均をやや上回っております。平均寿命は、ほぼ全国と同じ水準ですが、健康寿命

が下回っております。死亡状況では、平成２２年の死亡状況を全国全道と比較すると。脳血管疾

患と肺炎及び気管支炎不慮の事故の死亡率が高く、心疾患の死亡率が低い状況です。主要死因で

は、平成２０年から悪性新生物が１位で経過しております。６５歳未満の死亡数が総死亡数に占

める割合は全国全道よりも低く、標準化死亡比では、男性の膵臓がん、女性の虚血性心疾患が全

国よりも優位に高くなっております。 

介護の状況では、認定率が増加傾向にあり、介護保険給付費は増加しております。認定者の有

病状況では、心臓病と筋骨格の疾患が多くなっております。医療費の上位は高血圧や脂質異常症。

糖尿病などの生活習慣に起因する疾病が多くを占めております。年代別では、５０歳代より医療

を受ける者が増加し、全体の８２％を占めております。健康診断の状況では、特定検診の受診率

は平成２５年度で３６．３％です。健診結果では、約２割が高血圧であり、中性脂肪の高い方は

男性が多くなっております。ＬＤＬコレステロールは、男女ともに高く、男性は４０歳代、女性

は５０歳代が高い傾向にあります。血糖値やヘモグロビンＡ１Ｃが高い方も男性に多く、約２割

を占めております。がん検診では、肺がんや胃がん検診の受診率は、全国全道より高いですが、

子宮がん検診の受診率は低くなっております。 

続きまして２１ページの方をお開きください。３２ページまでが健康の状況でございます。第

１次の健康づくり計画では、６つの基本目標が設定されていますので、目標ごとに課題を整理し

ております。１つ目は栄養食生活でございます。食に関する懇話会を実施し、食育の重要性のほ

か地産地消、食の安全基幹作物、販売ルートなど多方面における話題が出ておりました。これを

きっかけとして、子ども農園事業が継続されているところです。保育所や幼稚園の年中児頃から

太ってくる傾向にあり、小学校５年生で全国よりも、肥満児の割合が多くなっております。小学

校６年生で、朝食を食べている児童は、全国全道とほぼ同じで中学３年生は全国全道よりも多く

なっております。成人は、特定健診の結果では、ＢＭＩを全国と比較すると青年期から肥満者の

割合が高く、男性は５．６、女性は７．８ポイント全国よりも高くなっております。たんぱく質

や脂肪炭水化物の摂取が多く、野菜が少ない傾向にあります。（２）歯の健康でございます。３

歳児健診で虫歯のない子の割合は７８．２％で全国に近づきつつありますが、１２歳の永久歯の

一人当たりの虫歯の本数は１．５２から２．０９本で、全国の１．０５本から見て差があります。

成人の歯科対策は現在出来ていなく、以前実施した相談事業では十分なセルフケアができていな

い状況がありました。（３）身体運動、身体活動運動では子どもたちの運動体力状況は、全国と

比較して、運動不足の状況があり肥満傾向で体力が低下し、柔軟性がないとの結果が出ておりま

す。重点プロジェクト事業である長期運動教室である、いきいき健康セミナーやさわやか健康講

座に参加している方の運動体力に対する効果は上がっております。成人の運動状況では、国と比
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較すると、運動習慣を持っている人の割合が低く、特に５０歳代男性の割合が低い状況です。（４）

休養、心の健康では出生数が少なく、児童期思春期において、１学年１学級であり、人間関係に

変化がない学校生活のため進学や就職等の変化に弱い傾向があります。睡眠で休養がとれない傾

向が若者に見られます。自殺の状況では標準化死亡比でみると、高い状況にあります。（５）禁

煙の徹底では禁煙率は、男性が減少傾向にありますが、女性は横ばいとなっております。（６）

適正な飲酒では未成年では、特に大きな問題はなく、特定健診受診者では５０歳代の男性の２８．

０％が毎日飲酒をしておりました。最後に（７）健康づくり体制ですが、ケース連絡や地域ケア

会議などに参加し、医療や介護との連携を図っております。特定健診、がん検診、脳ドック検診

等の体制づくりにおいては、特定健診の追加項目の増加やピロリ菌抗体検査の実施、冬期ミニド

ック検診での結核肺がん検診の実施、大腸がん検診の年２回単独検診で、検診機会の拡大や内容

の充実に努めています。 

地域との連携においては、健康づくり推進協議会や健康相談健康教育家庭訪問などを実施して

おります。事業所との連携では、平成１７年度に事業所健診調査を実施しております。また、２

カ所の事業所で健康講話を継続して実施しております。 

続きまして、３３ページをお開きください。ここから第４章目標と対策になります。３４ペー

ジから３９ページまで、第３章の町の特性と健康の現状を踏まえ、清里町における健康課題を乳

幼児期、学童期、思春期、青年期、壮年期更年期のライフステージごとに栄養食生活、身体活動

運動、口腔の健康、心の健康の４つの視点から整理しております。 

４０ページをお開きください。４９ページまで、整理した課題の解決のため、先ほど述べた４

つの視点に（５）健康管理全般生活習慣病の予防や早期発見を加えた５つの視点からライフステ

ージごとに行動目標を設定し、対策を、町民や地域行政の取り組みとして設定しています。 

それでは４０ページ・４１ページの栄養食生活の項目で、行動目標と対策についてご説明させ

ていただきます。栄養食習慣は、基本的な生活習慣ですが、健康との関わりも大きく、こころの

健康とも大きく関連しています。乳幼児期から規則正しく楽しんでバランスよく食事をしていく

ことが、正しい食生活を身につけ３色をきちんと食べること、大人になっては、自分の体に合っ

た食事を選択していけるような能力を見つけていくことが大切であり、それを各時期の目標とし

て設定しています。例えば、乳幼児期の行動目標は楽しんで食べよう規則正しい生活リズム、バ

ランスよく家族と一緒に食べる。以下ライフステージごとの目標となっております。その行動目

標に向かってどのような対策をとっていくか。個人や家族の視点での取り組みを町民の取り組み

として、地域での行動を、地域での取り組みそして行政の取り組みを記載しております。町民・

地域・職域・行政がそれぞれの立場で、目標を達成するために連携しながら行動することが必要

であるという視点で計画を策定しております。 

最後に、５０ページをお開きください。健康づくり計画のまとめとなります。健康な生活を送

るために、次の７項目について推進していきます。１つ、検診を中心とした健康づくり、定期的

に検診を受け生活習慣を振り返ることが必要です。受けやすい体制づくりを継続し、事業所で不

足している検診は、町の検診の監視をするとともに、未受診者への受診勧奨を行います。２つ、

食育活動特に幼児期から青年期にかけての食習慣確立に力を入れます。３つ、幼児期から体を動

かす生活習慣づくり幼児期から日常生活で歩くことや体を上手に使うことを進めるとともに、プ

ール授業を推進いたします。４つ、歯科検診や歯科指導の強化セルフケアができるような支援と

歯科検診体制の整備を図ります。５つ、心の健康づくり児童の成長と、子育て支援、学校との連
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携のもと、心の健康の異変に対して早期に対応が出来る、また家族や同僚が身近な相談相手とな

れるような支援を行います。６つ、健康づくりのために環境の整備食事や運動等の健康情報を広

く周知し、健康づくりのきっかけを提供していきます。７つ、町民や地域との地域と学校職域行

政機関と連携、町民自らはもちろんのこと、地域や職域等々が一体となった健康づくり活動を推

進します。 

以上雑駁ですが、説明を終わらせていただきます。 

 

○村島委員長 

 ただいま①の清里町健康づくり計画についての説明がございました。大変資料が厚いんであり

ますけれども、何かございましたら。いいですか。それでは次２番目。進藤君。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは、別冊資料の２になります。子ども子育て支援事業計画について御説明いたします。

本計画は、全体を４章に分けて構成しております。第１章は計画の策定に当たって、第２章は子

育て支援を取り巻く現状、第３章は計画の目標値、第４章は子育て施策の展開として構成いたし

ました。 

１ページ目をご覧いただきたいと思います。第１章は計画の策定に当たってとして計画策定に

至った社会的な背景や制度上の位置付け計画の期間等基本的な事項について記載しています。１

番目、計画策定の背景につきましては、子ども子育て支援の新たな仕組みに関する３つの法律、

いわゆる子ども子育て、関連３法が平成２４年８月に成立し、子どもの育成を社会全体で支える

という観点から３法に基づく、子ども子育て支援新制度が平成２７年４月に施行します。 

清里町におきましては、次世代育成支援対策推進法に基づき、平成１６年に１０カ年計画清里

町子育て支援計画を策定し、平成２２年度から２６年度までを後期５ヵ年計画として見直しを行

い、各種子育て支援サービスの体制を整えてきたところです。平成２７年度以降は、新制度に基

づき今までの実施評価や子育て家庭のアンケート調査結果等を基に新たに子ども子育て支援事業

計画を策定し、子育て政策を総合的に推進していくものです。 

２番目の計画の位置づけとしましては、子ども子育て支援法、第６１章では市町村は、基本指

針に則して５年を１期とする、教育、保育及び地域、子ども子育て支援事業の供給体制の確保、

この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとすると規定されています。本計

画も、内閣府から示された基本指針案に則して教育、保育提供区域ごとの各年度の教育保育給付

の需用料の見込み、地域子ども子育て支援事業の需用料の見込み、それら提供体制の確保の内容

及び実施の時期を定めるものです。 

３番目の計画の期間につきましては、平成２７年度から平成３１年度までの５カ年とし、計画

期間内で定めた量の見込みと確保の内容を対比して、会議がある場合やその他国などの動向によ

る施策、事業の変更が必要な場合は、今回この策定計画を策定するために、審議を行いました。

清里町健康子育て計画策定審議委員会の意見を聞き、必要に応じて内容を見直すものといたしま

す。２ページをお開きください。 

４番、他の計画との関係につきましては、清里町の最上位計画であります清里町総合計画のも

と先ほど説明のありました清里町健康づくり計画やこの後に説明します清里町障害福祉計画との

整合性を図り、それらの計画に示された子育てにかかわる理念や目標に基づき、各種施策を展開
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していきます。 

次に５番目の子育て支援の基本理念と基本姿勢につきましては、（１）の基本理念は、国の基

本指針やこれまでの子育て支援計画に沿って、子どもの最善の利益が実現される社会地域社会の

形成といたしました。（２）の基本姿勢につきましては、次の２つの視点に基づき施策の推進を

図るものとしまして、安心して産み育てることのできる子育て支援対策の充実として、地域全体

で子育てを支援する体制や環境整備の促進といたしました。町の第５次総合計画におきましても

児童福祉の充実を掲げており、それに沿った内容となっています。 

３ページをお開きください。第２章子育て環境を取り巻く現状ということで、本年度まで進め

てまいりました子育て支援計画の期間である過去５年間の子育て支援に係る施策の実施状況や実

績等についてまとめてあります。町の携わっている子育てのための支援施策については、保健福

祉部門だけでなく各課、多岐にわたっておりますが、この計画の中では、主要なものについて記

載しています。 

次に３ページのところから６ページの中段までは、（１）として、乳幼児期の子育て支援の現

状ということで、母子保健事業や子育て支援センターの事業幼児期幼児期における教育保育の現

状というように乳幼児期から小学校就学前までの子育て施策に関する事業と事業内容と実績を記

載しております。 

６ページ後半・７ページは、（２）として学童期、（３）として青年期の子育て支援の状況を

記載し、これら各年代におけるさまざまな事業展開について、実績を述べております。また４と

して、現在行っている子育て世帯の経済的な支援として実施しております。中学生以下の子ども

を２人以上育てている世帯のうち、第２子以降の子どもが幼稚園や保育所に通う保護者に対し、

保育料の軽減を図る子育て支援保育料補助事業をはじめとする町単独の事業を記載しておりま

す。 

次に、８ページをお開き願います。第３章計画の目標値ですが、この部分は今回の新制度にお

いて計画の策定において、必須の記載事項となっております。本計画の策定審議委員会では、こ

の部分を中心に検討してまいりました。内容といたしましては、教育、保育の提供区域の設定と

いたしまして、清里町全体を１単位とする１つの区域に設定し、子ども子育て支援新制度の各事

業について、今後将来５年間の計画期間内における利用数の見込みとそれに対応する町の確保の

方策を記載しています。 

８ページから１２ページまでは教育、保育地域子育て支援事業の量の見込みの算出方法や算定

の基礎となる推計児童数について記載しております。量の見込みの算出方法につきましては、国

が示す手引きに従い、保護者に対するニーズ調査の結果から就労の状況や希望をふまえた潜在的

な家庭類型累計右側９ページの表のＡからＦの８パターンに分類し、計画児童数をもとに算出し

ています。 

次１１ページをご覧いただきたいと思います。この量の見込みの基礎となる推計児童数は統計

学的な推計方法は用いず、清里町の平成２６年３月末現在の０歳から１１歳までの年齢別人口を

平成２６年４月１日現在０歳から１０歳児と考え、その人口を平成２７年４月１日現在１歳から

１１歳とし、３１年度まで、そのまま１歳ずつ繰り上げて推計値としております。また平成２７

年度以降の０歳児人口の推計は、平成２１年度から２５年度３月、２５年３月末の現在の０歳か

ら１１歳人口の平均３４人を出生数とし、近年横ばいで推移している傾向を踏まえ、各年度同数

で推計しています。 
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次に１３ページから１９ページまでは、各事業の数値目標と今後の方向性について記載してい

ます。教育、保育及び地域型保育の量の見込みと提供体制の確保内容とその実施時期につきまし

ては、１号はお子さんが３歳から５歳で教育を希望される場合で、認定こども園や幼稚園が利用

先になります。２号はお子さんが３歳から５歳で保育の必要な事由に該当し、保育を希望されて

いる場合で認定こども園や保育所が利用先となります。３号は、お子さんが０歳から２歳で、保

育の必要な事由に該当し、保育を希望される場合で認定こども園や保育所地域型保育が利用先と

なります。０歳につきましては、現在清里町におきましては実施されている施設がないことから、

今後２９年度から地域型保育の実施を見込みとして記載しております。それから清里における利

用施設については、これら清里町における利用施設につきましては、認定こども園や地域型保育

はございませんので、現在では、やまと幼稚園の利用者は１号相当とみなし、町立保育所の利用

者は、２号３号となります。それぞれ確保される量と利用される量の見込み数をここでは記載し

ております。地域子ども子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保の内容とその実施時期に

つきましては、時間外保育事業と地域子育て支援事業について、記載しております。時間外保育

事業につきましては、通常の保育時間を超えて延長して保育を行う事業で、平成２７年度より時

間外保育の体制を整えていきます。新制度からは通常の保育時間保育標準時間を７時半から１８

時半の１１時間に設定し、その後１９時までの３０分の時間外保育について実施していきます。 

地域子育て支援拠点事業につきましては、乳幼児およびその保護者が相互の交流を行う場とし

て、子育てに係る相談情報の提供、助言その他援助を行うので、これまでも子育て支援センター

が行ってまいりました。今後も町の保健師・保育士等と連携をしながら取り組みを行います。そ

の他、子育て支援活動支援事業、一時預かり事業など、さまざまな事業を展開してまいりますが、

現在も行われている事業については、継続して実施しなされていない事業につきましては今後も

ニーズの把握に努めながら事業の必要性を検証しながら検討してまいります。 

また、１７ページ、（８）放課後児童健全育成事業につきましては、平成２６年度までは小学

校の３年生までを対象としておりましたが、児童福祉法の改正により、小学校６年生までに対象

が拡大されています。また札弦緑地区につきましては、少人数でも実施できる放課後等の居場所

づくりについての手法や実施場所、余暇教室等を検討してまいります。 

次に２０ページをお開き願います。第４章子育て施策の展開につきましては、第３章の子ども

子育て支援新制度を実施していく事業も含め、今後の子育て支援に係る全体的な施策の方向性等

について記載をしております。 

２０ページから２２ページまでは、母子保健部門と子育て支援センターを中心として展開して

いく事業等の内容になっておりまして、新たに何かというよりは、今までと同様の方向性で事業

を継続して実施していく事業内容となっております。 

２３ページをお開きください。２番の幼児期の教育保育事業ですが、幼児期の教育の中心を担

う幼稚園につきましては、現在のところ（１）幼児期の教育において、子ども子育て支援新制度

には算入せず、従来どおりの運営を継続していくこととしております。また幼保一元化につきま

しては、今までの子育て支援計画においても検討課題となっておりましたが、（２）の認定こど

も園の項目の中で、今後施設設備などの状況を踏まえて、子供たちの健やかな成長と子育て支援

の充実のため実施に向けて検討することとしております。（３）の保育事業につきましては、新

制度の実施施行に伴い、保育時間の拡充や時間外保育の実施などを記載しております。保育時間

につきましては、拡充され保育標準時間を最長１１時間及び保育短時間を最長８時間として実施
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してまいります。また低年齢保育の拡充につきましては、従来より入所受け入れ年齢の引き下げ

は課題でしたが、平成２６年の９月より１歳６ヶ月の子どもの受け入れを開始したところです。

ニーズ調査による０歳からの保育入所の希望においては、今後幼保一元化を検討する中でも課題

とし、まずは既存のファミリーサポートセンター事業の充実や家庭的保育事業の実施の中での受

け入れを目指していきます。その他北見児童相談所や斜里地域子ども通園センターによる発達検

査の継続実施を行う中での障害や虐待が疑われる子どもに対する支援を行うとともに、子育て世

帯への経済的支援につきましても本計画期間内での検討を進めるものです。 

最後に２５ページ。学童を対象とした事業につきましては、生涯教育課を中心に展開している

事業について記載しております。新制度の施行により学童保育の受け入れ年齢の拡充が実施され、

また社会教育施設を活用しながら、児童の受け入れ枠を確保していくとともに小学校の余裕教室

や放課後に使用しない教室等の活用についても検討していくものです。以上早口でしたけれども、

説明とさせていただきます。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今、②の清里町子ども子育て支援事業計画について。委員の方何か御意見ございま

せんか。よろしいですか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今説明聞きますと、素晴らしい子育て支援の環境をつくり上げているんだなと思うんですが、

ちょっと１点だけ気になったところがありまして。あの１１ページなんですけども推計児童数と

いうところが、２７年から３１年まで０歳が３４名というふう記載になっているんですが、いろ

んな支援をやっていても、なかなか子どもって増えないのかなというふうに思うんですが、具体

的に、子どもを増やすためどうやったらいいっていう内部協議っていうのは、どの程度行われて

いるのかなというふうにお伺いしたいなと思いまして。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 子どもの児童数の推計については、これで御承知いただいているということで、よろしいです

ね。 

 

○池下委員 

 私的にも３０人代がずっと続いているもんだから、これをなんとか増やしていけるような何か。 

 

○保健福祉課長 

 この５年間で増やすとなりますとなかなか根拠を持たないところであります。ですが、将来に

向かって増やそうという思いの中で例えば先に説明しました健康づくり計画であったり、そうい

った子ども子育て支援事業計画、こういう中で充実を図って産み育てやすい環境をということで

考えております。健康づくり計画のところの５ページを見ていただくとグラフもありますが、人
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口問題研究所の推計ではちょっと現実離れしているんではないか。でこのグラフを見ていただき

ますと、これグラフとしても、正当のグラフかと言いますと、数値は間違いのない数値ですが、

横軸が平成２、７、１０年と等間隔には並んでいませんので、そこをちょっと承知いただきなが

ら見ていただきたいと思いますけども、平成の１ケタ、このときは大きく出生数が落ちてきて将

来危ぶまれたところでありますけれども２けた以降は、おおむね３０人台の中で推移をしている

というところで、今後５年間と短いスパンですので、ここの中での推計としては、今この子ども

子育て支援事業計画の中では２６年度の実績を持って計画をさせていただいた。そう大きく見込

みが外れるものではないだろうなと。もちろんより多く産んで育てていただきたいという思いは

皆さんと同じだということで、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい。他にございませんか。それでは前に進みます。それでは、③お願いいたします。はい。

進藤君。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 別冊資料３になります。清里町障がい者計画・障がい福祉計画についてご説明いたします。初

めに清里町障がい者計画につきまして、１ページお開き願います。本計画は障がい者基本法によ

り清里町における障がい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づけ

られている計画になります。 

１番目の計画の趣旨ですが、本町におきましては、平成２４年度から平成２９年度までの６年

間を計画期間と定め本計画を策定しましたが、同年、障害者自立支援法が廃止となり新たに定め

られた障害者総合支援法の主旨や障害者施策の実施状況を踏まえて見直しを行うとともに平成２

７年度から２９年度までを第４期とする障害福祉計画との整合性を図りました。 

２番目の基本的な考えと位置づけにつきましては、本計画は障害者基本法第１１条第３項に定

められている計画で本町における障害者施策の基本方向を示すものです。基本的理念につきまし

ては、障害者基本法第１条に記載されているものですが、障害者施策は、すべての国民が障害の

有無にかかわらず等しく、基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるという理

念のもとで、すべての国民が障害の有無によって、分け隔てられることなく相互に人格と個性を

尊重し合いながら、強制する社会の実現を目指すものとされています。 

次に、２ページの計画の目標につきましては、障がい者が安心して地域で暮らすことができる

社会づくりを目指すため、１つ目は地域生活の支援体制の充実、２つ目は、自立と社会参加の促

進、３つ目は、バリアフリー社会の実現。この３つの項目とし、清里町における障害者政策の向

上を図るものです。 

次に３ページは、計画の期間の流れで、平成２４年度に６年間の計画数計画として、策定した

本計画ですが、その後平成２５年度から５年間を計画期間とする国の障害者基本計画及び平成２

５年度から１０年間を計画とする北海道の第２期北海道障害者基本計画が作成されたことによ

り、それらの整合性を図るため、今回見直しを行うものです。 

次に、４ページは、計画の策定委員の開催状況と町民意見提出手続きについて記載する町民か

らの御意見はございませんでした。 

５ページをお開き願います。本町の障がい者等の状況になります。（１）は身体障害者手帳の
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保有者数になります。平成２６年度身体障害者手帳の所持者数は総数で２３５人となります。そ

の２３５人を年齢階層別に表したのが（２）となり、６５歳以上の方は１９０人と全体の８０％

を占めます。 

次に、６ページをお開き願います。（３）は障がいの種類別にお示ししたもので、全体の４分

の３は肢体不自由の方々で占めております。 

次に２番、知的障害者の状況につきましては、療育手帳の所持者数を記載しております。平成

２６年度で４６名の方が所持しております。年齢階層別では６から７９歳まででほぼ平均に所持

しております。 

次に７ページをお開き願います。ここでは精神障害者の状況で、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２６年度で５７名の方が利用され、（２）には病理別

状況を記載しており、統合失調症が約半数を占めます。（３）には精神保健福祉手帳所持者数を

記載しております。平成２６年度３１名となっており、（４）の年齢別に見ますと４０歳以上が

８０％以上となっております。 

続きまして８ページをお開き願います。ここでは難病者の状況で、特定疾患受給者証の交付数

を記載しております。平成２６年度４６名の方が交付されております。 

次に、９ページから１５ページにつきましては、国と北海道の障害者基本計画において新たに

定められた分野別の施策の基本方法に沿って新たに構成したものとなっております。 

１番目、生活支援の充実におきましては、すべての障がい者に対して豊かな地域生活の実現に

向けた取り組みを推進する在宅福祉サービスの充実、相談支援体制の構築、障がい児支援の充実

に努めるものです。 

次に１０ページ、２の保健、医療の充実におきましては、障がいの原因から疾病等の適切な予

防等により障がい者に対する適切な保健サービスを提供いたします。 

次に３番目、教育文化芸術活動、スポーツ等の充実におきましては、障がいのある人とない人

の交流を深め、ノーマライゼーション理念の普及に努めるために教育環境、相談体制の整備、学

校教育の充実文化芸術活動、スポーツ等の振興地域活動、ボランティア活動の支援に努めてまい

ります。 

４番目、就労支援の促進につきましては、障がい者の自立と社会参加を促すために地域生活移

行の推進雇用環境の改善に向けた啓発就労の場の確保、就労移行支援の推進に向け、各関係機関

との連携を図りながら進めてまいります。 

次に１３ページ。５番目の生活環境の整備につきましては、障がい者が安心し地域で生活でき

るよう住環境の整備福祉のまちづくりの推進の充実に努めてまいります。 

１４ページの６番目、情報コミュニケーション環境の整備につきましては、視覚、聴覚障がい

者及び知的障害者への情報提供、相談体制の充実を図るとともにコミュニケーション手段である

手話通訳派遣等に取り組みます。 

７番目の緊急時、災害時の安全安心対策の充実につきましては、障がい者が安全、安心して暮

らせる社会の充実に実現のために、各種関連団体等の連携による緊急時災害体制の確立を図って

まいります。 

１５ページ、８番目の権利擁護理解の促進につきましては、人権権利擁護の推進のための周知、

協力体制の整備及び福祉充実の福祉教育の充実のため、障がい者及び障がいへの理解を深める教

育を積極的に推進します。以上８項目を分野別施策の基本方法としております。 
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続いて１７ページからは、清里町の障がい福祉計画となります。この計画は、障害者総合支援

法によりまして、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になります。２番目の計画

の基本理念ですが、１つ目が障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援、２つ目が障がい種

別によらない一元的な障がい福祉サービスの実施等、３つ目が入所等から地域生活への移行地域

生活の継続の支援就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備。この３つの点を基本理

念としております。１８ページから１９ページですが、計画の策定につきましては先ほどの障が

い者計画となっていますので、省略いたします。 

次に２０ページから２２ページをお開きいただきたいと思います。第２章として、計画の基本

方針ですが、平成２２年４月に施行された北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい

者並びに障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例によりまして、障がいのある人

が当たり前に暮らせる地域は、誰にとっても暮らしやすい地域であるという基本的な考え方のも

と、各種施策を推進し、希望するすべての障がい者が安心して地域で暮らせる社会づくりを目指

し、さまざまなサービス提供体制を計画的に確保していきます。そのために次の９つの項目、障

がい者の地域生活への移行促進、企業等の連携協力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がい者への支援体制の充実、相談支援体制の整

備、障がい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つの項目を設定し、更なるサービス提供体制整備、個々のニーズに応じた障がい福祉

サービスの充実を図り推進してまいりたいと。 

２３ページ・２４ページにつきましては、第３章地域生活支援、地域支援地域生活支援事業に

つきましては、７つの項目に分かれており、サービスの適時適切な利用を支援する相談支援事業、

障がい者と障がいを持たない者との意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行う意思疎通支援事

業、自立生活支援用具等の給付または貸与によることにより、その人らしい生活が送られるよう

支援するための日常生活用具給付等事業、屋外での移動が困難な障がい者等について外出のため

の支援を行う移動支援事業、また創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流促進を図

る地域活動支援センター事業判断能力が不十分な方に対して障がい福祉サービスを利用、または

利用する際の手続等を支援する成年後見人制度を利用支援事業、その他障がい者等のニーズに基

づき、実施が必要な費用について実施が必要な事業について実施してまいります。 

２５ページにつきましては、ここに記載の北海道そして、清里町が一体的に障がい者を支援す

る体系をまとめたものです。 

次に、２６ページから３４ページまでは、北海道の示す指針及び本町の実態に基づきまして、

障がい者サービスの目標値を定めたものとなっており、障がい福祉計画において、必要なサービ

ス見込み量を見込むにあたっては地域生活移行や就労支援といった課題に対応するため、平成２

６年度を目標年度として、数値目標を設定しています。ただし、本町の場合、身体障害者手帳を

持つ方が２３５名いますが、そのうち多くは、６５歳以上となるため介護保険の対象となること

から、重複するサービスにつきましては、介護保険優先となるので療育手帳を持つ方が、４６名

いる中、大半が重度であります。施設入所のため、それらの方々は大半が重度であって、施設入

所のため障がい福祉サービス受給者及び指定障がい福祉サービス事業者が極めて少ない状況にあ

ります。（１）の施設入所者の地域生活への移行につきましては、清里町の施設入所者は１１人

いますが、障がいの程度が重度化しており、地域移行や地域への移行が以前と厳しい状況であり
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ます。しかし、障害の状況変化により地域生活への移行の可能性が高いものに対しては、積極的

な支援を行っていきます。（２）入院中の精神障がい者の地域生活への移行につきましては、清

里町では退院可能な精神障がい者が２名おり、その中で退院が可能の人の可能な人に対しては、

在宅復帰できるよう積極的に支援を働かせていきます。（３）福祉施設から一般就労施設への移

行につきましては、清里町では、平成２４年から平成２６年度の３年間では実績はありませんが、

就労の可能性がある人には積極的に支援を行ってまいります。 

次に２番目、広域的な調整につきましては、入所施設の居住系サービス、グループホームの居

住系サービス、訪問系サービスなどのそれぞれのサービス提供体制が地域間の格差を縮小しなが

ら進められるよう推進管理を行う区域が、北海道全域・北網圏域市町村圏域に設定して提供され

ます。その他障がい福祉サービス事業体制に必要な人材の確保や資質の向上に関する総合的な政

策を推進するための人材の養成確保や関係団体や地域住民の理解、及び協力を得るために軽度の

普及啓発に努めるものです。 

２９ページからは、各種事業の目標値２４年度から２６年度までのサービスの実績及び２９年

度の目標値を示し、３３ページからは第６章として町外福祉サービスにかかる費用額の実績及び

２９年度の見込み額を示しています。３５ページには本町における障がい者福祉サービスを記載

しています。以上早口でしたが、説明とさせていただきます。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今清里障がい者計画、障がい者福祉計画２点について説明がございました。委員の

方何かございませんか。なし。いいですか。なければ次に進みます。それでは、次４番目お願い

いたします。はい。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 それでは清里町高齢者保健福祉計画、第６期介護保険事業計画につきまして、ご説明をさせて

いただきたいと思います。本計画は清里町保健福祉計画策定委員会を設置いたしまして３回の会

議におきまして、計画の方針に２月４日に答申を受けた後、パブリックコメント実施いたしまし

て、作成が完了いたしました。それでは計画の概要について御説明をさしていただきたいと思い

ます。表紙をおめくりください。目次にありますとおり、本計画は５章立てとなってございます。

第１章は計画の基本事項、第２章はこれまでの事業計画の実績、第３章で高齢者保健福祉計画と

第６期介護保険計画、第４章で高齢者保健事業、第５章で介護保険対象外サービスの章立てを行

ってございます。 

それでは１ページをお開きください。高齢者保健福祉計画は長寿社会の課題に対し、清里町が

目指すべき政策目標を定め、その実現に向けた施策を策定する計画でございます。この計画を策

定するにあたりましては、高齢化社会が一層進展すること、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世

帯の増加、さらに認知症高齢者の増加が見込まれることなどから、高齢者が可能な限り住みなれ

た清里町で自立した日常生活が営むことができるよう医療介護、予防、住まい、自立した日常生

活の支援を確保した地域包括ケアシステムの実現を行う必要があります。 

続きまして計画の性格、法的位置づけでございます。本計画はすべての高齢者に対する保健福

祉事業全般にわたる計画として、介護給付対象サービスや介護予防事業のほか高齢者の生活支援

のためのサービス提供、老人クラブ活動生きがい対策など総合的な計画として作成するものであ
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ります。本計画は清里町の区域内における要介護者の人数、介護給付等対象サービスごとの対象

サービスの種類ごとの量の見込みを年次ごとに定め、介護保険の事業費の見込みを明らかにする

など、高齢者保健福祉計画に包含されるものとし、介護保険運営のもととなるものであります。

このことから両計画は計画内容の区分を明確にした上で、一体の計画として作成の方行っていき

たいと思います。 

両計画を策定するにあたりましての法的根拠といたしましては、高齢者保健福祉計画は、老人

福祉法第２０条の８にて介護保険事業計画につきましては、介護保険法第１１７条にて定められ

てございます。 

次のページ、２ページをご覧ください。計画の策定期間でございます。今回の策定期間は平成

２７年４月から平成３０年３月までの３カ年を第６期計画期間として、策定いたします。３ペー

ジご覧ください。高齢者人口の推移についてでございます。本町の人口は緩やかに減少を続けて

いると同時に、６５歳以上の高齢者数もほぼ横ばいで推移していることから高齢化率も徐々に高

くなってきているところでございます。今後清里町においては、高齢化率ともに、高齢者の平均

年齢も高くなってくることが予想されます。 

４ページご覧ください。介護保険第２号保険者と呼ばれる、４０歳から６４歳までの人口は全

体的に減少を続けております。全国的にも４０歳から６４歳までの人口は、平成１２年より横ば

いであるのに対し、全国的には６５歳以上人口は１．４倍となっております。このことからも１

号被保険者の負担割合は今後も増えていくと推測されます。５ページ・６ページは、介護保険料

の所得別段階とその人数となってございます。所得別段階は計画ごとに段階を見直しており、第

１期では５段階、第２期では６段階、第３期及び第４期では７段階、第５期では９段階となって

ございます。この段階の細分化は所得に応じ、よりきめ細かく負担をいただくための政策となっ

てございます。 

７ページをご覧ください。７ページは６５歳以上の就業人口となってございます。国勢調査よ

り数値の方を記載してございます。 

８ページをご覧ください。第５期における計画、実績の対比でございます。項目といたしまし

ては、総人口１号被保険者数要介護認定者数、サービス利用者数となってございます。総人口数

は計画書よりも若干多い実績となってございます。１号被保険者につきましてはほぼ計画どおり

実績となってございます。要介護認定者数につきましては、制度のさらなる浸透により計画より

も若干多い数値で推移してございます。実感といたしましても、平成２４年度以降、申請者が増

えている感じがしているところでございます。サービス利用者数につきましては、ほぼ計画どお

りの数値となってございます。また清楽園の施設の一部、ユニット施設部分が介護保険制度の改

正により、地域密着型サービスとなりました。地域密着型サービスとは原則清里町の被保険者し

か利用できない施設となってございます。こちらの表ごらんの通り、清楽園に入所している清里

町の被保険者１５人分が、平成２６年度より地域密着型サービスへと変わったところでございま

すが、総体の入所のサービス提供量は変わっていないところでございます。 

９ページご覧ください。介護度別、在宅サービスの利用状況でございます。計画時には介護度

の重度化を見込み、要支援では支援２を要介護では要介護３の増加を見込んでございましたが、

見込みよりも重度化が見られなかったことから第５期での介護度は支援であれば支援１が、介護

であれば要介護１、２が多数を占めることとなりました。地域密着型サービスの利用といたしま

しては、先ほどご説明をさせていただきました。清楽園の一部 が制度改正により、地域密着型
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サービスに転換したことによるとなってございます。 

また１０ページをご覧ください。施設サービスの利用状況でございます。特別養護老人ホーム

及び介護老人保健施設の入所につきましてはいずれも計画の９０％を上回っているところでござ

います。また平成２６年度におきましては、特別養護老人ホームは、先ほど説明した地域密着の

分が数字の上では減となってございますが、サービス提供数では、計画の方を上回る数値となっ

てございます。介護保険施設につきましては、１２月数値といたしまして、計画数値９１．４％

ということで、推移しているところでございます。また病院などで設置されます、介護療養型医

療施設、通称介護療養病舎につきましては、平成２４年度中に札幌にある病院の介護療養病舎に

入所した者がおりましたが、２５年の４月の段階では障がいの病床へ転床してございます。訪問

介護の状況につきましては、計画数下回ってございますが、利用実績はほぼ横ばいとなってござ

います。また訪問看護につきましては、制度の浸透により、利用者は徐々に増加をしてきている

ところでございます。 

１１ページご覧ください。通所介護、通所リハビリにつきましては、毎週利用者がございまし

て計画数を上回っているところでございます。短期入所者生活介護では、清里町では清楽園で提

供しているショートステイでございまして、月により増減ございますが、ほぼ計画どおりに推移

しているとこでございます。短期入所療養介護は清里町におきましては、老健きよさと及びクリ

ニック清里で提供されているショートステイでございます。こちらの部分につきまして、長期間

の利用連続利用のものも増えてきており、計画を上回っているところでございます。 

１２ページご覧ください。福祉用具の貸与につきましては、制度の浸透ともに計画数を上回る

利用がされているところでございます。その他の在宅サービスといたしましても、下記の表のと

おりとなってございます。福祉用具の購入の主なものといたしましては、ポータブルトイレ、シ

ャワーチェアーなどの入浴補助用具が主なものとなってございます。住宅改修につきましては、

手すりの取付が主なものとなってございます。 

１３ページをご覧ください。介護保険対象外サービスの現状でございます。①といたしまして、

高齢者向け住宅の整備でございます。こちら平成１５年の段階で、高齢者生活福祉センター等の

計画があったところでございますが、当初の段階で、入所施設の充足の部分で賄えると判断され

たことから、一般向け高齢者住宅の整備に対応が図られました。現状のところでは、新たに高齢

者住宅等の整備に向けて、保健福祉課が検討を行っているとこでございます。②といたしまして

地域包括支援センターでございます。町内を１圏域として、町内高齢者の総合的相談業務を行う

地域包括支援センターを平成２４年度より清里町社会福祉協議会へ委託を図り、事業を展開して

いるところでございます。業務は委託をしているところでございますが、ご存じのとおり、ワン

フロアにて綿密な連携のもと高齢者の諸課題に対応しているとこでございます。 

１４ページご覧ください。こちら一般会計で行っている介護予防生活支援事業の実績でござい

ます。在宅介護者の集いといたしましては、介護保険地域支援事業の中で予算を確保し、社会福

祉協議会の方へ行っているところでございます。また対象者の部分につきましては、在宅にて介

護を行っている家族でございまして、事業内容といたしましては介護に対する研修と介護者自身

の心身の健康保全に対する研修などを行っているところでございます。 

１５ページご覧ください。その他、高齢者福祉サービスといたしまして、福祉入浴券、水道安

否緊急通報システム、老人クラブシルバーセンターの実績を記載しているところでございます。 

１６ページお開きください。高齢者保健事業の実績でございます。高齢者保健事業は健康教育、
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健康相談、健康診査、機能訓練訪問指導で構成されてございます。 

まず健康教育でございます。こちら大きく分けまして、一般教育と重点健康教育がございます。

重点教育は、年度によって若干違っているところでございます。現在の重点教育は歯周疾患骨粗

鬆症、病態別役慢性閉塞性肺炎疾患等の部分でございます。糖尿病や高血圧などの生活習慣病の

予防、運動や生活習慣の改善、介護予防などのための簡単な運動、認知症予防などの健康増進や

介護予防に関する正しい知識の普及を図ることを目的に実施をしているところでございます。次

に家族介護健康教育でございます。要介護高齢者等を介護する方の健康の保持増進について、正

しい知識の普及を図るため地域包括支援センターを中心とした社会福祉協議会の委託事業とし

て、在宅介護リフレッシュ事業の年に２回実施しているところでございます。次に長期介護予防

教室でございます。平成１７年度からいきいき健康セミナーを転倒予防教室として実施の方を行

っているところでございます。 

１７ページでございます。健康相談でございます。健康相談は大きく重点健康相談と総合健康

相談に分かれてございます。重点健康相談といたしましては、自治会の依頼や町内老人クラブ等

で年３回の健康相談寿大学の入学式、老人クラブ連合会の運動会なども利用して血圧測定、健康

相談などを実施してございます。総合健康相談につきましては、疾病予防や健康増進に関する一

般的事項について総合的な指導等を行っているところでございます。 

１８ページご覧ください。健康診査でございます。こちら平成１９年度まで実施してきました。

健康診査につきましては、平成２０年度の法律改正に伴いまして、各保険者が実施する特定健診

と代わりました。清里町は４０歳から７０歳の国民健康保険の４０歳から７４歳の清里町国民健

康保険の被保険者を対象に実施するとともに、後期高齢者の被保険者は後期高齢者保険組合から

委託を受けて実施を行っているところでございます。 

１９ページご覧ください。平成２０年度から特定保健指導を実施しておりますが、表のとおり、

各年度の実施率については計画をほぼ上回っているところでございます。 

２０ページご覧ください。健康診査でございます。健康診査は、各種がん検診、骨粗鬆症検診、

脳ドック検診の受診状況でございます。各種健診の対象者は、子宮がん検診は２０歳以上、胃が

ん検診、大腸がん検診、脳ドック検診は３０歳以上、肺がん検診、乳がん検診は４０歳以上、前

立がん検診は５０歳以上の町民が対象となっているところでございます。骨粗鬆症検診は、４０

歳以上を対象としておりましたが、平成２３年度から２０歳以上を対象に実施をしているところ

でございます。 

２１ページご覧ください。機能訓練でございます。機能訓練は言語聴覚士による訪問や面接に

より、言葉や飲み込み機能の強化と機能訓練を年２回実施してございます。その下、訪問指導で

ございます。表の上の部分の検診の結果、要指導とされた方に家庭訪問の方を実施しているとこ

でございます。 

続いて２２ページをご覧ください。こちらが高齢者保健福祉計画並びに第６期の介護保険事業

計画となります。こちら基本目標について御説明の方させていただきたいと思います。 

基本目標といたしまして本町は、第５次清里町総合計画において、保健分野でともに支え合い、

一人ひとりの命と暮らしを大切にする町を本町の特性として位置づけ、住みなれた清里町で安心

して生活できる医療、保健、福祉、介護の連携による地域ケアサービスの整備を推進しておりま

す。この高齢者保健福祉計画並びに第６期介護保険事業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て福祉の充実を図り、社会全体
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の活力向上を目指して具体的な目標を定めるものでございます。 

続いて基本方針でございます。基本的な方向といたしまして、高齢者が可能な限り住みなれた

清里町で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう介護や医療、日常生活支援

を一体的に提供していく地域包括ケアシステムの実現を目指し、本町にふさわしいサービスの体

制の構築を図ってまいりたいと思います。また介護保険サービスだけではなく介護保険以外の多

様な生活支援サービスなどが適切に提供されてこそ、地域で安心した生活を送れる体制となるこ

とから地域の介護力の向上や住民同士の共助の仕組みづくりなど多様な協同にて高齢者日常生活

の支援を図っていきたいと思います。 

主要施策につきましては、６点の柱を設定いたします。１点目といたしましては、地域包括ケ

アシステムの構築でございます。この部分が本計画における最も重要な柱となります。町や地域

包括支援センター、社会福祉協議会及び清楽園、老健きよさと、診療所など高齢者の関わる多く

の職種の連携による地域ケア会議や医療機関との情報交換の強化、介護予防日常生活支援総合事

業における介護予防支援ニーズに応じた高齢者住まいの提供、福祉サービス事業の推進地域包括

支援センターの機能強化を図り、高齢者が可能な限り住みなれた清里町で生活していけるよう、

本町に合った高齢者の生活様式、いわゆる本町の地域包括ケアシステムの構築を開始していきま

す。２点目は介護予防、健康づくりの推進でございます。要介護・要支援になる前の段階から高

齢者に対して多様で効果的な予防給付及び介護予防事業を提供し、高齢者の生活機能の維持向上

を図ります。３点目は、ニーズに応じた多様な住まいの確保です。高齢者の多様なニーズに対応

し、安心して暮らせるよう多少の見守りを必要とする高齢者等が在宅で住み続けることができる

高齢者住宅等の多様な住まいの場の確保を図ります。２３ページご覧ください。４点目は、高齢

者の権利擁護と認知症支援でございます。高齢者の尊厳を守る取り組みとして、高齢者に対する

虐待の防止やその早期発見など、高齢者の権利擁護のために必要な支援を図ります。また認知症

の支援として、初期段階における物忘れ外来等への受診を積極的に勧めると共に、認知症による

介護状態の予防を図る、また認知症初期支援初期集中支援チームの設置等を検討してまいりたい

と思います。５点目は生活支援サービスの基盤整備です。生活支援サービスの充実及び高齢者の

社会参加に向けてボランティア等の生活支援、介護予防、担い手の育成等地域資源コーディネー

ター地域支え合い推進員の配置を検討するとともに、高齢者の生活支援介護予防サービスの提供

体制の構築を図ります。６点目は地域包括支援センターの機能強化でございます。地域包括支援

センターは、地域包括ケアシステムにおける中核的機関であり、その役割は特に重要でございま

す。現状では、主務である高齢者への総合相談業務や介護予防ケアマネジメント業務等包括的支

援を行うために、一時予防事業として、ふまねっと事業を開催するなどその業務が年々多様化し

ており、高齢者の介護予防の生活の向上に深く関与しております。また高齢化の進展に伴う相談

件数の増加や新たな認知症施策の推進など、現在の業務に加えた新たな業務が加わることからも、

多面的に展開を続ける役割に対応するため、職員の増員を図るなど適切な対応の整備を行います。

また既存の地域ケア会議で新たな他職種の参加を促し、充実強化を図っていきたいと思います。 

２４ページご覧ください。続いて本計画の将来人口の推計でございます。平成２７年度から平

成２９年度までの高齢者人口はご覧のとおりの推計といたしました。こちらの方、平成２６年度

の住民基本台帳データのもとに直近３カ年の将来人口を算定しているところでございます。本町

における２７年度から２９年度の推計人口は、総人口で平成２７年度４千３２１人から平成２９

年度４千２２６人と減少傾向にございまして、６５歳以上の高齢者人口は微増となることで推計
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をしているところでございます。２５ページご覧ください。２４ページで推計した数値を４０歳

以上の一定年齢別男女別人口で人口ピラミッドにて表しているところでございます。２６ページ

ご覧ください。要介護認定者数の推計でございます。要介護認定者数の実績をもとに推計を行っ

てございます。継続的な介護予防の方行っていきますが、介護保険制度の浸透と６５歳以上の人

口の増に基づき、要介護認定者数も一定数増えていく推計となってございます。 

２７ページご覧ください。施設系のサービス利用者状況の推計となります。これまでの上の表

につきましては、地域密着型サービスの利用者の推計でございます。下の表につきましては、施

設サービスの利用者の推計となっているところでございます。こちらの部分、下の表につきまし

ては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設きよさと、介護療養型介護療養型医療施設への入

札の推計を行っているところでございます。２８ページご覧ください。施設系サービス、介護度

別の利用者の推計でございます。平成２６年度中の実績をもとに推計の方行っているところでご

ざいます。特別養護老人ホームにつきましては、平成２７年７月より新規入所者が原則要介護３

以上に限定されることになっています。このため要介護１、２の部分につきましては特定入所と

呼ばれ、要介護１、２の入所申し込みがあった場合には、町に報告するとともに入所検討委員会

に町の意見を求めるなど町の適切な関与が必要とされてございます。２９ページご覧ください。

在宅サービスの利用者数の推計となります。平成２４年度から２６年度の実績をもとに、徐々に

認定者数が増加していく推計となってございます。３０ページご覧ください。平成２７年度から

２９年度末における在宅サービスについて、利用人数及び利用回数等について推計の方いたしま

した。こちらも平成２４年度から２６年度実績をもとに、徐々に認定者数が増加していく推計と

なっておりまして、現状ではおおむね利用希望者数に対し、十分なサービスを提供できる体制と

なっていますが、今後とも事業者等々へ連携しながら、サービス供給体制の確保に努めていきた

いと思います。また平成２７年度からの介護保険制度の改正によりまして、平成２９年度までの

間で、介護予防要支援１、２にかかる訪問介護及び通所介護サービスを介護給付から地域支援事

業へと移行しなければならないこととなりました。清里町におきましては、最終年度である平成

２９年度より移行を検討しているところでございます。３１ページご覧ください。その他在宅サ

ービスでございます。在宅サービス利用者数の増加には一定量の利用を見込んでございます。３

２ページご覧ください。特定入居施設生活介護でございます。こちらの部分は有料老人ホームや

ケアハウスなど厚生労働省が定めた施設に供している方に対し、介護保険を使い、サービスの方

を提供している部分のものを言います。現在清里町からは、３名の方が札幌の有料老人ホームに

入居しているところでございます。また現在本町では高齢者住宅等の整備を検討してございまし

て、こちらの部分整備される施設によっては、入所者の一部に特定入居施設生活介護の提供を予

定することとなります。続いてその他サービスでございます。こちらの方５期までは、地域密着

サービスがなかったところでございますが、先ほど説明したとおり平成２６年度から清楽園のユ

ニット部分が地域密着サービスの施設になったところでございます。その他地域密着サービスに

したご覧のとおりのものがありまして、供給事業者があらわれた場合には、協議の方行っていく

ことになります。ただし入所者数が本町の必要入所を超えるような場合など介護保険事業の計画

達成に支障が生じる恐れがあるときには、地域密着型サービスは許可を与えないものとすること

といたします。３３ページ、介護保健地域支援事業でございます。先ほども触れましたが、在宅

サービスの要支援の部分で介護保険制度の改正に伴いまして、一次予防、二次予防で行っていた

介護予防事業が、平成２７年より新たな介護予防日常生活支援総合事業へと変わります。改正の
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大きな部分といたしましては要支援１、２の方への訪問介護、通所介護サービスが総合事業への

移行となり、ここの部分で事業を展開することとなる部分でございます。また一般事業といたし

まして、これまで行われましたいきいき健康セミナーのメニューに新たに整備される町民プール

を活用したメニューの追加や地域包括支援センターの委託などを主なものとしてございます。 

３５ページをご覧ください。低所得者、低所得利用者の負担軽減でございます。現在行われて

おります非課税者のヘルパー利用における自己負担軽減及び老健きよさとにおける生計困難者の

負担軽減は今後も継続を行ってまいります。 

３６ページご覧ください。介護サービスに係る総費用額の推計でございます。これまで御説明

をさせていただきました、サービス料へ介護報酬単位を掛け合わせ、本町の介護サービスに係る

総給付額を算定しており、その額は１３ヶ年で１２億４千１８４万７千円となってございます。 

３７ページご覧ください。ここでは１号被保険者の介護保険料の算定方法をお示ししてござい

ます。基本的には３カ年分の介護給付費と地域支援事業を足した総費用額に２２％をかけた部分

が、６５歳以上の１号被保険者のかけた部分に６５歳以上の１号被保険者の数で割りかえした金

額が、介護保険料となります。 

３８ページご覧ください。続いて第１号被保険者の保険料となります。各標準給付費は先ほど

説明をさせていただきました数字となります。地域支援事業につきましては、介護予防日常生活

総合支援事業の平成２９年度分につきまして要支援者の訪問介護及び通所介護が移行してくる見

込みとしております。また、（２）の包括的支援事業につきましてもおおむね地域包括支援セン

ターの人件費を含む委託料となっており、平成２７年度から人員を含めた機能強化を図ってまい

ります。そして（３）が１号被保険者の保険料推計となります。所得別段階別人数におきまして、

平成２６年度の所得をもとに割合を計算し、段階に割りつけを行ってございます。調整交付金の

割合につきましては、例年の本町の割合であります７％を見込んでございます。基金につきまし

ては、残高がおおよそ１千万程度であり、１カ月の給付分にも満たないなど少ないことから、取

り崩しについては、今回は考えておりません。これらを加味した上で算出した一人当たりの年間

の保険料額は、５万９千４１４円となり、月額にすると４千９５１円で推計の方行ってございま

す。 

３９ページをご覧ください。介護保険料に係る所得段階別の状況でございます。人数につきま

しては、先ほど御説明をしたとおり、平成２６年度の所得にて割合を算定し、段階別に割り付け

を行っているところでございます。対象要件として、ご覧のとおりの段階として分けさせていた

だいてございます。また本町ではこれまで負担能力の公平化のため４００万円以上の多段階を設

置しておりまして、負担の公平化を図る観点からも４００万円以上を１０段階と設置し、保険料

の弾力化を図っていきたいと思います。負担割合につきましては現在、国の方は５段階を基準額

の１．０と出ていまして、１段階を０．５、２段階を０．７５、３段階を０．７５、４段階を０．

９、５段階を１．０、６段階を１．２、７段階を１．３、８段階を１．５、９段階を１．７とし

ておりまして、町が設定する１０段階におきましては１．９にて算定を行っていきたいと思いま

す。但し、国は消費税増税に伴う保険料の低所得、軽減対策を図るとしておりまして、平成２７

年４月には１段階の部分で０．０５分を平成２９年４月には１段階の部分で０．２、２段階の部

分で０．１５、３段階の部分で０．０５分を助成し、保険料の軽減強化を図るとしております。

よって実質的な部分でいきますと、平成２７年から２８年度に１段階につきましては０．４５と

なり、平成２９年度の１段階は０．３２段階が０．５、３段階が０．７となる予定でございます。 
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４０ページをご覧ください。こちら本町におけます平成３７年及び３２年のですね、将来推計

の方法を記載しているところでございます。こちらは国から示された手法に基づき計算したもの

を載せさせていただいているところでございます。 

４１ページご覧ください。こちら特定健診事業でございます。特定健診は４０歳から７０歳ま

での国保に清里町の国保加入者を対象に実施して行きます。特定検診事業は特定健診、特定保健

指導は、第２期国民健康保険特定健診等実施計画に基づいて実施をされているところでございま

す。健康診査につきましても清里町は６月と１２月のミニドック検診、４月の１２月レディース

検診による集団健診と医療機関への委託にて脳ドック検診を実施しているところでございます。 

４２ページご覧ください。こちらは介護保険対象外のサービスでございます。主なものといた

しましては、送迎サービスや訪問サービス等がございます。 

４３ページをご覧ください。家族介護支援事業といたしまして、介護用品支給等行うとともに、

これまで同様安否確認システムや電話回線を利用した緊急通報システム、また２６年度から各セ

ンター緑札弦のセンターの方にテレビ電話設置をしているところでございます。 

４４ページご覧ください。その他高齢者保健福祉事業でございます。これまで同様事業実施を

図るともに新たな事業なども模索をしていきたいと思います。 

最後に４５ページ、本計画策定に御尽力いただきました。委員各位の名簿となってございます。

以上で説明を終わります。長々申し訳ございませんでした。 

 

 

○村島委員長 

 はい。次⑤いいですね、みなさん。はい、どうぞ。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 ５番、清里町介護保険条例の一部を改正する条例となっております。１ページをご覧ください。

今回の改正条例につきましては、第６期介護保険計画にかかる平成２７年から２９年までの３カ

年の１号被保険者の保険料を定めたものでございます。新旧対照表でご説明いたします。 

３ページをお開き願います。先ほどご説明いたしました、計画の答申の中で月額保険料４千９

５１円の説明をさせていただきました。今回提案する月額保険料につきましては、円未満を切り

捨てし、４千９５０円に設定して、所得段階区分ごとの記載金額となってございます。なお保険

料基準額は２条５号の５万９千４００円となります。保険料段階は、国が示している９段階に加

え、これまで通り低所得者に対する負担軽減を図るため市町村民税で合計所得金額が４００万以

上の１０段階を加えた、１０の階層による保険料の設定をしてございます。１段階で０．５、２

段階で０．７５、３段階で０．７５、４段階で０．９、５段階で１．０６段階で１．２、７段階

で１．３８段階で１．５、９段階で１．７、１０段階で１．９としてございます。 

町民税の階層、町民税課税の対象におきましては、これまで２００万円と４００万円の階層し

かなかったところでございますが、今回より１２０万円、１９０万円、２９０万円、４００万円

と階層の細分化がされてございます。こちらにつきましても２９０万円までが国が示している基

準となりまして、４００万円が町で設定する段階設定になります。 

４ページをお開きください。また第１項第１号１段階定めたところでございますが、平成２７

年度及び２８年度におきましては、消費税増税に伴う低所得者負担軽減対策により、１段階生活
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保護世帯や町民税非課税世帯で年金収入と合計所得金額が８０万円以下の方につきましては、上

率を０．４５としているものから第４項におきまして、年間保険料を２万６千７３０円とする旨

を記載してございます。 

第４条第３項の改正につきましては、年度途中で生活保護を受給する状況になった場合の日割

りの算定についてを記載してございます。 

５ページご覧ください。附則におきまして、今回社会保障制度改革により、市町村に実施を義

務付けた介護予防生活支援総合事業、在宅医療介護連携推進事業、生活支援体制事業、認知症対

策推進事業につきまして、実施体制が整うまでの経過措置を設定してございます。以上で説明終

わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今⑤の清里町介護保険条例の一部改正する条例について説明ありました。委員の方、

何かございませんか。はい。それでは⑥説明してください。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定ついて御説明をさせていただき

ます。 

６ページをご覧ください。平成２５年に地域の自主性及び自立を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律、第３次地方分権一括法が施行されたことに伴い、地域包

括支援事業を実施するために必要な地域包括支援センターの設置者が遵守すべき職員の基準及び

当該職員等のついての市町村の条例で定めることとされました。 

７ページをご覧ください。前述のことから清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める

条例では、国の基準に基づき１つの包括支援センターに置くべき職員を第４条でまた第５条では

国の基準に基づき、適切公正かつ中立な運営を獲得するため、意見を踏まえるということで定め

てございます。以上で説明の方終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今⑥について説明ありました。委員の方何かございませんか。なし。それでは前に進みま

す。⑦お願いいたします。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 清里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営及び、並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について御説明をさせていた

だきます。９ページをお開き願います。 

こちらも第３次地方分権一括法が施行されたことに伴い、指定介護予防事業所の有する事業委

員の員数、事業の運営に関する基準、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を条例

で定めることとなりました。 

１０ページをお開きください。このことから清里町指定介護予防等の指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例では、国の基準に基づきまして、第１章では指定介護予防支援の事業の基本
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方針として、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように

配慮しなければならないこと、第２章では指定介護予防支援事業所の人員に関する基準、第３章

では指定介護予防支援の事業の運営に関する基準、第４章では指定介護予防支援に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準、第５章では、住所地特例者などにおける基準当該介

護予防支援の事業の基準についてを定めているところでございます。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今⑦についての説明がありました。委員の方、何かありませんか。よろしいですか。それ

では⑧お願いいたします。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 それでは第３次地方分権一括法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について説明いたし

ます。 

２８ページをお開きください。こちらも第３次地方分権一括法が施行されたことに伴う介護保

険法の改正に伴い、清里町指定地域密着型サービス事業者及び指定密着型介護予防事業者の指定

に関する基準を定める条例、清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例、清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の指定、介護予防支援等に係る事項につきまして、条例に定めるといたしました。基準

の一部改正の他、今しがた御説明させていただきました、今回新たに制定する条例に定める基準

を引用する条項及び北海道に条例を委任されました基準によるものとする条項へ改正するもので

ございます。 

２９ページご覧ください。１条関係につきましては、介護保険法の改正により、指定介護予防

支援事業者の指定の申請者に関する基準、こちらの方が町の方、町の条例に委任されることにな

ったことから、介護保険法の第１１５条１２第２項第１号の記載を加えることといたします。ま

た介護保険法１１５条１２第２項第１号指定介護予防支援の指定の記載を加えたことから題名の

方を、指定地域密着型対サービス事業者等へと改正しております。 

第２条の関係につきましては、介護保険法の改正により指定居宅介護支援基準該当居宅支援に

係る当該部分の基準は、道の条例に委任されたことから、支援するべき基準として道の条例へ置

き換えます。 

３０ページご覧ください。第３条関係におきましては、介護保険法の改正により、指定介護予

防支援基準当該支援事業者にかかる基準が、市町村の条例に委任されることから、今回提案する

清里町指定予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る予防のための効果

的な支援の方法に関する基準に定める条例へと置き換えることを行います。以上で説明の方終わ

ります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、第３次地方分権一括法の施行に伴う関係条例の整備にかかる条例についての説明があ

りました。委員の方、何かありますか。前に進みます。それでは⑨説明願います。はい。進藤君。 
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○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは９番目、清里町保育の必要性の認定に関する条例の制定につきまして、３２ページを

お開き願います。本条例の制定につきましては、子ども子育て新制度の開始に伴い、保護者から

の申請により市町村が行う保育の必要性の認定のための基準を定めるもので、内容といたしまし

ては、子ども子育て支援法第２０条の規定による保育の支援、支給認定を行うための保護者の就

業等の状況を定めた保育の認定基準及び保護者の労働時間等による保育の必要時間を定めた保育

の必要量の認定を規定するものです。なお現在、保育の実施基準を定めている保育の実施に関す

る条例は、児童福祉法の規定から削除されたため廃止するものです。 

３３ページをご覧ください。本条例において保育の認定基準を、第３条で述べており、各号と

も子ども子育て支援法施行規則によるものですが、第１条第１号につきましては、１月の労働時

間を、市町村が４８時間から６４時間の範囲で定めることとなっていることから清里町におきま

しては、最低の４８時間で定めております。 

次のページ３４ページにおきましては、保育の費用料の認定について、第４条で述べておりま

す。保育の必要量を標準時間認定と短時間認定の２つの区分に分け、保育標準時間認定を１月当

たり平均２７５時間まで１日当たりにすると、１１時間まで保育短時間認定を、１月当たり平均

２００時間まで、１日当たりにすると８時間までといたします。 

その他、前条の第３条に規定する事由によって、それらが標準時間なのか、短時間なのかを定

めております。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今清里町保育必要性の認定にかかわる条例の制定について説明がありました。何かござい

ませんか。よろしいですか。それでは次。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 続きまして１０番、清里町保育の必要性の認定に関する条例施行規則についてです。３６ペー

ジをお開き願います。本条例施行規則につきましては、先ほどの条例制定に伴い、その他の支給

認定に関する必要な事項を定めたもので、内容といたしましては、条例に定めた保育の認定基準

の詳細や保育の認定の事由による支給認定の有効期間利用定員を超えた希望があった場合の優先

利用の基準を規定したものです。なお保育の実施に関する条例施行規則につきましても条例同様

に廃止するものです。 

３７ページをお開き願います。条例施行規則では、保育の認定基準について、第３条で第１項

から第３項まで細かく説明しております。第４条では、認定の有効期間を述べておりまして、１

号から３号の認定の子どもに対し、それぞれの保育の必要な事由に基づき、第４条第１号から４

０ページの第１４号まで有効期間を定めたものとなっております。ここでの１号から３号までの

認定子どもとは、１号認定は３歳以上で幼稚園を利用される場合。２号認定は３歳以上で保育所

を利用される場合。３号認定は３歳未満で保育所を利用される場合のお子さんです。 

次に、国からの通知で定めておいた方が良いとされていることから、第５条で優先保育の基準

を定めております。これは定員を超えた利用希望者があった場合において、利用調整するための

基準を定めております。以上です。 
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○村島委員長 

 ただ今清里町保育必要性の認定に関わる条例、施行の規則について説明ありました。何かござ

いませんか。はい。それでは次、１１お願いいたします。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは１１番目、清里町立保育所条例の一部を改正する条例につきまして、４２ページをお

開き願います。本条例の改正につきましては、子ども子育て支援新制度の開始に伴い、児童福祉

法の一部が改正され、保育所の保育料の徴収規定の根拠が市町村条例に委任されるため改正する

ものです。保護者が政令で定める額を上限として、一町村がその状況を勘案して定める保育料を

納入する旨を規定するもので、現行の保育所条例に加え、詳細につきましては、規定の方で定め

ております。 

４３ページをお開き願います。第１条においては保育に欠けるを、保育を必要とするに改め、

第４条を第５条として３条の次に保育料を納入する規定を第４条として加えたものです。以上で

す。 

 

○村島委員長 

 ただ今１１⑪の説明ありました。委員の方、何かありませんか。それでは無いようですので、

１２説明願います。はい。進藤君。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 続きまして１２番、清里町立保育所条例施行規則の一部を改正する規則につきまして、４５ペ

ージをお開き願います。 

本条例施行規則の改正につきましては、子ども子育て支援新制度の開始に伴い、保育の実施に

関する条例及び保育の実施に関する条例施行規則が廃止されるため、保育所の保育の利用手続に

ついて定めたもので、入退所に必要な書類や手続について具体的に規定したものです。４７ペー

ジをお開き願います。現行の清里町立保育所条例施行規則に、第４条として入所の申し込みにつ

いて、第５条として保育の決定について、第６条として保育の解除、休所について、第７条とし

て、保育児童台帳についてつけ加えたものです。 

４９ページ以降はそれぞれの手続き等に必要な書式となっております。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今清里町立保育所条例施行規則の一部改正する規則について説明ありました。委員の方何

かございませんか。それでは前に進みます。次１３、お願いします。１３番。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 保育費用徴収規則の一部を改正する規則につきまして、６７ページをお開き願います。本規則

につきましては、子ども子育て新制度の開始に伴い、市町村は国が政令で定める額を上限として、

保育所の保育料を定めなければならないとされていることから、内容といたしまして保育料の算

定基準が、従来は保護者の所得税により算出しておりましたが、今後は町民税所得割に変更にな

るため、町民税所得割額に応じた階層区分及び３歳以上と３歳未満でそれぞれ保育の短時間と標
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準時間の区分に応じた保育料を定めました。 

６８ページをお開きください。徴収規則中の徴収金を保育料に改め、６９ページ以降の保育料

の表を改めました。標準時間の保育料の額は今までの保育料と大きく差が生じることがないよう

に同程度の設定とし、階層区分も変わらぬようにしております。短時間の保育料につきましては、

国の定めた上限額から算出した率の標準時間の１．７％限度額で設定しております。以上です。 

 

○村島委員長 

 保育所費用徴収規則の一部を改正する規則について説明ありました。委員の方何かございませ

んか。それでは次お願いいたします。 

 

○保健Ｇ総括主査 

 議案７８ページ。財産の無償貸付につきましてご説明いたします。 

本年４月より、保健福祉総合センターで新しく診療所を開設する者に、町有財産の土地及び建

物の無償貸付を行うため地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求めるも

のでございます。 

土地及び建物の所在地、種別、数量につきましては、所在地はいずれも羽衣町３５番３５のう

ち、土地につきましては、宅地１，４４７．７９平米。建物につきましては診療所１，１１４．

７３平米。物置車庫を合わせまして、８８．５０平米。貸付の目的は、診療所の開設貸付の相手

方は、弟子屈町川湯温泉４丁目８番３０８番３３号、齋藤浩記医師でございます。以上でござい

ます。 

 

○村島委員長 

 ただ今１４について説明ありました。委員の方何かございませんか。無いので、それでは１５

お願いいたします。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは１５番。介護老人保健施設きよさとの指定管理者の選定につきまして、７９ページを

お開き願います。介護老人保健施設きよさとは平成１２年４月に改修され、当初より社会福祉法

人清里町社会福祉協議会が管理運営を行ってきており、平成１７年度からは指定管理者制度によ

る管理運営を行ってまいりました。１０年間の協定を結び、今年度で期間が満了となることから、

引き続き効率的かつ効果的な運営が行えるよう、これまでの実績等勘案して、公募によらない指

定管理者の候補者の選定とし、社会福祉法人清里町社会福祉協議会との協議が整い申請がありま

したので、指定管理者選定委員会において指定候補者としての審査を行い、選定いたしました。 

施設の名称は、介護老人保健施設きよさと。指定管理者の名称は、斜里郡清里町羽衣町３５番

地３５、社会福祉法人清里町社会福祉協議会、代表者は稲垣友子会長です。指定の期間は、平成

２７年４月１日より平成３７年３月３１日までの１０年間とし、基準価格は３億４千万円、提示

価格は３億２千１６６万５千円。債務負担行為を２７年度分の委託料３億２千１６６万５千円と

２８年度からの年間３億４千万円かける９年分の合計３３億８千１６６万５千円を設定するもの

です。１０年分です。 

 



 

- 26 - 

○村島委員長 

 はい、ただ今最後の介護老人保健施設きよさとの指定管理者の選定について説明ありました。

何かございませんか。はい。議長。 

 

○村尾議長 

 債務負担行為の中に、役場職員が１名必ずいっているんだよね。今これ入っているの、入って

ないの。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 職員の給与は入っていません。職員の給与は町から直接支払います。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今回のこの１０年間の部分には入っていないということなんですね。 

 

○保健福祉課長 

 この現段階では入っておりません。 

 

○加藤委員 

 ということは、この１０年間たった指定管理の中で問題点の中で、本当に指定管理としてふさ

わしいのかどうなのか。職員の派遣は条例で認められているよと要綱はあるにしても、基本的に

その辺の問題点についての整理は、今回なされたのかなされないのか。 

 

○保健福祉課長 

 社会福祉協議会の方とは話をしております。引き続き職員の派遣をして、経営等の支援をして

いくと。職員を派遣することにおいて、経営の支援をしていくということです。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 この問題については、去年の町長との協議会の話の中で、これらについての考え方が今後どう

なっていくのかというあたりの要望も出されていると思うんですが、その辺については全くなし

で、今回こういう状態で、きているということですね。 

 

○保健福祉課長 

 指定管理をするにあたって職員１名、管理職員を派遣するということでの約束がありまして、

これについてはこのまま引き続くということで。 
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○村島委員長 

 はい。それではよろしいですか。それではちょっと時間かかりましたけども保健福祉課、これ

で終わります。ご苦労様です。どうもありがとうございました。 

 

○村島委員長 

 それでは、引き続き産業課。１点前回の委員会でもいろいろとありました。そのことについて

も含めて説明をしていただきたいと思います。課長。 

 

○産業課長 

 それでは、産業課所管事項平成２７年度焼酎事業特別会計の販売計画と前回の常任委員会のご

質疑等の関係についてご報告させていただきたいと思いますので、担当より報告をいたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 どうぞ。はい。武山君。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 平成２７年度焼酎事業特別会計、販売計画についてでございます。 

まず、前回の常任委員会における瓶及びコルクの金額についてでございますが、正しくは、瓶

が税別１８３円コルクが税別８９円でありましたので、訂正して御報告申し上げます。大変申し

わけありませんでした。 

前回、常任委員会において御質問のありました、平成２５年度、２６年度、平成２７年度計画

の販売本数について御説明申し上げます。８０ページをご覧ください。資料上段販売本数から御

説明申し上げます。表の右から４番目、２５年度の欄をご覧ください。平成２５年度の販売本数

は、合計で６万１千９６２本。４８キロリットルの販売数量となっております。表の右から３番

目２６年度の欄をご覧ください。平成２６年度の販売本数は、合計で６万５千９８７本。５１キ

ロリットルの販売を見込んでおります。表の右から２番目に２７年度の欄をご覧ください。平成

２７年度の販売本数は、合計で８万４千２６０本。６５キロリットルの販売を計画しております。 

下段の販売金額の表をご覧ください。表の右から４番目、２５年度の欄をご覧ください。平成

２５年度の販売金額は合計で６千２６２万７千９円となっております。 

表の右から３番目２６年度の欄をご覧ください。平成２６年度の販売金額は、合計で７千４５

２万６４９円の販売を見込んでおります。表の右から２番目、２７年度の欄をご覧ください。平

成２７年度の販売金額は合計で、８千８９５万５千１７１円の販売を計画しております。 

次に瓶、コルク等の資材価格及び１本あたりの製造原価につきましては、企業経営という事業

の性質上、利益を保護する観点から公の場での公表後は、控えさせていただきたいと存じますの

で、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

次に、瓶を含めた資材管理につきまして、発注時期の遅れによる資材在庫の不足を生じた件で

ありますが、発注時期の判断の遅れが原因にあります。これら防止するためには、資材及び製品

在庫の状況確認の徹底と職員全員での情報共有、発注時期の確認を的確に判断し、進めてまいり
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たいと思います。 

次に、平成２７年度焼酎事業特別会計販売計画について、詳細を御説明申し上げます。８０ペ

ージをご覧ください。この資料につきましては、販売業態別の過去１０年間における販売本数及

び販売金額を記載したものとなっており、表の一番右側に平成２７年度の販売計画数量を記載し

ておりますので、そちらをご覧ください。 

初めに、上段の表、販売本数における業態別の計画販売本数の考え方について御説明申し上げ

ます。表の一番上の段から卸（道内）につきましては、４万６千７１４本。前年度対比１６７％

増を見込んでおります。今年度、道内大手スーパーチェーングループ２グループで管内及び道東

の店舗において販売いただいております。また、酒類販売チェーンにおいても、道東を中心とし

て、販売をいただいております。この販売いただいているグループ中、１グループは全道に１９

４店舗を有され、そのうち５６店舗で、販売いただいております。残り１３６店舗での、販売導

入していただくことにより、年間８千１６０本の販売を見込んでおります。また、もう一つのグ

ループにおいては、１０９店舗を有され、そのうち７店舗で導入・販売いただいております。残

り１０２店舗での販売導入をしていただくことにより、年間６千１２０本の販売を見込んでおり

ます。種類販売チェーンにおいては、全道３５店舗を有され、５店舗で販売いただいております

が、残り３０店舗での販売導入していただくことにより、１千８００トンの販売を見込んでおり

ます。その他、道内主要都市における販売拠点となる小売店及び消費先となるホテル・飲食店等

の確保により２千６００本以上の販売本数増加を確保してまいりたいと考えております。 

次に表の２段目をご覧ください。卸道外につきましては、１千９８本、前年度対比１１１％増

を見込んでおります。平成２６年度においては、昨年度実績より６２本の落ち込みがございます

が、現在新たな販売先への納入をさせていただいており、今後の販売数を確保できるものとして、

１１２本の増加を見込んでおります。また関東圏スーパーの販売導入により増加分を確保してま

いりたいと考えております。 

次に表の３段目、小売（町内）につきましては１万６千７００本、前年度対比１０５％増を見

込んでおります。販売増加分については町内での販売機会をふやすことにより、販売本数の増加

を確保してまいりたいと考えております。 

次に表の４段目小売価格（道内）につきましては２千８８０本、前年度対比１１０％増加を盛

り込んでおります。小売（道内）につきましては、既存の販売店ではありますが、取扱商品の増

加や販売増加による増を１８９本見込んでおります。 

次に表の５段目、小売（道外）につきましては１千本。前年度対比８０％で見込んでおります。

こちらはＰＢ商品の販売によりますが、販売が減少傾向にありますので、安全をとりましての見

込みとなっております。 

次に表の６段目小売（北都千石会）につきましては２千５００本。前年度対比９３％で見込ん

でおります。こちらもＰＢ商品の販売によりますが、昨年、一昨年度で２千５００本前後の販売

となっておりますので、この数で見ております。 

次に表の７段目、醸造所・直売所他、（町内）につきましては、２千６６４本。前年度対比５

９％で見込んでおります。平成２６年度につきましては、焼酎醸造所の直売所における販売にお

いて、本州旅行会社によるツアーの販売がございました。平成２７年度の継続は確認がとれてお

りませんので、その分を除いた本数で見込んでおります。 

次に表の８段目、個人・飲食店（道内）につきましては２千６８４本。前年度対比８１％で見
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込んでおります。ネット販売や電話等の注文における個人の利用について、卸し（道内）におけ

る販売先の増加などにより、地元での購入が増えるものと考えており、その分の減少を見込んで

おります。 

次に表の９段目。個人飲食店、（道外）につきましては８千２０本、前年度対比１２１％増加

に込んでおります。広告媒体により宣伝及びその上でのＰＲなど現在もすでに行っておりますが

さらなる広報活動によりネットでの利用が増えるものと考えており、１千４１０本の増加を見込

んでおります。合計で焼酎の販売計画本数は、８万４千２６０本。前年度対比で１２８％。１万

８千２７３本。２８％増加を見込んでおり、販売数量で６５キロリットルとなっております。 

次に下段の販売金額の表をご覧ください。販売金額につきましては、焼酎のほか、清里の水・

包装資材・消費税を含めた金額となっております。販売金額の表を右から２番目２７年度の欄を

ご覧ください。各業態別の販売金額は、記載のとおりとなっており、合計で８千８９５万５千１

７１円、前年度対比で１１９％。１千４４３万４千５２２円、１９％増加を見込んでおります。 

次に８１ページをご覧ください。平成２７年業態別の販売計画表になります。平成２７年度販

売計画における商品別業態別の販売数量を記載したものとなっておりますんで、ご参照賜ります

ようお願い申し上げます。 

尚、こちらの表につきましては単位の公開などを控えいただくよう取り扱いについて、ご配慮

賜りますようよろしくお願い申し上げます。以上、説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 平成２７年度焼酎事業特別会計販売契約についての説明がございました。何か委員の方、ござ

いませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 こうやって予算額が計画ですけども、８千８００万出ておりますが、この間の前回の委員会で、

表をもらった中で、４月から１２月までの数字が出ておりまして、５千３００万。今回上がって

きた２６年度の全体枠を見ますと７千４５０万いうことになっていて、実は、３カ月で２千万ぐ

らい上がっているんです。４月から１２月まで９カ月で５千３００万だと、だいたい１ヶ月５０

０万。それが７００万というのは、これはリニューアルした焼酎のおかげだなというふうに思っ

ております。 

これを踏まえて８千８００万というふうになったと思うんですけど、これあくまでも計画です

から。ただ今までの金額を見ますと出荷額や販売額というのは、町民に配布した物とかあります

よね。それからＰＲのために送ったものとか。こういったものがすべて含んでいるのか。含まれ

ていないのか。その辺はどのようになっていますか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 町民に配付した分、それとＰＲ用の分。これについては、価格等ございません。この中には含

んでございません。 
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○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 これは要するに実質の販売額と見て良いと言うことですね。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 こちらに提示している部分については、実際に販売をして、料金をいただいている部分の本数

＝販売金額と。いうことで提示をしてございます。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

そうすると町で配布したとか、先ほども言ったようにＰＲのために送ったという部分に関して

は、どのぐらい数字としてあるのか、ちょっとわかる範囲についてお聞きしたいと思うんです。 

 

○産業課長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 焼酎工場としてＰＲ部分については、これはこの金額に入ってございませんが、例えば役場で

使う分。購入していただいた分ついては、これ売り上げの中に掲示してございます。その部分に

ついては無償となりません。あくまでも焼酎工場として町民還元配付したものだとか、ＰＲ、お

店屋さんに持っていって展示したもの。これについてはこの中に、含めないことで、一般的に例

えば、町で買っていただいた分については、売上として計上させています。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 ちなみに参考まででいいんですけれども、役場が買った金額は、どのぐらいあるんですか。 

 

○村島委員長 

 課長。 
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○産業課長 

 総務以外の部分、いろいろございますので、ちょっと私の方ではその分数字的に持ち合わせて

おりませんので。 

 

○池下委員 

 きっと持って７千４００万のうちの数百万は買っていると思うんです。相当な金額は買ってい

るのかなと思うんですけど。それは後日調べてほしいなと思います。それとですね町でＰＲする

と送った部分に関して、本数的にどのぐらいあるのか。わかりますか。 

 

○村島委員長 

 はい。武山君。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 焼酎の配布の関係につきましては、町民配布。それとサンプル提供。その他、今回はデザイナ

ーの関係において、お送りした部分。そういった方のものも含めまして、３千８２３本ございま

す。このうち町民に配布に使われたものが、１千７３０本ございますので、この差し引き分がサ

ンプル等で送られたものということになります。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 これ町民に配られたのは、世帯数分配られたというふうに理解するんですけど、サンプルとか

今回の送ったとかに関しては、町民に配っているより多いということですね。２千本になります

よね。そういう理解でいいんですか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 差し引きいたしますと２千９３本という形になります。それで先ほども、武山の方からも言い

ましたけれども、各商店への見本とそれとデザイナーの方での本数を出しているということでご

ざいます。それで商店関係と今回のリニューアルに向けての部分で、サンプル本数を多めに出し

ている部分も多少ございますんで、それで本数的に実際、町民配布１世帯１本という形で配布し

てるところなんですが、２千９３本という形での数字となっております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。 
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○澤田副委員長 

 リニューアルして販売を増大させていくという計画ですけれども、販売６５キロリットルです

けれども、製造と在庫と量的なものの現状はどうなっているんですか。 

 

○村島委員長 

 課長 

 

○産業課長 

 在庫の関係でございますが、２５年度末現在で予算書のほうにもつけてあったんですが、２５

年度末現在、在庫数量３７４キロリットルいう形になってございます。今回５１キロリットルの

減ということで、２５キロを製造して、５１キロを販売ということで差し引き３４８キロリット

ルが２６年度末の残高という形になると思います。 

２７年度現在２５キロリットル製造で６５キロの販売ということでございますんで、最終的に

このままいきますと、在庫数量は３０８キロリットル程度という形で考えてございます。 

 

○澤田副委員長 

 当分は、２５キロリットル製造ぐらいで続けていくんですか。 

 

○産業課長 

 製造数量のリッター数ですが、これにつきましては麦の購入の関係で２年前ぐらいに予約が必

要という部分でございます。今２７年度までにつきましては、２５キロリットル製造ということ

で、これは動かせない数字ということでありますんで、２８年度については増量という形で４０

キロリットルぐらいを製造しながらやっていかないと。販売数量も徐々に増やしていくというこ

ともございますので、２７年分までは２５キロ製造という形で考えております。 

 

○村島委員長 

 議長。 

 

○村尾議長 

 数字の問題も含めて確認だけしたいと思います。先ほど平成２６年度販売金額が７千４５２万

という数字が出て来たんですけれども、これ先ほど池下君からも話が出ていたように１２月末で

５千３００万の売り上げです。そうすると２千２００万を増えるわけですよ。 

それともう１つこれに関連して、平成２７年度の焼酎特別会計の総括予算で見ると、平成２６

年の財産収入、焼酎の売り上げですね。７千万ですよ。そうすると７千４００万が確定だとする

ならば、なぜ補正をしないのか。増額補正ですね。補正が無いのは、焼酎特別会計だけですよ。

なんで補正しないのか。そしてこれ７千４００万売れて、平成２７年度の計画が８千９００万。

約１千４００万売り上げを増やして、収支が合っているわけですよ。これは一般会計の繰り入れ

１千８００万しか見ていませんので、８千８９０万円いれないと、歳出の１億７００万円と合わ

ないわけです。ところがです。あちこち飛びますけれども平成２６年の製造は２５キロですね。

平成２７年でも２５キロなんですよ。計画は。ところがこれ製造費、平成２６年３５００万です
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よ。計画は。ところが平成２７年は５千１００万ですよ。１千６００万も増えている。同じ２５

キロで。 

先ほど、武山くんが言ったように原価を教えられないなんてとんでもない話でね、いやしくも

議会議員は、健全経営をやっているのかが問題なんですよ。とんでもないけど、健全経営何て言

えないわけですよ。そうでしょう。２５キロ造るのに、平成２６年度は３５００万。２７年は５

千１００万。なんでこんなに違うんだ。瓶が違うのか、コルクが違うのか。わからないけれども。

こういう状況からいくと、もう造る方が赤字でないのかということですよ。実態が分からな過ぎ

るよ。 

それとじゃあ８千８００万。売れなかったら誰が責任取るのかということですよ。ところが間

違いなく、こういう計画で補正もしないで、平成２７年の新年度予算出来て、途中で足りないか

ら補正で一般会計の繰入れをするなんていうのは、誰が責任とるのかということです。出来ない

ことをやろうとしているんですよ。これは胸襟を開いて、やはり特産品だから、赤字でもしょう

がないのではという中で、何ぼまで出来るかはわからないけれども、せっかく瓶とネーミングが

変わったんだから、経費の問題も根本的にやらないとだめですよ。いつまでも臭いものにふたを

して教えられないとかなんとか、こんなこと言っているようでは、前に進めないと私は思うんで

すね。どう考えたって２５キロ造るのに３千５００万と５千１００万では、到底納得できない。

これで、原価計算は秘密です。教えられないなんて、議会議員を馬鹿にしているのでは。武山君

と町長だけが、原価が解っていて、あと解らないんじゃ始末ならんでしょ。 

議会議員だって責任とらなくてはならないよ。町民から監査請求とかの中身出てきたときに議

員何やっていたんだって出ますからね。どう考えたって、２５キロ造るのに３千５００万と５千

１００万では、納得ならん。言っていること、間違っているかい。間違っているなら参考までに

聞きたい。訂正してください。 

○村島委員長 

 課長。 

 

〇産業課長 

まず１点目。２６年度の財産収入。予算書では、７千万から８千８９５万６千円という形にな

ってございますが、１２月に議会の補正をいただきまして、そのときに４５２万補正をいただい

ています。現行の財産収入につきましては７千４５２万という形で総体の中で計上はさせていた

だいています。 

もう１件の関係でございますが製造費、２６年、３千５００万から２７年が５千１００万円と

いうことで、先ほど原価の部分出せないと公開の公開条例の中で、一般に行政機関の保有する情

報の公開に関する法律中の判断基準におきまして、地方公共団体が経営する企業又は地方独立法

人に関する事業について企業経営という事業の性質上利益を保護する必要がある物については、

非公開とするという一文がございます。それで議会の方には資料の提出はさせていただきたいと

いうふうに思っております。この関係につきましては、また取扱業者等、それらの部分の販売の

部分の金額も解る形になってございますので、その辺の取り扱いには十分注意いただく形での御

報告ということでさせていただきたいと。資料については提示さしていただきます。それで今、

資料はお渡しいたしますけども、先ほど議長さんのほうからお話ありました。３千５００万から

５千１００万の分につきましてはそちらにございますが、資材費の部分で金額が上がっていると
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いう部分がございます。製造そのものの、キロ数は２５キロということで変わってございません

が、製造費の中には、資材費の金額も含んだ金額ということになってございますので、販売数量

が増えることによりまして、製造本数等も増えてまいります。ビンの経費、コルクの経費等、多

くの部分が増えてくるということでございますんで、これら見まして５千１００万という数字で

計上させていただいているところでございます。（資料配布） 

 

○村島委員長 

 はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 これは、いつ現在のやつですか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 これにつきましては、今販売している価格での金額です。 

 

○加藤委員 

 だとしたら、逆に旧の価格体系も出てこないと意味合いがないんじゃないですか。容器との部

分について、かさんでいますという表現をしていますけど、新しい容器に変わるときの答弁は、

トータルとしては一緒か下がりますという表現でスタートを切っているんです。新しい瓶に交換

する時に。ですから今の答弁の表現で行くと、その事業をする時の表現と実際にやったらとんで

もなく違いましたよと。あの時の表現の中では、ほぼ変わらないということだから議会はオーケ

ーしたと思うんですよ。それが大きく変わるっていうことになったら、果たしてどうだったのか

ということですよ。この辺の整理が。だから、現在の価格と経費と逆を言うと今までの浪漫倶楽

部やこの北海道清里にする前の容器代やすべての単価の比較をしないと駄目だっていうことでし

ょう。本来はそういうことを十分にしたうえで、去年の９月のリニューアルした時点で価格設定

をした訳でしょう。そういう分析をしないで、単純に売り上げを上げての計画っていうのが余り

にも。これで売れなかったら、実はいろんな事由で売れませんでした。そんなことの繰り返しを

やっていく、会計ではないですよ。焼酎特別会計は。 

先ほどの池下委員の質問の中にありました。清里町民還元した部分については、売り上げに無

いですという表現がありましたよね。ところが、でも酒税は払わないとならないんですよ。それ

はどういう金額でどうなっているのか。総務費の中で、その酒税の一覧出してみてください。行

って持って来て提示してみてください。そういう部分を売り上げにあげないっていうのは、私は

例えば参考までに、例えば今回の説明でいけば、町民還元用に世帯数ですから千九百に金額をか

けてこれだけになります、その部分を入れれば、結果的な売り上げは実際こうでした。町の振興

政策の中から逆に焼酎事業に繰り入れても、当然いい行為だと思うんです。 

瓶を新しくした時には、嘘を言ってとんでもなくかかっちゃった。注文の出し方がまずくて売

れなかった。そういう事がないようにきちっとしましょうとしているのに。議会でこの論戦をし
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ているのは、別に皆さんを追求するための展開じゃないんですよ。ちょっと忘れていませんか、

何かを。議会に説明する資料なら町民全員集めて説明したとほうが良いですよ。１件１件。新聞

には、５～６％多く売れましたと言っているんだよ。言葉の話術。実際の中身が違うわけでしょ

う。町民に正しい情報を示さないと。まちづくりにはなっていかないんですよ。 

 

○産業課長 

 ただいまの部分で正しい情報。これはもう当たり前の話でございますので、情報的には随時流

していきたいと思うんですが、先ほど言われました町民還元の部分。確かに、酒税部分について、

これはアルコールとして出していますんで、酒税は払っているのは、事実でございます。その分

の経費については、会計の中からが賄って出しているのは事実でございますので、歳出の方の経

費としては、出てきているという部分。ただ収入の部分では、その分については、入ってきてい

ない実態でございます。その分については、まず一般会計からの繰り入れの中で、見てもらって

いるものもあるというふうに御理解いただきたいというふうに思います。それと、酒税の一覧。

これは後で提示をさしていただきたいというふうに思いますんで。よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 はい。池下君。 

 

○池下委員 

 いいですか。新聞のお話出ましたけども、２月の２０日に道新にうちの我町の焼酎に関しての

記事が大体的に出ました。６％売り上げが上がった。あれは、町側から呼んで、あの記事を載せ

ろと呼んだのか。向こう側から取材したいとことで来たのか。その辺どうなんですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 私の方に道新の記者からリニューアルしたということで、１度取材したいんだということでお

話がありました。町からではなくて、道新さんのほうから記者が来たような形になります。 

 

○池下委員 

 道新から取材をしたいということなんだけども、それがたまたまこの間だったってことですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 委員長本来であれば１週前だったんですけども、吹雪で記者の方が来れ無くて、たまたまこの

間の２０日の前日でしたっけ。前々日ぐらいに記者からも一度電話ありまして、取材に来られた

ような形になっております。吹雪のせいもあったんですけども、丁度報告会の前にという形にな

りました。以上です。 

 

○池下委員 

 取材に来たら、当然いろんな話を聞くというふうになっていくんだけども、例えば販売額とか、

いろんなデータは、記者に渡したものは、どういったものを渡しているのか。我々議会に提出さ

れているものと同じなのか。また違うものを提出しているか。その辺はどうなんです。 
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○村島委員長 

 はい。武山君。 

 

○商工観光・林政G主幹 

 池下委員のご質問にお答えいたします。道新の記者から取材を受けたものにつきましては、資

料はお渡しをしておりません。あくまでも口頭で取材を受けたんで、わかる範囲の数字のものに

ついて、お知らせをさせていただいたということでございます。議会に報告をさせていただいて

いる数字で出しております。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 この新聞には、４８キロ出たと。それと６％増量をしたと。具体的にのっているんですけれど

も。やっぱりデータっていうのは、口頭で話すと向こうも記者ですから、控えていくんだと思い

ますけれども、我々の委員会資料は一切渡していないというふうに受けとめていいと言うことで

すか。 

 

○村島委員長 

 武山君。 

 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 委員会で出しているような資料は一切渡してございません。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 たまたまね統一ボトルそれからリニューアルということで載っているその横に、この間の学習

センターでやったデザイナーの記事がたまたま偶然載っているから、あまりにもタイミング良す

ぎるなと思って、それでちょっと具体的にどういうふうになっているのか聞きたかった。 

やはりこういったデータとかって、取扱注意になっていますけども、データも我々へ出せる部

分、出せない部分があるのかなというふうに思いますけども、今まで何回も委員会やってきた中

で、真摯に受けとめて自分たちがこれから改革していくんだという気持ちを持ってやっていかな

いと。また今までみたいな失態を繰り返しているようなると。私も販売委託をした方が良いとい

うふうに前から言っていたんで、そういうふうに言う時期が来ないように頑張っていただきたい

なと思う。終わります。 
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○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 先ほど議長に言われましたけれど、２７年度の計画の説明がありましたけど、２６年度が実際

にどういういうになるのか最終的に補正をかけないでやっていくのか。あるいは専決で終らす予

定をしているのか。今、もう２月終わろうとしている段階で毎月毎月の締めがされていると思う

んです。これ基本的に２７年度予算が３月の定例会で特別会計仮に良いですよ。でもその後にま

たとんでもない状態の補正が出る様では、これ辻褄が合わなくなるでしょう。少なくても定例会

時点で何らかの追加提案を先にするなり、あるいは委員会を最初に開くなりして、その説明と方

向性について、きちっと正しい正確な見込みを掲示し、進むっていうことをしなければ焼酎特会、

とんでもないことになりませんか。その辺についての考え方お伺いをしたい。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 ただいまの御質問でございます。今厳しい状況はございます。それでただいま販売促進の部分

で、管内、道内につきまして訪問販売の展開を行っておりますが、これから、ハードスケジュー

ルなんですが、３月中に道内、管内、併せまして約２５０店舗を訪問販売について実施をしてい

きたいと考えております。各小売店での取り扱いを増やしていきたいということで考えてござい

ます。これらの部分つきまして、２６年度の最終の売り上げ見込み金額が、７千４５２万１千円

へと掲示してございます。これ１２月に補正させていただいている金額ということになってござ

います。我々も出来ませんでしたでは困りますので、この分につきましてはぎりぎりまで努力を

して参りたいというふうに考えてございます。この部分どうしても難しい場合については、専決

ではなく、臨時会なり開いていただいて、補正の関係についても協議をさせていただきたいと思

うんですが、焼酎事業所といたしましては７千４００万売り上げしていきたいと考えてございま

す。ご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 現時点で把握している実数は、今日現在どういう状態の実数になっていて、そして１月で、本

当にそこまで到達できる見込みがあるのか。努力しますという話でなくて、現時点でこの１月、

２月、どういう状態になっているんですか。販売実績。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 きょう現在の中で、調定の部分で金額をおおよそで申しますが、今現在の調定額で５千９００

万円。約６千万弱数字という形になってございます。これに月末に卸への金額、これが計上され
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ていまして、それが大体２００万前後ということで、２月末現在では６千１００万円ぐらいとい

うことで、今考えてございます。残り１千３００万円という数字になってございます。 

３月中の売り上げにつきましては、５月の出納閉鎖までにお金が入ってくるという形で整理し

て、それで３月中には、何とか取扱店増やしていきたいということで頑張ってまいりたいと。 

今、販売数量の部分もここで報告をさせていただいている訳なんですけども、原材料費メーカ

ーの方からもかなり今厳しい状況になってきていると。もうそろそろ値上げの部分もお願いした

いという話も出ているのは、事実でございます。今の価格でいくとかなり厳しい状況になろうか

ということで、半年後を目途に価格改定の部分も考えていきたいというふうに思っております。 

町内の販売部分につきましては、何とか現状の価格で据え置きできるような努力をしてまいり

たいと思うんですが、ただ二重価格の設定というのはできないんで、それをプライベートボトル

という形で販売するなり、それは今後調整をさせていただきたいというふうに考えたい。やはり

町民の還元部分については何らかの方法で考えていかなきゃならないというふうに思っておりま

す。 

 

○村島委員長 

 はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 焼酎そのものの単価を上げていくという将来的な検討を、半年後ぐらいを目途にしていくとい

う。基本的に収支の問題もあるでしょうが、今回のリニューアルした目的って何でしたかという

ところを忘れないで。結果的に値上がりをしてやっていくことによって、本当に焼酎の拡大と当

初の目的であった世界に対してまでの条件環境が整っていくのかどうなのか、この辺十分に見き

わめた上で、単純にすれば良いって話では私は無いんではないかなと。そこの表現の中に町内と

町外とかという区分けをする時点で、焼酎は終わっちゃいますよ。町民愛されてこそ焼酎だとい

うスタートを切っていながら、町内と町外を分けてしていくだとかあるいはＰＢですか、こうい

う形の中で差をつけていくとか、こういうのは、むしろおかしな話でプライベート瓶はむしろ安

くするんではなくて、高くしないとだめなんですよ。原価的に。基本的には清里でつくっている

焼酎の北海道清里っていう焼酎が基本なわけですよ。プライベート瓶は、他から委託されている

訳ですよ。その時に、町内だからそれを安く出すっていう発想は、もう既におしまいなんですよ。

もう少し統一した考え、何のために焼酎事業があるのか。行き当たりばったりでしないでくださ

い。どういう方向でするのか。１からもう１回。そしてどういう収支だとか収支でないとかとい

う前に、この焼酎事業が清里におけるどういう方向で、今後もいくのか。コマーシャルでいくな

らある程度いいし、本当に事業として利益を出して、町民の皆さんに還元するためにやるのか。

そうでなくてまあほどほどでいいと。どういう形でするのか。よくその辺をきちっと整備しない

と。この辺をきちっと具体的に計画を練ってください。値段を上げるとかなんとかという前に、

どうして行くのか。 

 

○村島委員長 

 課長。 
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○産業課長 

 ただいまの関係で、町民還元用で価格の差をつけるという部分でございますが、この関係につ

きましては、常任委員会等からもいろいろ御指摘を受けて、なんとか町民が飲みやすいような形

で今までも来ていて現在同じ価格で販売しているところでございますが、この価格が上がるとい

う形でいきますと町民の焼酎離れが起きても困るという部分ございます。その価格につきまして

ももうただ単純に上げるんじゃなくて市場の動向を見ながら、うちの焼酎とよその町の焼酎比較

しながら妥当な数字を見ていきたいというふうに考えててるわけなんですが、実際価格的には小

売価格で２００円程度の値上げというような考えでいるのですが、それにつきましても他のメー

カーの部分も検討しながら価格については、検討していきたいということでございます。 

先程言いましたが、町民還元の部分については、何とか低価格で町民にも飲んでいただきたい

という部分もございますので、価格設定なりについては、検討していきたいと思っていることで、

ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 考え方としては、良いですよ。だとしたら、焼酎事業所そのもので製造原価を抑えるために今

の製造方法のラインでいいのか。あるいは今のやり方の製造でいいのか。あるいは販売に関して

も、今の体制で本当にコストや販売の売り上げがつながっていくのか。抜本的な考え方を１から

見直していかないとだめだと思うんですが、その辺についても具体的にどうしようとか、あるい

はそのことを真剣に考えようとする意思はあるんですか。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 今御指摘の製造ライン、その辺の改革、経費の削減等いろいろあろうかと思います。その分に

ついても重々検討をしながらやっていきたいと思っております。今の部分ではどういう数字とい

うことで、出せない部分がございますが、その辺につきましては十分検討しながら進めていきた

いと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 今まで議論聞いてきた中で、焼酎事業あからさまな原価が今回出てきています。やはりこの問

題点は、今に始まった訳ではないと。僕も一般質問の中で議員になったときに適正在庫量、そし

て１年間における２１年度の焼酎事業計画が出たんですけども、その当時で、多分もう破綻して

いたのでは。６０キロ販売した中で３０キロは、製造する。在庫量３０マイナスですね。それを
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在庫量を減らすという方向で来た経過が、その中に焼酎事業所の中で検討した中で、スリムカッ

トとした瓶体制にしようという１つの流れ。その中に１つ問題になったのは、町内等量販店の価

格差の問題で、当時価格をどうしようという議論があった。今現状で見ると価格設定は、当時の

浪漫倶楽部のままの状況で価格設定されているのかなというのがまず１点。 

瓶がリニューアルされて、北海道清里という形で今回出てきたわけですけども、その中で、北

海道新聞でも６パーセントの売上だという提示はあったんですけども、微増ながら、売れている

のかなと。今説明の中で、店舗１９４店舗で今後販売展開ができるという説明があったんですけ

ども、その伸び率１６７％ですか。現実的に事業計画をする上では、普通の経営者ではあり得な

いんですね。こういうやり方はまずしない。せいぜいコスト増、物価スライドの中で、売上の範

疇で抑えるという手法をとるのが、普通の経営者だと思うんですよ。逆に言わせれば今まで論点

の中で、その製造費の高騰に合うだけのなんて言うかな。売上を求めるがゆえに、これだけの伸

び率を出してきたのか。これが現実かなと。  

ちょっと長くなるんですけども、やはりこういう直轄で、行政が事業を展開する上でいろんな

政策マネジメントやるときに意思決定が絶対遅くなるんですね。今グループ制の中で産業課長が

醸造所の所長でもあるんですけども、実際問題町長ですよね。常に議会に諮って了承をとらなけ

れば物事は進まない。こういうスピード感が世の中、商売やる時に求められている時に、やはり

そこの反省。現実、瓶の購入も多分そうだと思います。これ今の原課の中でどうしようもないん

ですよ。だからやっぱり、次年度に向けてそこをどうするかっていう部分をきっちり２７年度以

降中で焼酎工場のあり方をやはり根本から考えていく方向にもっていってもらわないと。はっき

り言って厳しいでしょ。経営手法をどうするんだとそういう入口のとこから考えていく。公会計

が今現状でできないんであれば、そういうやり方の手法であれば焼酎工場で公会計を企業会計の

中に組入れるのか、そういうあり方をやっぱり今後、早急に検討していかなきゃならないのかな。

道内にワイナリーで自治体のやっているところもあります。あるいは滝川みたいにビールの醸造

免許を取って、結局は同じようなことで赤字になって、閉鎖しているって実態もあります。同じ

ようなことの二の足は踏みたくはないですけども、そういう方向に向かっているのも事実かなと。

その辺今後しっかりと。予算審議までに出してきてください。ラフプランでもいいですからね。 

そして、クリエーターの中で出ていた、町民に愛されるような焼酎事業のあり方に対してどう

アプローチできるかをやはり企画立案して考えてください。今の説明、堂々めぐりで誰も責任な

いでしょうこれ。誰に聞けばいいかわからないですよこれ。単価は誰に聞けばいいの、今後の焼

酎事業は誰に聞けばいいの。今じゃ全然わかりません。僕が言いたいのはそういう事です。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 最初の現在の価格の設定の関係でございます。これにつきましては、リニューアルして価格等

を急に上げられないという事でございまして、現行価格に近づける形で販売をさせていただきま

した。結果的に資材費等かなりきつくなってきているという部分ございます。実際の焼酎工場の

売り幅と言いますか、その部分が少なくなってきていると思います。そういう部分で現在売り上

げ出来て伸びれば伸びるほど利益は上がってくるんですが、多少の利益が上がってくるんですが、
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それも含めただ資材費が高騰している部分で価格の改正これ等も検討としてまいりたいと思って

おります。 

焼酎工場のあり方ということでございますが、これらの関係につきましても、現在グループ制

で動いているという部分ございます。焼酎の部分で４人体制という部分で職員の配置をされてい

る。今年に関しましてはかなりいろんなところで、ミスもあったと理解してございます。これら

の部分について、改善しながら事務を進めていきたいというふうに思っております。ただ意思決

定の関係、これについてはどうしても行政の仕組みがございます。この部分で若干時間がかかっ

てしまう。これは致し方ないのかなというふうに思うんですが、これらの関係について少しでも

スピーディーな決定ができるような形で進めていければなと思っていますので、理解をいただき

たいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員 

 

○池下委員 

 最後にちょっと聞きたいんですけど、学習センターで最終報告会の中で大黒チームリーダーが、

焼酎だけにとどまらず、いろいろと展開していった方がいいんじゃないかって話しで、包装資材、

紙袋それから最後に名刺も出ていました。その辺に関して、販売とは違うんだけど、それに関し

ては産業課としてはどう考えていますか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 名刺等の封筒関係、役場焼酎工場の職員の名刺。町民にも、今企画で配布しています名刺台紙。

関係についても、この焼酎の台紙を使っていただけるような形で、デザインを検討してございま

す。封筒関係。町の部分、焼酎工場の部分。この関係についても、デザインをしていきたいとい

うふうに考えています。最終的には、箱の関係についてはもう既にデザインは終わっておりまし

て、それぞれやっておりますが、ただ３本セットがあります。そういう部分での２本セットもの

がございません。自由に使えるようなものも検討していかなければいうふうにも思っております。

あと包装紙等。これらにつきましては、焼酎工場で使うには、いるでしょうが、各お店さんでも

包装紙をそれぞれつくっているところもございます。そういうのもございますので、包装紙等に

つきましては、各商店での部分というふうに考えてございます。今のところは、名刺と封筒関係

のこれの整備を進めていきたい。 

 

○池下委員 

 例えば緑清荘泊まり客。あとは、パパス観光客がよく立ち寄るところ。価格自体はもうそれぞ

れちょっと安くしたりという逆に高かったりする部分はあるんだけども、やっぱりお土産で買っ

ていく部分が多いと思う。そうするとやっぱり、袋を統一化してね。うちの町で出す部分の袋は

これですよ。一体化してやった方が良いと。是非、焼酎だけとかではなく、それに連動して、清
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里に立ち寄ってもらったら、焼酎だけでなく様々なものを一緒に地域活性化のために売っている

んだという観点から、焼酎のボトルばかり固執しないでいろんな分野に目を向けて幅広く、うち

の町が知名度が上がっていくことが望ましいことで、是非そういった所も内部協議を含めて、い

ろんな人と相談しながら速急に進めていただきたいというふうに思います。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 統一したものということでございます。これらの関係につきましては、焼酎ばかり出来るもの

でございませんので、企画サイドとも十分協議をしながらやっていきたい。あと各商店の御理解

をいただけるかもございます。それらも含めまして、決めていきたいと考えてございますので、

ご理解いただきたいと。 

 

○澤田副委員長 

 営業は、もっと体制を道外に向けて、商談会とか全国くまなく探して、いろんなネットで探し

て、本州むけで営業展開を強力にやらないと。道内だけなら知れていると思います。そして経費

は、売れれば売っただけ原価が安くなる努力をしてみてください。 

 

○村島委員長 

 時間も大分経過しました。今私も聞いていましたけれども、ただ価格を上げれば良いというよ

うな話ではないと思っていますのでね。全議員がこの焼酎事業に対して、この４０年間やってき

てリニューアルしてどうにかしようという状況の中に、結局、瓶が足りなかったり、いろいろと

そういう問題ばかり重なってきましたよね。やはりもう少し焼酎に対しての認識といいましょう

か。考えてやってもらわないと。ただ、帳尻合わせれば良いという考えだと上手くいかないし、

この４０年間やっぱり大変な苦労をやってきているんですよ。時間ばっかり堂々巡りで同じ答え

しか返ってきてないんですが聞いていると。ですから、もう６時になりますね。ここら辺で閉め

たいと思いますけども、あなた方だけではなかなか解決できません。この問題については。です

から、上層部と話をしてですね。あなた方が上に言ったって良いんでしょう。こういう指摘があ

ったと。だからこうゆうふうにやっていきましょうということでやっていかないとなかなか進ま

ないもの。時間経ったんで閉めたいと思いますんで。これさっきの資料返してください。 

 

○加藤委員 

 予算審議の中で説明してください。 

 

○村島委員長 

それじゃ経過しましたので、これで産業課閉じます。よろしいですねご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 ご苦労様でした。次は２の意見書検討について。事務局。 
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○議会事務局主査 

 はい。それでは２番の意見書の検討について、説明いたします。産業福祉常任委員会所管の意

見書が２件ございます。 

はじめに農協関係法制度の見直しに関する意見書です。資料については８２ページからでござ

います。提出者は清里町農業協同組合代表理事組合長、居城勝四郎氏でございます。持参提出で

す。８６ページをお開きください。記より読み上げて説明いたします。１．食料の安定供給、地

域の振興について、農協法の目的に明確に位置づけし事業目的の見直しに当たっては、協同組合

の基本的性格を維持すること２．準組合員は農業や地域経済の発展をともに支えるパートナーで

あり人口減少への対応や雇用創出など、地域総勢のためにも準組合員の利用制限は行わないこと

３ＪＡ連合会の協同組合としての事業、組織を制約する一方的な事業方式業務執行体制法人形態

の転換等は強制しないこと４中央 についてはＪＡグループの意思を結集する機能ＪＡグループ

を代表する機能ＪＡグループをサポートする機能を十分に発揮できるよう農協法等に位置づける

こと。 

続きまして、次に、ＴＰＰ交渉と国際貿易交渉に係る意見書案です。資料については、８７ペ

ージからでございます。提出依頼者は、同じく清里町農業協同組合代表理事組合長居城勝四郎氏

でございます。持参提出です。資料９１ページをお開きください。記より読み上げて説明いたし

ます。１．政府は平成２５年４月の衆参両院農林水産委員会における決議環太平洋パートナーシ

ップ協定交渉参加に関する件についてを遵守するとともに、決議が遵守できない時はＴＰＰから

脱退すること２ＥＰＡ、ＦＴＡ等のすべての国際貿易において重要品目等の関税と必要な国境措

置を維持すること以上２件ですが３月定例会に委員長名での意見書の提出、また内容のご協議を

お願いいたします。 

 

○村島委員長 

ただ今、事務局の方から意見書についての説明ございましたけども委員会付託することでよろ

しいですね。はい。そういうことにいたします。 

 

 

○村島委員長 

 ３．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、未定でございます。 

 

○村島委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 
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  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第３回産業福祉常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時２３分） 

 


