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第６回産業福祉常任委員会会議録 

平成２７年９月９日（水） 

    開 会   午前１１時２７分 

    閉 会   午後 ３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 

 ●町民課 

  ①清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について 

  ②清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部を改正する条例について 

  ③平成２７年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

  ④平成２７年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

  ⑤平成２７年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

  

●建設課 

  ①平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計予算について 

  ②平成２７年度簡易水道事業特別会計予算について 

  ③平成２７年度農業集落排水事業特別会計予算について 

 

 ●保健福祉課 

  ①平成２７年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

  ②平成２７年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

  ③ケアハウスの整備について 

 

 ●産業課 

  ①パパスランドに係る平成２８年度以降の指定管理事業について 

  ②斜里岳山小屋に係る平成２８年度以降の指定管理事業について 

  ③平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）について 

  ④ジャガイモシロシストセンチュウ植物検診実施状況について 

  

 

２．次回委員会の開催について 

 

 

３．その他 
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○出席委員（７名） 

    委員長  前 中 康 男    副委員長  池 下   昇 

     委 員  村 島 健 二    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

 

 

○欠席委員   なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■町民課長         河合 雄司    ■町民生活Ｇ総括主査  梅村百合子 

■町民生活主査       阿部 真也    ■町民生活Ｇ主査    山崎 孝英 

■建設課長         藤代 弘輝    ■建設管理Ｇ主幹    清田 憲宏 

■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 

 ■産業課長         二瓶 正規    ■商工観光・林政Ｇ主幹 永野  宏  

 ■商工観光・林政Ｇ総括主査 樫村 亨子    ■焼酎Ｇ総括主査    北川  実 

  

 

 

○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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第６回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

 それでは第６回産業福祉常任委員会をただ今より開催いたします。今回１、町からの協議報告

事項について各課から説明あります。まず、はじめに町民課から①清里町乳幼児等医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例について全部で５点ありますけども順次町民課からご説明願
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います。 

 

○町民課長 

 それでは町民課からの協議報告事項５件につきまして、まず最初に私の方から概要の方の御説

明をさせていただきたいと思います。 

まず１点目の、清里町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきましては

７月２９日、８月１７日の常任委員会において支給対象者の年齢拡充について概要の説明をして

まいりました。その内容によりまして条例の改正を行うものでございます。また住所要件につき

ましては、規則の改正により対応いたしますので併せて説明をさせていただきます。 

次に清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部を改正する条例につきま

しては、清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正に伴いまして、受給者の義務を明

確化し、必要な場合には助成の制限が行えるように改正を行っていくものでございます。 

次に２点目、平成２７年度一般会計補正予算町民課所管分につきましては住民基本台帳ネット

ワークシステムにかかる機器の購入に係る経費が１件。２件目としまして、国民年金システムの

改修に伴う経費です。 

３点目は乳幼児等医療費の拡充に伴う扶助費の増額に伴う補正でございます。 

４点目は療養給付費と国庫負担金などの返納金に対応するための国民健康保険事業特別会計へ

の繰出金でございます。 

５点目につきましては清掃センターの施設管理経費といたしまして、ごみ焼却の際に必要な飛

灰安定処理剤等の購入に係る経費となっております。 

以上の５点について補正予算を計上するところでございます。 

続きまして国民健康保険事業特別会計の補正予算につきましては、前年度繰越金の確定と一般

会計からの繰出金により平成２７年度の後期高齢者支援金の増額また平成２６年度医療費の確定

に伴い、療養給付費国庫負担金などの返納金に対応するための、補正を行うものでございます。 

最後に、後期高齢者医療特別会計の補正予算につきましては前年度繰越金を確定し、保険料を

負担金に充当して増額補正を行うものでございます。各案件の詳細につきましては、各担当者よ

りご説明いたしますが最初の条例改正２件につきましては関連がございますので、併せて説明さ

せていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 条例の改正に関しましては付随することもありますので、あわせて補足説明という形で説明願

います。担当どうぞ。 

 

○町民生活 G主査 

それでは１ページの方ご覧いただければ思います。清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例について説明申し上げます。 

１、変更理由につきましては、（１）にありますとおり、助成を行う対象年齢を満１８歳に達

する日以降の最初の３月３１日までとし、いわゆる高校生終了年度までの拡充を行うものです。

（２）この対象年齢の拡充によりまして、助成を行う要件そして対象除外要件の追加整備を行い

ます。（３）対象者の年齢拡充に伴い、条例題名と条文の改正を行います。 
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 ２、変更内容ですが、次ページの新旧対照表をご覧ください。こちらの方ですけれども条例題

名の改正ということで、清里町子育て支援医療費の助成に関する条例という形にしたいと考えて

おります。第２条第１項第１号により、対象年齢の改正ということで考えてございます。３ペー

ジに進みまして、第３条第１項第３号及び第４号において、除外要件の追加ということでござい

ます。要件中でも、この条件については対象外という形で考えております。第４条におきまして、

中学生終了後の償還払いの助成方法にかかわる手続受給者証の取り扱い。そして全体条文中にお

きまして、乳幼児等を子育て子どもという形の文言の置き換えを行う考えでおります。４ページ

にお進みください。施行期日につきましては、平成２７年１０月１日からとしまして、これまで

の制度の経過措置とあわせて附則を設けているところでございます。また、５ページから７ペー

ジまでは、条例施行規則について、参考資料として掲載をさせてもらっております。こちらでは、

３条、４条で中学生終了以降の償還払い申請に係る事務手続の記載６ページに進みまして、第７

条第１項第１号に、受給対象者住所地の変更に伴う受給資格の特例を但し書きとして追加を行い、

受給対象の子供と保護者の住所地の取り扱いを定めているところです。７ページの方にあります

附則については、条例等、同日施行日と経過措置を定めているところです。続けて８ページの方

にまいります。 

条例の方変わりまして、清里町町税等の優良納税者の権利と義務に関する措置条例の一部改正

する条例について説明させていただきます。 

１、変更理由ですが、先ほど説明いたしました清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例によ

り拡充を行う対象保護者について町税、町使用料等の納付状況により助成の制限を行うため、項

目の追加を行うものであります。 

変更内容ですが、乳児等の助成に関する条例の題名改正を見込んでおりますので、これにより

まして事業名称をこちらの方は子育て支援医療費の助成事業としております。制限を行う対象を

満１５歳に達する日以降の最初の３月３１日を過ぎた者。いわゆる中学生終了以降のこどもにか

かる助成に限り制限の対象と定めるものであります。９ページ・１０ページは制限を行う事業の

別表第２の新旧対象となっておりまして、１０ページをお開きください。こちらの方に、別表第

２の２６の項としまして、事業名称と年齢に限定した記載により追加を行うこととしております。 

３、施行期日は２７年の１０月１日からとしております。以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 今町民課から①②清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部の改正に対する説明がござ

いました。また関連します町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部を改正する

旨も説明ございました。 

各委員から何か御質問があれば受けたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありませ

んか。なければ③２７年度一般会計補正予算についてです。 

 

○町民生活 G総括主査 

それでは平成２７年度一般会計補正予算について説明いたします。１１ページご覧ください。

まず上段の総務費、総務管理費、行政情報システム管理費の住民基本台帳ネットワーク機器購入

事業でありますが、これにつきましては来年の１月から、交付及び利用が開始されます個人番号

カード、通称マイナンバーカードに対応するための機器購入経費です。タッチパネルにつきまし
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てはマイナンバーの暗証番号を入力する際、また、e-Tax等利用者がもっております、電子証明

を設定する際に使用するものでございます。カード裏面プリントシステムにつきましては、マイ

ナンバーカードをはじめ、現在交付されている住基カードまた外国人の在留カードに、住所変更

をしたなどに正確な住所を記載するために、プリンターと連動してするためのシステムでありま

す。 

続きまして民生費、社会福祉費、国民年金事務費の国民年金システム改修事業につきましては、

国民年金保険料の納付猶予制度が現行３０歳未満から５０歳未満に拡大されることに対応するた

めのシステム改修です。制度の開始は平成２８年の７月からなんですが、厚生労働省の財源措置

が平成２７年度中となっていることから、今回計上し、年度内に開始をするものであります。ま

た免除申請様式の変更につきましては、国民年金事務の見直しに伴い変更になりましたので年金

機構の様式に対応するためのシステム改修であります。 

なおこの２つの経費改修につきましては、全額が事務委託金の特別事業分として交付されるた

めに同額歳入の国庫支出金国庫委託金国民年金事務費の委託金として予算計上として補正するこ

とになっておりますので申し添えます。以上２点の説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。どうぞ。 

 

○町民生活 G主査 

次に衛生費、保健衛生費、各種医療費にあります、子育て支援事業費の関係ご説明させて頂き

ます。 

先程条例関係でも説明差し上げましたが、乳児等に係ります医療給付費の高校生までの拡充分

を見込みました。半年分の扶助費としまして、１００万円の計上を考えているところでございま

す。下段に参りまして、国民健康保険事業特別会計の繰出金でございます。こちらにつきまして

は、前年度の繰越金及び現在までの所要額の精査によりまして、７１万３千円を計上する予定で

ございます。詳しい分につきましては後ほど特別会計の方で説明をさしあげたいと思います。以

上です。 

 

○町民生活 G主査 

私から４款衛生費、２項清掃費、１目清掃事業費にかかる清掃センター施設管理事業について

説明させていただきます。 

昨年度最終処分場の延命化を図るためにリサイクルセンターを増築して切断機を導入し、今年

度から畳などの粗大ごみ焼却処分を行いごみの減量化を図っております。そのため、本年度は、

焼却処分の回数が増加しまた絨毯やカーペットの繊維などでごみの質が変化したことにより、通

常年よりも多くの飛灰安定処理剤などが必要になりましたので、消耗品費の増額補正を計上する

ものであります。消耗品費の内訳といたしましては飛灰安定処理剤分といたしまして、約１０９

万円。ダイオキシン類の測定にかかる五成分計測定硬性ガスとして約４１万円。合計１５０万円

の補正を計上します。財源内訳は、全額一般財源です。以上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

 はい、ただ今平成２７年度一般会計補正予算、町民課所管分のご説明５点ほど補正予算の説明

がございました。これに対して各委員より質疑うけたまわりたいと思います。何かございません

か。ありませんか。 

なければ続きまして④ですか。平成２７年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて続いてこれ⑤も続いて説明願えればと思いますんで、平成２７年度後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）についても引き続いて説明お願いします。はい、どうぞ。 

 

○町民生活 G主査 

それでは、１２ページの方の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の説明させて頂き

ます。歳入の方ですけれども表の中に一番左側、款という項目がございます。こちらのうち９款

繰入金の部分でございますが、補正額を７１万３千円としまして、この内容としましては、一般

会計からの繰り出しという形で先ほどの一般会計の補正予算の分で賄っていきたいというふうに

考えているところでございます。 

次、１０款の繰越金でありますけれども、補正額を８６万４千円といたしまして、補正後９６

万４千円としたところでございます。こちらにつきましては平成２６年度からの繰越金というこ

とで所要額が見込まれてございますので、その分補正をするという形でございます。現計の予算

額が総額で８億５千１１４万７千円に対しまして、補正額が合計で１５７万７千円、補正後の予

算額を、８億５千２７２万４千円とするところでございます。 

下段の歳出に参ります。歳出のうち、款という項目でいきますと３款にあたりますが、後期高

齢者支援金、こちらの方が今回補正額４万８千円を見込んでおります。こちらにつきましては、

計数等の最終確定ということで国の方から通知されている求められる後期高齢者への支援金とい

うことで４万８千円を追加計上するという形になってございます。それから１１款の諸支出金で

１５２万９千円という追加を行いますが、こちらの内訳につきましては平成２６年度の国から受

けます療養給付費の負担金の精算に伴います返納分ということで返納金が１５１万９千円、それ

から特定健診の事業につきましても負担金を国と道からいただいてございます。こちらにつきま

して、事業精査により５千円ずつの返納金が生じてございます。合計合わせて１万という形の返

納金が生じております。あわせて１５２万９千円の支出を見込むところでございます。補正額の

合計１５７万７千円ということでございまして、歳出の現計予算額８億５千１１４万７千円に１

５７万７千円を追加し、８億５千２７２万４千円とするものでございます。 

続きまして１３ページの方まいります。後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）でござ

います。こちらにつきましては歳入の方、款という項目でありますけども、５款の繰越金、平成

２６年度からの繰越金ということで１０５万９千円の追加計上を行いたいと考えてございます。

２６年度の繰越金がございます。こちらの方を追加することになりまして、現計予算６千４３１

万円に１０５万９千円を追加いたしまして、６千５３６万９千円とするものでございます。下段

の歳入に参ります。繰越しの財源充当につきましては、２款の後期高齢者の納付金という部分に

計上していく形で考えてございます。６千３００万９千円に１０５万９千円をたしまして、６千

４０６万８千円と、保険料負担金関係で計上を行います。現計の合計額としまして６千４３１万

円追加の補正額が１０５万９千円補正後の予算額の総額としまして、６千５３６万９千円とする

ものです。以上で説明終わります。 
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○前中委員長 

 はい。只今、平成２７年度国民健康保険事業特別会計補正予算案、そして平成２７年度後期高

齢者医療特別会計補正予算について２つの補正予算についての説明がありました。委員からの質

問を受けたいと思います。何かございませんか。ありませんか。 

なければ全体を通して何かあれば、町民課所管の部分でよろしいですか。なければ町民課の説

明を終わらせていただきます。もうそろそろ昼なんですけども、それでは建設課早いと思うんだ

けど。 

 

○前中委員長 

 時間の関係上ちょっと保健福祉課と前後いたしまして大変申し訳ございません。それでは建設

課所管分の説明３点ほどありますけども説明のほどよろしくお願いします。はい、課長。 

 

○建設課長 

 本日の建設課からの案件ですが①②につきましては、特別会計２会計の平成２６年度決算に伴

います２７年度への繰越金の補正となっております。③番につきましては②の農業集落排水特別

会計と連動した会計への繰出金の補正となっておりますので、担当主査より説明させていただき

ます。 

 

○前中委員長 

 主幹どうぞ。 

 

○建設管理 G主幹 

それではまず１番の平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、

ご説明申し上げます。議案の１ページをお開きください。 

今回の補正は平成２６年度決算に伴う繰越金額の確定による調整措置に伴う増額補正であり歳

入歳出それぞれ２０９万４千円を追加し、予算の総額を６千１３５万７千円とするものです。 

歳入よりご説明いたします。繰越金につきまして、繰越金額の確定により２０９万４千円を増

額し、補正後の繰越金額を３５９万４千円とするものであります。 

次に歳出についてご説明いたします。基金積立金につきまして２０９万４千円を増額し、補正

後の基金積立金額を４２６万４千円とするものであります。 

それでは続きまして、２番の農業集落排水事業特別会計補正予算案を説明させていただきます。

２ページをお開きください。今回の補正は平成２６度決算に伴う繰越金額の確定、並びに施設の

延命化を図るため、修繕料を補正するもので歳入歳出それぞれ２６３万円を追加し、予算の総額

を９千９５３万６千円とするものです。 

それでは歳入より説明いたします。繰入金につきましては、繰越金の確定により一般会計から

の繰入金を調整するもので１４万４千円を減額し、補正後の繰入金額を５千７０８万２千円に繰

越金につきましては、繰越金額の確定に伴い２７７万４千円を増額し、補正後の繰越金額を４２

７万４千円とするものです。 

次に歳出についてご説明いたします。総務費の２６３万円の増額につきましては、施設管理費

におき施設管理費におきまして、施設の延命化を図るための機器類の修繕料として２６３万円を
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増額するもので、補正後の総務費の予算額を３千７３０万４千円とするものです。 

続きまして３番、平成２７年度一般会計補正予算について説明させていただきます。議案の３

ページをお開きください。今回の補正は２番で説明をいたしました清里町農業集落排水事業特別

会計の平成２６年度決算に伴う繰越金額の確定により一般会計からの繰出金を調整するもので

す。 

４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、事業名農業集落排水事業特別会計繰出金事業

です。平成２６年度決算に伴う前年度繰越金の確定により繰出金を１４万４千円減額し、補正後

の繰出金額を５千７０８万２千円とするものです。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今、建設課所管分の特別会計補正予算、そして簡易水道事業特別会計補正予算３点ほど御

説明がございました。各委員から何か御質疑があれば受けたいと思いますので、よろしくお願い

します何かございませんか。 

なければ全体を通して建設課に対して何かあれば承りたいと思いますけども。ありませんか。

無ければこれで終わりたいと思います。ご苦労様でした。それでは午後１時より、この会場で開

催したいと思いますので、よろしくお願いします。 

                                休憩 午前１１時５３分 

再開 午後 １時００分 

 

○前中委員長 

 それでは第６回産業福祉常任委員会を再開したいと思います。保健福祉課から３点ほどござい

ますので説明のほど、よろしくお願いいたします。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からは、平成２７年度一般会計補正予算につきましてそれぞれのグループ所管して

いる部分について補正予算を担当よりご説明申し上げます。それから介護保険事業特別会計につ

きましての補正予算についても、担当の方からご説明申し上げます。 

ケアハウスの整備について、これにつきましては従前より高齢者住宅施設等整備事業について

ということで常任委員会の方には御説明をしていたところでありますけれども、今年１月の常任

委員会でご報告をさせていただきましたけれども、高齢者住宅施設等ということで、わずかな見

守りがあれば生活をしていかれる方々の住まいとはどういったものが良いかということで、ケア

ハウスが優先されるというような結論がございましたので、ケアハウスについてどういったもの

が考えられるかということについて、案として御提案をさせていただきたいとこれについても、

担当の方から随時ご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○福祉介護 G主幹 

それでは私の方からは福祉介護グループ所管の一般会計補正予算につきまして御説明をさせて

いただきます。１ページをお開き願います。 

はじめに歳入１８款諸収入、４項雑入、２目雑入、過年度追加交付につきましては、昨年度平

成２６年度の障害者自立支援給付費の実績に基づきまして、国及び道の負担金の精算による追加
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交付となります。障害者自立支援給付費の過年度の国庫負担金における追加交付が４６９万９千

３４８円。障害児施設措置費の国庫負担金における追加交付が１６万８千６８４円障害者自立支

援給付費の道費負担金の追加交付が５千１７６円となりましたので、歳入の合計４８７万３千円

を計上しております。 

次に、歳出３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者自立支援費につきまして、こちらも平成

２６年度の国及び道からの負担金の実績に基づく精算による返納金で国庫負担金分として障害者

医療費国庫負担金の４４万１千２２３円道費負担金分として、障害者自立支援給付費、道費負担

金１３５万９千６６０円、障害児施設措置費、道費負担金１２万７８１円、障害者医療費道負担

金１６万８千９５４円となりましたので、国、道合わせて２０９万１千円を一般財源で計上して

おります。 

続きまして、４目老人福祉費のシルバー人材センター備品整備事業につきましては、今回除雪

機を購入するもので、シルバーセンターが始まった平成１０年当時に購入しました除雪機が今年

で１７年目を迎え、傷みも激しくなっていくことからシルバー人材センターの経済的負担の軽減

と作業の安全性を確保するため除雪機の購入にあたりまして町から購入経費の２分の１の額４１

万円を補助するもので、一般財源で計上しております。 

以上が福祉介護グループ所管分の説明で、続きまして保健グループ所管分について担当より説

明をいたします。 

 

○前中委員長 

 はい。 

 

○保健Ｇ総括主査 

 続きまして保健グループ所管の補正予算についてご説明いたします。 

１点目は、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費診療所医療機器整備事業２８３

万５千円の補正でございます。町から診療所に貸し付けをしております低周波治療器の老朽化に

伴い、更新を行うものでございます。更新予定の医療機器は電流刺激療法として臨床で行われて

いる多様な電流療法を１つの治療器で行える複合電気刺激治療器で低周波、中周波、微弱電流、

高電圧療法などを組み合わせることにより、より効果的な治療を行うことができるものでござい

ます。 

２点目は、５目保健福祉総合センター費温泉井戸計装設備修繕事業３３４万８千円の補正でご

ざいます。現在、保健センターの温泉井戸計装設備の電池流量計、流量積算計、記録計が故障し

ており源泉の流量を把握することができていないため、これらの機器の修繕を行うものでござい

ます。以上２点について補正計上いたしたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今平成２７年度一般会計補正予算、保健福祉課所管分の説明がありました。補正予算各委

員から質問を受けたいと思いますのでよろしくお願いします。何かございませんか。はい、加藤

委員。 
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○加藤委員 

 シルバーセンター除雪機の関係なんですけども、シルバーセンターの当初の時の設備というの

は全部町が行っていたんですか。この辺のこのシルバーセンター開設のときの流れっていいます

か、当初はどういう形で行われていて、今回この２分の１の助成で終わるっていうのは、当初ど

おりなのか、あるいは今回、新たなのか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 シルバー人材センターの開設においては、大型備品等すべて町が準備をしてスタートをしてお

ります。今回につきましてはシルバー人材センター、これまで事務局のみなさん、それから会員

のみなさん努力によりまして終始安定した運営がなされておりまして、一定額の余剰金を持って

いるというところ、合わせて一般的に団体への補助というところでは２分の１というところを目

安に補助をしているということで、今回は２分の１補助で制御をしようということであります。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 除雪機に限らず、例えば軽トラですとか草刈り、いろんな形が設備をもっていると思うんです

が、それらについても同等の形でなされていくのか。あるいはその辺の総合的なふいに出てきた

形の中で単発的な形での補助ということなのか。この辺シルバーセンターとのこれ最初は団体補

助をしていたわけですので、現在は団体補助されてないっていう中で、今回こういう取り組みに

なっただろうと思うんですが、今後こういう形で備品の購入にあたっては処理されていくという

のか。どういう形、基本的な考え方がこういうふうに変わったってことなのか、その辺の整理に

ついてどういうふうにされたのか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 今後大型備品についての整備につきましては、既に内規を整備いたしまして、それをもって支

援をしていこうというふうに考えております。この除雪機整備につきましても、もう既に一昨年

ほどからずっと検討しながらいて、軽トラックについてもタイミングを見ながら整備をしていく

ということについて検討してまいりました。 

その中で、基本的に大型備品２分の１で、３０万はシルバーセンターに負担をしていただきま

すよと。総額の２分の１で３０万円。中々うまく説明ができないんですが、３０万円を超えると

ころについては基本２分の１です。高額なものについて、大型備品については２分の１補助しま

す。町が２分の１補助するシルバーセンター２分の１。負担をいただくだけど最低限３０万円は、
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大型備品ということなので補助負担をしてくださいね。それより小さいものをというルールでも

って支援をしていこうというふうに内規を整備しております。うまく口では説明でできなくて申

し訳ないです。 

 

○前中委員長 

 いいですか。今の関連あれば受けますけどもよろしいですか。ほかに何かありましたら。よろ

しいですか。なければ②になりますけども、平成２７年度介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）についてご説明願います。 

 

○福祉介護 G主幹 

平成２７年度介護保険事業特別会計の補正予算について説明いたします。補正予算概要で事業

説明事業内容を御説明いたしますので、２ページをお開き願います。 

歳入についてご説明いたします。３款国庫支出金につきまして介護給付費負担金で２０４万６

千円を計上しております。４款道支出金につきましては、平成２６年度介護給付費負担金で３２

万２千円。平成２７年度介護給付費負担金で２６７万６千円を計上しており、５款支払基金交付

金につきましては、平成２６年度介護給付費交付金で４万円、平成２７年度介護給付費交付金で

９１５万２千円を計上しております。国庫支出金、道支出金及び支払基金交付金につきましては、

平成２６年度分は精算による追加交付、平成２７年の分につきましても当初交付決定額の確定に

よる増となっております。 

８款繰越金につきましては、平成２６年度繰越金確定により６１９万６千円を計上しておりま

す。 

続いて歳出の御説明をいたします。２款保険給付費につきましては居宅介護サービス計画給付

費で１００万円を地域密着型サービス給付費で１００万円施設介護サービス給付費に１千３１６

万７千円を歳入で増額いたしました財源を基準に計上しております。４款基金積立金につきまし

ては、平成２６年度の繰越金７１９万６千円から返納金３２５万３千円を引いた額に２分の１を

乗じた額１９７万２千円を基金として積立を行います。６款諸支出金につきましては、平成２６

年度の実績報告による補助金等の精算に係る返納金になります。介護給付費返納金につきまして

は国庫で２３６万５千円。支払基金交付金で４０万３千円。地域支援事業費返納金では、国庫で

３２万３千円道費で１６万２千円計３２５万３千円を計上しております。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい。ただ今平成２７年度介護保険医療特別会計補正予算の説明がございました。委員から質

疑を受けたいと思います。何かございませんか。ありませんか。なければ③ケアハウスの整備に

ついて説明願います。 

 

○福祉介護 G主幹 

それでは、ケアハウスの整備についてご説明させていただきます。本町におきまして計画を進

めていますケアハウスの整備につきましては今後のオープンまでのスケジュール等につきまして

本日ご説明をさせていただきます。３ページからご覧いただきたいと思います。 

本町のケアハウスの整備につきましては、昨年清里町の高齢者の生活の様子や安心安全な生活
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を確保するための居住の状況及び住民ニーズを把握するために高齢者住宅ニーズ調査を行った結

果を基に整備計画報告書をまとめたところです。その報告書からも、本町にはケアハウスの整備

の優先が求められたところです。 

ケアハウスの施設の形式につきましては老人福祉施設の一般型の施設と介護保険の特定施設入

居者生活介護により施設から介護サービスを提供される特定施設があります。この２つの形式が

ある中で清里町における住みかえを希望する方は、自立した生活には若干の不安がある方から介

護を必要とする方までの広範囲に及ぶことから一般型と特定施設の混合型のケアハウスが求めら

れます。施設の規模につきましては、共同の浴室、厨房食堂談話室集会室等や事務室の設置が必

要であるため小規模であるとコスト面では不利であり、人員の配置においても施設の規模にはよ

らず施設長や生活相談員等の配置が必要な職員らのコストも見まして一定の規模以上が有利とあ

ると思います。定員３０人を境に地域密着型と言われる住民だけを利用者とするタイプと広域型

と言われる町外からも利用者の受け入れが可能なタイプとの２つのタイプに分かれますが、経営

の安定化を図るため、また安定的に入所者を確保するためには広域型が有利となります。 

補助金につきましては、一般型は対象とならず２９人以下の地域密着型の特定施設と３０人以

上の広域型の特定施設及び広域型の混合型が補助の対象となっております。また特定施設もケア

ハウスが介護サービスを提供する包括型と外部からの介護サービスを受ける外部サービス利用型

に分かれますが、前者の包括型は機能訓練指導員や看護師の配置が求められるのに対しまして、

後者の外部サービス利用型はその必要がなく介護員の配置基準も緩やかで人件費や資格職の確保

においても有利であり、介護の対象者の少ない混合型のケアハウスにとっては顕著であります。 

これらのことから我が町においては３０床以上の広域型で一般型と外部サービス利用型の特定

施設の混合型のケアハウスの整備が適当であると考えます。なお１ページ及び５ページの図は今

話しました、これらを示した図となっておりますのでご覧いただきたいと思います。 

次に６ページをご覧ください。施設の定員につきましては、整備計画報告書の１２ページに掲

載の需要の想定と計画規模の想定において整備定員を５０人と示されております。その内容はこ

の議案の１１ページをご覧ください。報告書の内容を記載しております。１１ページ中ほどの（１）

ケアハウスの箇所に示されているように町内の高齢者人口１千４７６人からアンケートの結果に

よる住み替え希望がある方の３６％入居のために必要とされる入居者の年収が１２０万円以上の

方がそのうちの８１％。さらにその中から実際に入居を希望される方が１０％として見込んだ数

と広域型なので町外からの受け入れ者数を勘案すると５０名以内が適当であると考えられます。 

立地におきましては、ケアハウスの利用対象者は身体機能の低下により、自立した日常生活に

不安があるものの買い物や通院また寿大学や老人クラブ等への参加など比較的自由に外出し、日

常生活を楽しめるものであることから施設の立地は市街地であり、施設の規模に見合う施設の敷

地の広さが必要となることから、整備計画報告書の結果からは６ページの表に記載されておりま

す。３カ所が有力と考えられます。 

特に１の現在の子ども広場等につきましては、診療所地域包括支援センター、訪問看護事業所、

生涯学習総合センターに隣接し、また保健福祉総合センターからの温泉供給も可能であることや

同じ敷地内の子ども農園を通じて高齢者と児童との交流が期待できるなどケアハウスの立地とし

て最適と考えます。 

最後にこれからのケアハウスの整備におけるスケジュールにつきまして１２ページをご覧くだ

さい。平成３０年３月の竣工、その後開設のための準備期間を経て、７月開設となることから逆



 

- 13 - 

算しますとこのような流れになります。本年度施設運営形態の検討を１２月までに行い、１２月

定例会に基本設計の予算を提案し、来年３月までに基本計画をその後４月から実施計画の見積も

り、施設運営者の公募選定を８月までに行い、補助金の申請手続きを５月から６月にかけて行い

まして、６月の定例会には実施設計、地耐力調査等の予算計上を行います。９月から１０月には

北海道の補助金の整備選定にかかる有識者会議が行われ、内示が出た後、予算案を作成し、２９

年３月定例会に提案いたします。４月に入ると最終的な申請手続きを行い、交付決定後、直ちに

起工、入札、議会にて契約の議決を経て着工し、翌年３０年３月の完成。７月の開設とスケジュ

ールを立てております。以上簡単ですけどもご報告させていただきます。 

 

○前中委員長 

 ただいまケアハウスの整備について保健福祉課から説明がございました。このケアハウスに関

連して質問を受けたいと思いますので、各委員のほどよろしくお願いします。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ケアハウスについてなんですけれども、まず何点かお聞きしたいと思います。１０ページの４

の２のところで、下の方になるんですが、また特別養護老人ホーム・介護保険施設の待機者も相

当数いることから、これら待機者の受け皿を兼ねることができる施設が望まれるとありますが、

実際一般の云々ではなくて要は介護のこの待機者は今、現段階でどれぐらいいると町は把握され

ていますか。 

 

○前中委員長 

 はい。保健福祉課。 

 

○保健福祉課長 

現在の施設の待機者数ですが、清楽園につきましては５月の末現在のちょっと前の数字ですけ

れども清里町、斜里町、小清水、網走、弟子屈、北見、大空と広域でいらっしゃいますが、全部

で１４１名ということでおさえております。また老健きよさとの待機者数につきましては９月現

在ですが、現在、清里、斜里、小清水、その他ということで現在１６４名の待機者となっており

ます。 

 

○前中委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 はい、ありがとうございます。たぶんだぶっている部分とかもあるとは思うんですけれども、

それだけの待機者がいるという中でこの３ページに戻るんですが、最初の形式の中で一般型と特

定施設の混合型ケアハウスが求められるという形で出ていますけども、その中でケアハウスを進

めることによって、その一般型は要介護ではない形の一般型と特定施設云々関係の割合、例えば

５０名程度って規模出ているんですけどその割合ってどれぐらいで考えているのかお聞かせくだ

さい。 
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○前中委員長 

 はい、保健福祉課。 

 

○保健福祉課長 

 具体的な定員数については、これから具体的に検討することになりますが、考えているのはそ

もそも高齢者住宅施設事業というところでは、わずか施設入所者を対象とするものではなくて、

わずかな見守りがあれば安心して暮らせる方、この方たちの住まいをどうしていくかということ

で検討したものです。その時に高齢独居、あるいは高齢者世帯で達者なうちはいいですが、やは

り虚弱になってきた方の受け皿がないものですから。これを検討して、このときに当然ながら若

干の介護の必要な方もいらっしゃるようなところでそれを網羅するということで、介護特定入居

者施設、生活介護も受けられる施設というふうに考えています。ですから、これについては設備

そのものが変わるものではないんです。施設としての認可の受け方なんですけれども、これにつ

いては施設として５０人以内程度と。そのうち例えば１０人程度が特定施設入居生活介護の認定

を受けるような施設。そういうイメージになろうかなと今のところ考えています。具体的にはこ

れからになりますけども。 

 

○前中委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ということは、今の想定の話ですけれども５０名規模のものをまず考えておられて、その中で

最初の募集の段階で、はなから介護っていう方々を受け入れるというよりは、虚弱な方を受け入

れて、その後入居している中で介護の方に移られていくパターンを想定した形のものをつくりま

すよっていうこういう理解でよろしいですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 概ねそれでよろしいかと思うんですが、伊藤委員の理解は自立されている方の次はすぐ介護が

あるという前提になっているのかと思います。もともとのケアハウスといいますか、軽費老人ホ

ームというのは介護と健常の間、軽費老人ホームそのものは介護保険施設ではなくて、老人のた

めの施設ということで根拠法も違うわけです。で、家族の支援が受けられない、あるいは自炊が

出来ないといった身体機能の低下のある方を６０歳以上介護保険だと６５歳以上になりますけど

も、６０歳以上の方がそこで見守りを受けながら介護を受けるんでなくて、見守りを受けながら

生活をしていただく。で、若干の介護サービスの受けられる人もいきなり施設サービス介護保険

施設ではなくて、在宅で介護サービスを受けている人で、若干の見守りがあればという人はそれ

も受けられるように特定施設入居者生活介護という介護保険のサービスも受けられる施設にしま

しょう。そういう考え方。あるいはその６０歳以上の自炊レベルには身体能力が落ちてしまった

よという人が入ったとしても時間の経過とともに介護保険サービスの提供が必要な人が出てくる
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と思います。その時にサービスをスムーズに受けられる特定施設入居者生活介護サービスの認定

も受けていれば、そこのケアマネジャーの介護ケアマネージメントによって介護も受けられるよ

というような施設が適当ではないかというような若干身体機能の低下によって介護サービスでは

ないけれども見守りが必要な人。まずここです。６０歳以上でその人方が施設に入って、自由に

生活をしてもらいますよ。そこでさらに身体能力機能が低下したときには、介護サービスを受け

てもらいますよ。これは６５歳以上ということになります特定の疾患であれば、４０歳から受け

られますけど一般的には６５歳以上の方の身体機能の低下によって、介護サービスが必要ですよ

と、そこで施設から介護サービスも受けられますよというようなことを考えていく。さらにこの

施設もずっとそれでもっと介護、要介護のレベルが上がってくる介護度が高くなるとすれば、こ

こでは生活ができなくなりますので特別養護老人ホームか介護保険施設になります。そちらの方

に移るというそういうことになっていくと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 サ高住っていうんですか、サービス付き高齢者住宅の感覚にプラス何かあった時のための少し

介護できるようなものがくっついているというイメージなんですかね。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 おおむねそういう理解でよろしいかと思いますが、サービス付高齢者賃貸住宅は、基本的には、

賃貸住宅です。マンションにまだ見守り程度の軽いサービスがついています。ここは、収入層の

高い方を対象とします。かなりの家賃が必要です。そのサービスの提供分も多少の上乗せが必要

になる。今やろうとしているのは、文字通り軽費老人ホームでそのサービス付賃貸住宅より収入

が低い方にも入っていただけるというものです。 

進藤が説明しました、一般型老人福祉法で規定している一般型のケアハウスというのは、介護

保険サービスがついていなくて、生活相談員という方と若干の介護員がいて見守りをしたり、相

談に乗ったり、その程度のことです。いわゆる介護保険サービスが無いですから、サ高賃とは収

入階層の違いというイメージで収入階層の違いというと語弊があるんでしょうかね、コストの違

いですかね。入居する時にかかるコストは見守り付きのマンションは当然高くなります。これは

老人福祉法でやる社会福祉施設ですので、ある一定程度のコストを抑えて利用していただくとそ

ういったイメージだと。ですから介護保険サービスの先ほど言いました特定入居者生活介護とい

う介護保険サービスを除けば、サ高賃も同じイメージで捉えていただければいいのかなと。あと

もう１つちょっと違うところは、サ高賃はマンションですから、すべてで食事は自前で、食事の

提供も当然あるところもありますけど、自前で食事を作って食べてもいいし、お風呂があって自

分のお風呂にも入れますが、一般的なケアハウスというのは自炊するには不安がある人、それだ

けの身体における低下があるということを前提にしていますので、食事は食堂でみんなで一緒に
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とる。それから風呂も基本的にはついてないです。お風呂は共同浴室で利用すると。あそこは当

然低廉なコストで入れるというところですからそういうような形のものです。これは法令でもっ

ての基準の中で設備を整備するということで、その辺の違いですが、見守りというところではサ

高賃のイメージで大体良いのかな。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに、河口委員。 

 

○河口委員 

 ケアハウスについては、私も実感として非常に必要としていた時期がありました。他の市町村

のところにもお願いをしたり、本当に必要なのは、今言われたより要介護がもう少し上の方が本

当に必要とされている部分なんだろうと思うんですけども。 

ただこのケアハウス、説明の中で本当にちょっとした手助けっていう中で、そこに入ったとき

にどう身体能力を維持するか、上げるかっていう工夫をしていかないとどんどん要介護は進んで

いくわけですけども、そのときに次の受け皿っていうのがきちんと特老ですね、特老の受け皿が

ないと、要介護が進んでも、そこにいなきゃいけないっていう。スタートしたときに５０人がリ

ミットですよって、５０人入るともう翌年から余裕がないということになるんだろうと思うんで

す。そのへんが要介護の部分についてはかなりデリケートな部分があって、本人が嫌って言って

も、家族が入ってほしいっていう部分だとかいろんなことがあるんだと思うんですけども。 

ただあくまでも入った軽い方がより身体能力、自宅で一人でいるよりは身体能力を維持、ある

いは上がる工夫っていうのが、かなり必要なんだろうと思うんですけども、そのための要介護認

定の仕方だとかその辺のことを考えると非常に難しい部分あるかと思います。年とともに当然身

体能力落ちていくんでしょうけども維持する、あるいはさらにちょっと落ちた部分を上げるとい

う工夫もないと、ここに入ったメリット、５０人だったら５０人の枠いっぱいでもまた同じ特老

と同じ結果になるのかなという不安が少しあるんですけども。その辺をどう考えられるかと。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 それぞれの施設で行事であり、活躍の場というのを設ける楽しむ場、機会を多く設けて社会と

いいますか施設内での楽しみというのも見つけてそういう努力をされています。ですから集会施

設があって、その中で例えば自治会組織をつくって活躍される方もいるでしょうし、お友達同士

でその中でいろんな活動をして、それでこの施設の立地として重要なのがやはり街の中にあり、

自由に外出をして、それまで続けていた例えば老人クラブだったり、寿大学には参加していただ

ける。あるいは今地域包括支援センターがふまねっと教室。この普及に力を入れていますけど、

そういったものに参加をいただくとか保健師の方では健康セミナーをやっています。こういった

ものにも活動いただくと。介護保険施設のように中に入所して、その中で生活をする施設ではな

くて、外に出掛けて行って自由に活動していただけ、その中で社会とのつながり。それから他の

保健であったり介護であったり事業にも参加していただいてっていうふうに、要は施設の中でい
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ろんな事業を行うものです。 

 

○前中委員長 

 他に。はい。 

 

○池下副委員長 

 ちょっと聞きたいんですけど、この１２ページのまん中に施設運営者の選考ってあるんですけ

ど、町側としてどういうふうに施設運営者を考えて指定管理にしてやろうとしているのか。どう

いった形を想定しているのか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 基本的には公設民営の形事業主体となって、最初からやってくださいというお願いを。なかな

か難しいだろうという考えのもとに、やはり町が整備をしましょうというのが考え方です。 

ただ一方で、こうやってプランができたところにおいて社会福祉法人なりがうちでやるよとい

うような話になれば、それはそれについても協議を当然ながら受けないということではなくて協

議したいと思いますが、基本はなかなかそういう難しい事業ですし、中々そうはいかないのかな

というところで、やはり公設その公設民営にあたっては指定管理ありきではなくて業務委託もあ

るかもしれませんし。ですから業務委託指定管理もあるでしょうし、それから事業主体として社

会福祉法人がやるよということになれば、社会福祉法人が事業主体で町は補助をするだとか、あ

る程度形になった時に、こういうプランができましたというところで御相談したときに、そうい

うことがあれば広く検討したいと思っています。ただ、なかなか難しい容易なことではないだろ

ういうふうに考えています。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 先ほど課長が伊藤議員と河口議員の話しを聞いていて、ちょっと思ったんですけど要するに健

常者を入れて施設に入らなきゃならない人は、たぶん無理なんだろうなというふうに思うんです

けども、その部分に関して５０名。こうやって予定している段階でケアマネジャーとかを置くっ

ていうふうに考えていますか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 人員の配置については、今考えている施設の案そのものの配置ではないんですが、５ページの
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ところに特定施設入居者生活介護サービスの形態というところで、ここに若干職員の配置が書い

てございます。包括型というのは、全部施設が人員設備を全部準備するもので、下の外部サービ

ス利用型というのは施設が提供するんですが、提供するサービスの事業主体は、委託契約をして、

そこのサービスを利用ということなんですが、いろんな面で今の案としては、この外部サービス

利用方が有利であろうということで考えていますので、ここを見ていただきたいと思います。 

下段の方で基準のイメージという右側の枠で囲んだとこですけども管理者は会社ですね。施設

そのものを全体統括するものそれから生活相談員というのは、通常の日常の相談に乗ったりとか

いろんな手続上の相談に乗ったりで介護職員がこれ１００対１っていうのは利用者１００に対し

てその資格職員が１ということです。介護職員が利用者１０に対して１人で計画作成担当者です

けど、これがケアプランをつくる人です。ケアマネジャーですね。ケアマネジャーの資格のある

者が置かないといけないということになっています。地域包括支援センターであったり、居宅介

護支援事業では介護支援相談員という言い方でケアマネジャーですが、ここでは制度が違うもの

ですから、計画作成担当者という制度上の呼び名になっていますが、ケアマネジャーの資格を持

つものということになります。これがその施設において特定施設入所者生活介護のサービスを提

供するときにはケアプランを作って、この利用者の方には日常生活支援としてはホームヘルパー

さんを入れましょうとかデイサービスに通ってもらいましょうとか。訪問介護の方を入れましょ

うとかいうようなプランの調整をする方をここに置くと。これは置かなければ特定入居者生活介

護サービスの施設としてのサービスの提供はできないことになります。 

 

○池下副委員長 

 あくまでも案なんで、開設は３０年の夏っていうまだ、３年ぐらい期間があるのかなと思うん

ですけど、これ以前にコンサルに発注していて、その回答を踏まえた上でつくったんだろうと思

うんですけども、何て言ったらいいだろう。まだまだ話し合う余地が今後もあるのかなというふ

うには思うんですけど。大筋で役所的にはこの案で行きたいのかなというふうに思うんですけど。

今後まだまだ改善する余地はあるというふうに我々議会はそういうふうに思うんですけども。行

政サイドはどういうふうに考えているんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 形式につきましては、この案が一番良い案かなというふうに考えています。委員、副委員長お

っしゃるとおり、これはコンサルにかけた結果、身体能力の低下に配慮された施設及び住宅に住

みかえを希望する方が多くいらっしゃった。その時の収入等を見ると、ケアハウスが優先される

ということでの方針が見えたというところの中で、ケアハウスを整備しようとするときに、どれ

が成り立つんだろうかと。今回この形式の中では介護保険料のことには触れていませんが、介護

保険料を上げることなく、それから補助金も活用して補助金を活用することで過疎債を得る、あ

るいは交付する措置を得ることも考えながら検討していたところ、形式としてはこういった３０

人規模を超さないとならない。その上でどういった形式が良いいいんではないかというところで、

特定入所生活介護についてご心配があるのかなと思いますけれども、これだけを受けることにな
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ると、要介護１の人しか入れられない施設になってしまうんですよ。やはりもともとの基本的な

考え方としてはわずかな見守りで暮らせるんだけど、やはり不安だ。町営住宅には一人ではいら

れないという方から若干の介護の必要な方まで、在宅でいて生活に不安な人を入れる施設という

ことで考えてまいりましたので、こういった形で最善だと考えております。 

 

○前中委員長 

 はい。 

 

○池下副委員長 

 最善だからこそ推し進めていくんだろうなというふうに思うんですけども、これはコンサルで

お願いして出てきた資料をもとにこうやってきたのはわかるんですけども、実際問題としてこれ

と似たような施設ってあちこちにあると思うんですよ。私の考えですけども私たちも、コンサル

だけでなく私たちの足でそこへ行って実際に入居している人に生の声っていうのをやはり聞いて

みたいなと思うわけですよ。というのはやはりこの５０人入る施設っていうことになると、補助

金の問題もありますけど建設費にも相当な金額がかかりますし、建ててしまってからやっぱりダ

メだったねというふうなわけにいかないと思うんで、なるだけそういうふうになる前に我々議会

も周知の上をもって建設してもらいたいなっていうふうに私は思うんです。我々議会もたまにこ

ういった委員会の場でなく、いろんな話をする中で所管の事務調査があるんでやっぱり実際に行

った方がいいなっていう話も出ていますので、それを踏まえた中で推し進めていただければなと

いうふうに思います。 

 

○前中委員長 

 副委員長から出ましたけども、所管調査ということで北海道におけるケアハウスが建設されて

いるという話で、そこをちょっと見学っていうか、調査しようという話が今進んでいますので、

今の現場の声っていうかな、そういう話も絡めて課長からも説明ありますけども、そういうとこ

ろで生の声を聴くということを、今検討していますので、そこら辺も理解の上、保健福祉課の中

でいろいろ意見がありますけども。一番わかりやすい図が８ページですか。これがもう、結構わ

かりやすいのかな。聞いている中で。そういう部分でまだちょっと何かほかに補足的に聞きたい

ことがあればどうぞ河口委員。 

 

○河口委員 

 池下委員から言われた他の地域ということで、斜里の部分で実際にいろんな寿大学みたいなそ

ういうところに出入りしながら、ただ生活の部分をというところがあって、さらにもうちょっと

上になるとケアハウス的な特老の中に２つぐらいのケアハウス部分と特老の部分は入ってきてい

るっていう部分が実際隣町にあるんです。そこにずっと他の側面から見させてもらうとそこに入

れたらラッキーです。ものすごく。少し見守ってもらいたいお風呂も共同で、食事は当然自分の

部屋でできるようになっています。非常に便利が良い。そこに入ってまだまだ元気ですから、い

っぱいになるともうそこから人の動きはないんですね。例えば５０名全部入りましたよっていっ

たら翌年から、全く動かないんですね。どなたか病気になって抜ける、あるいは動かなくなる。

それ以外は５０名入れたらもうずっと５０名が固定されていっちゃうだろうと思います。 
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本当に軽い方は一人だったら元気になって出てもらうっていう工夫をしていかないと、そこに

身動きはないできない、あるいは重くなったら優先的に絶対特老に入れてもらえるよっていうこ

とがなければ、そこの位置って非常に難しい。うまく入れてラッキーです。それでもう終わって

しまうだろうと思うんですね。何年かずっと固定されたふうに隣町のやつはなっています。よっ

ぽど亡くなるか、急病で亡くならない限りは、もう決まったその人のための建物になってしまう

ということが懸念されるから、私はむしろ在宅で、少しの部分は訪問看護とか何とかやろうって

いうのが今言われていることだろうと思う。そういう簡易な部分は何とか在宅で済まして、そし

て、３以上の特老の間のどうしても一人では生活できない部分を何とかここでワンクッション置

くというケアハウス。ほんとに助けられるケアハウスが僕は望ましいのかなと体験的にそう思っ

ています。それとこれは公的にきちんとやらなきゃいけないよという部分では、私のおばなんで

すが、つい最近旭川で入っていました。でも現実に介護士だとかその辺が民間で維持できなくな

って、出なきゃならん、他の施設になりました。これはやっぱり公的にやっていれば、そんな出

なきゃならんということなかったんだろう。民間だからこそ施設辞めましたという現実の問題に

ありました。代わりがあればいいですけども。ここの場合は、かかるものはかかるということで

最初からやっぱり腹を締めてかからなきゃいけないんだろうと私は思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 斜里町の例があったようですが、斜里町でいけば生活支援センターというケアハウスよりは収

入階層が１つ下の人たちの２０人規模の施設があります。支援としては同じレベルです。ケアハ

ウスと同じレベルというふうに理解をいただきたいと思います。収入階層の低いというところで

２０人という小さな施設基準も低いもんですから２０というところで運営をされているようで

す。 

それから斜里町にはやすらぎの苑でケアハウスをやっていますが、これはもう完全に特別養護

老人ホームのベッド数の不足を補間する形のケアハウス、要介護１以上の方を入れるという、２

０２５年問題施設が圧倒的に不足するだろうという中で一生懸命力を入れているのは要介護１し

か入れないというところ。これは中々難しいところでありまして、在宅で頑張っていただける方

は頑張っていただければ、もちろん良いわけで、大抵の方は頑張りたいと思っています。住みな

れた家で住んでいきたいと大抵の方思ってらっしゃいますし、それを頑張れない方もいるという

ことは御理解をいただきたい。入所措置するわけでないですし、入りたい方に入っていただく、

その中で当然ながら優先順位っていうのは当然課題であり、ほっとけない方から入っていただか

なくちゃいけないっていうことは当然そうだと思います。それから規模については、斜里は２０

程度でしたので、人口に対してかなり少ない。清里はなるべくそういうところも加味しながら多

めの５０、ただこれがなんぼあればいいのか。これも施設としては大きく空き部屋を抱えながら

運用っていうのは、できない。ある程度と言いますか。一定の利用率の高さというのは維持しな

いと、収支はどこが良いのかっていうところは難しい問題がありますけども、広域型にしたとい

うところは、そういったところへの配慮もあってのつもりであります。当然清里町優先利用者に

不足が出た時はこういう形態でも埋めますよだけど町民優先ですよ。そういうことも考えながら
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の広域型３０人よりも上というようなことで考えてございます。あと施設の立地の規模というの

も考えなければならないというところも書き添えてあるのも現実であります。以上です。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。なければ他にはい。 

 

○池下副委員長 

 聞きたいんですけども、今回案としてこうやって出されてきたんですけども、５０人という案

で、これからも常任委員会の中で資料は提出されるものと思いますけど、できれば入所するに際

して毎月どの程度のお金がかかるのかというそういったものも早い段階で出していただけたらな

というふうに思います。 

 

○前中委員長 

 大丈夫ですか。 

 

○保健福祉課長 

 今日は口頭でざっくり言いますと、説明がなかなか難しいところではありますけども、まずは

ケアハウスの利用料の形態ですけれども、生活費と呼ばれる食材や経費にかかる生活費というの

が、北海道の条例で上限が定まっています。今は４万３千７００円。どの施設も一般的に上限ま

でそれからサービスの提供に要する費用というのがあります。その利用する方の収入に応じて上

限が定まっています。それ以上いただけません。いただいちゃいけません。前年の収入が１５０

万以下の方は１万円。そこからだんだん上がっていきます。最高で９万２千円までかかるかどう

かは、別の話でそれから居住費というのがあります。家賃相当額です。これがいくらになるか、

まだ設計がないところで何とも言えませんけど、私の大雑把な計算で例えば工事費の単価が平米

２５万だとして、コンサルのやつにも大雑把にこのぐらい数字出ています。一般的なのかなと思

います。延べ床面積が５０床で定員５０で延床面積が３千平米だったとすると７億５千万になり

ます。７億５千万で終わらなかったとして、仮に８億かかりました。設計費から何からあります

ので補償金が単価これは定員あたりで一人当たり幾らという定額になっています。３９１万１千

円を５０人にすると１億９千５５０万円で８億からこれを差っ引きますと、町の手出し６億４２

５万円。これに対して１００％過疎債をいただくと。そのうち交付税を７０％措置がされると。

すると本当の持ち出しがこの計算でいくと１億１千３３５万円。１億８千１３３万５千円という

ざっくりした計算になります。それを家賃相当額のところでは、おおむね２０年を標準として計

算しなさいと言われています。ですからこの１億８千１３３万５千円を２０年で割って定員の５

０で割って、さらに１２で割ると１月になります。そうすると１万５千１１１円家賃相当額は、

このぐらいかな。それからそれ以外に共通の経費としていただくもので、これはどうなるかわか

りません。これもなるべくかからないような設計で温泉などを利用しながらしていきたいな思い

ますが、これを仮に１万５千円とすれば、大体８万５千ぐらいになる。だからこそ、やはり１２

０万円以上ぐらいの収入がないと。この施設は利用できないだろうとことでのケアハウスを優先

しましょう。 

これまたこういう口頭で言ってもわかるのではありませんし、非常にややこしいので、また資
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料を持って御説明に来ますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。こういったざっく

りな形しかまだ出ませんけど、ざっくりな形で見ていただければというふうに思っておりますの

で。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下副委員長 

 はい。 

 

○前中委員長 

 他に何かありましたら。ありませんか。議長。 

 

○田中議長 

 ちょっと聞いておきたいんですけども、この施設従来の老健だとか清楽園と違って、これは地

元の入所者優先で入れる。そうじゃなくて町外も公平に入れる施設なのか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長 

 

○保健福祉課長 

いわゆる定員２９以下の地域密着型という事業は町民の方以外に入所する事業はできないで

す。ですが先ほど御案内しましたように施設運営の安定、職員の確保の良さ等を考えれば、２９

よりも大きい方が有利だよ。そうすると一般型と言われる町外の方も利用できることになります。

当然ながら、町の施設ですから、町の方を優先していくということにはなろうかと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかにありますか。なければ所管調査ということで、ケアハウス深川でした

か。そこにこの補助対応の施設があると聞いてますんで、そこへ所管調査という形で伺いたいな

と思っております。このケアハウス、やはり本町の第６次高齢介護保険事業計画並びに保健事業

計画に基づいた中で取り進んでいるのかなと思いますし、また住みかえというところが１つのポ

イントということもあるのかなと。要するに持ち家の中でも一人で暮されているお年寄りを冬の

対策、除雪等々大変な部分、困っている方もいるあるいは買い物で困っている方もいるという人

の要望の中で、このようなケアハウスという取り組みも一つの施策かなという形で、計画の中で

提示があったのかなと思っておりますんで、そういった意味で所管調査のときに、改めて現地、

現場というか施設を見ながらまた議論していければなと思っていますのでそのときはよろしくお

願いいたします。ということで保健福祉課、以上もちまして終わらせていただきます。どうもご

苦労様でした。 
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○前中委員長 

それでは産業所管分の協議報告について始めたいと思います。４点ほど提案されております。

まず１点目パパスランドに係る平成２８年度以降の指定管理事業について。そして②でございま

すけれども、斜里岳山小屋にかかる平成２８年度以降の指定管理事業について。そして３番目と

して平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）について。４番目でございますけ

ども、ジャガイモシロシストセンチュウ植物検針実施状況について。４点でございます。 

最初の１番目、２番目関連してありますんで、こちらの方から説明いただければ思います。 

 

○産業課長 

 それでは、産業課所管事項につきまして、ただ今委員長の方からも議題紹介いただきました４

点についてご報告をさせていただきたいというふうに思います。 

担当よりそれぞれご説明申し上げますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○商工・林政 G 総括主査 

はい。では１点目、パパスランドに係る平成２８年度以降の指定管理事業についてご説明いた

します。１ページお開き願います。現在のパパスランドの指定管理者につきましては平成２５年

４月より有限会社パパスさっつるにより、３年間管理運営がなされ、今年度末をもって期間満了

となりますので、募集を行うものであり１番になりますが、本日の産業福祉常任委員会において

スケジュールを説明するものです。２の今後の事務日程（１）でありますが現在清里町が指定管

理を委託している各種業務の募集要項を改正する協議が行われており、今後、指定管理者選考委

員会と理事者協議により改定する予定となっております。これを受けまして（２）指定管理者募

集要項を１０月の開催の本常任委員会に説明し終了後、（３）指定管理者の公募を行い（４）指

定管理者選考委員会において指定管理者を選定し（５）結果を本常任委員会に報告（６）１２月

開催の定例町議会において、指定管理者の指定について、議会の議決を求めることとなります。

町議会の議決をいただいた後（７）指定協定を行う予定となっております。パパスランドに係る

平成２８年度以降指定管理事業についての説明を終わります。 

２ページをお開き願います。斜里岳山小屋に係る平成２８年度以降の指定管理事業について、

ご説明いたします。現在の斜里岳山小屋の指定管理者につきましては、平成２５年４月よりＮＰ

Ｏ法人清里観光協会により３年間管理運営がなされ、本年度末をもって期間満了となりますので、

選定を行うこととなります。１番になりますが、本日の産業福祉常任委員会において、スケジュ

ールを説明するものです。２の今後の事務日程（１）でありますがこちらも、現在、清里町が指

定管理を委託している各種業務の募集要項を改正する協議が行われておりまして、今後指定管理

の選考委員会と理事者協議により改定をする予定となっております。これを受けまして（２）指

定管理者募集要項を１０月開催の本常任委員会に説明し、終了後（３）指定申請書の受付を行い

ます。山小屋は、清里町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第５条第１項の、

町長は公募によらず、指定管理者の候補者を選定することができる規定により、候補者の選定を

行っていきたいと考えております。（４）指定管理者選考委員会において指定管理者を選定し（５）

結果を本常任委員会に報告（６）１２月開催の定例町議会において指定管理者の指定について議

会の議決を求めることとなります。町議会の議決をいただいた後（７）指定協定を行う予定とな

っております。 
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以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいまパパスランドと斜里岳山小屋に係る２８年度以降の指定管理事業についての説

明がございました。今一緒になりますけども質疑のある方よろしくお願いいたします。何かござ

いませんか。はい。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 最初のパパスランドの指定管理に関してなんですけども、今年の暮れで期限が切れるというこ

とで今までの流れからいくと今やっている指定管理者がそのままいくのかなというふうなことは

何となくわかるんですけども、そもそも指定管理っていうのは民間のノウハウを活かした中で住

民とお客さんにサービスをするというのが、もともとの発想のもとなんですよね。指定管理って

いうのは。 

そういった中において、パパスランドも新しくなっていろんな問題もありました。指定管理を

受けているパパスランドさっつるにも町民の方からいろんな苦情が聞こえるんですよ。これは産

業課の課長も聞いていると思うんですけど。余りにもこういった苦情等が多々多く聞こえるもん

ですから、指定管理がどこになるかわかりませんけども、今後も指定管理を受けるところに対し

ては、やはり所管である産業課が率先していろんな苦情が多いということをしっかりと話した中

で、指定管理を受けてくださいっていうことをより強く言わないとせっかく道の駅としてこうや

って新しくなってやっている以上は、やはり私たち議会も成功してほしいと思っていますし、な

るべくそういった我が町の町民ばかりでなく観光客で来ている人の中でも、結構苦情聞こえてき

ますんで、今後パパスランドだけの問題ではありませんけども指定管理をやっているところに関

しては、そういった姿勢で指導していってもらえたらなというふうに思っていますのでよろしく

お願いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 パパスランドの指定管理の部分でございますが、指定管理、民間活力をうまく活用しながら運

営をしていくという部分でスタートしている部分でございます。御指摘のとおり、町民からの苦

情というのも若干ではありますが、我々の方にも聞こえてきているのも事実でございます。これ

らの関係につきましては、今回指定管理の部分で再契約という形になるかちょっとわかりません

けれども、新たな指定管理者の方とは細かい部分協議をしながら進めていきたいというふうに思

っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい、加藤委員。 
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○加藤委員 

 パパスランドに関しては同じ指定管理において委託を町が支払っているという形があります。

この部分で建設当時から決めた部分の中における委託料の問題、そしてその中における実務の問

題。そして基本的にはその共有部分等があるけれども、実際にそのレストラン売店部門そして入

浴部門と３つの関連性について、本来委託業務として町が行っている部分の整理あるいは共通部

分における相応の分担の割合のあり方、そういうものを今池下委員も言われたように、結果的に

札弦のパパスランドが正常にと言いますか将来にわたって運営できる方法、それには新しいいろ

んなノウハウがなければこれダメなんですよ。そこで一番大きな問題になるのは、マイナスにな

れば町からの助成がある、この部分についてはもらえるというような形の運営方法であってはな

らないということ。そういう部分をきちっとした中で基本的に温泉部分に実際にかかっている部

分、レストラン部分にかかっている部分、そういうもの、そしていろんな町民からの意見、利用

者の意見、そして道の駅の役割というものを十分勘案しながら、今後の事務日程の一番先に書い

てある募集要項改定の内容、これらについては今後に向けたきちっとした形が今までがこうだか

らこれでいいでしょうっていう発想でなくて、新しい発想のもとに提示をしていく。そういう協

議の中に現状とやっている業者との話し合いも大切ですけども、一般的なノウハウの確認を再度

行うということも、これ大切な分野に入ってくると思うんで、十分その辺を踏まえた中で設定を

されていっていただきたいとこのように思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ただ今ご指摘の部分でございますけども、パパスランドにつきましては委託料の支払のある施

設ということでございます。で、この指定管理、新たなパパスランドとしてスタートしたのが２

５年からということで、やっと３年間の実績が今回出たということでございます。委託料の部分

についても、今回見直しをある程度かけていかなければならないだろうというふうに考えてござ

います。あと期間の問題だとかそういう部分もあります。委託料の部分については、過去３年の

実績等を踏まえながら、委託料調整させていただきたいなというふうに考えております。ただ委

託の部分について、マイナスになるようでは、こちらも困る、相手も困るのもあります。またそ

れと売店とレストランパパスランドについては、ございますので、そちらの部分は現在の収支の

報告についても、別枠で収支の報告をいただいている。これは議会の方からも御指摘をいただき

まして、分けた形での報告をいただきながら、ただいま集計をしている段階でございますので、

お風呂の管理部門に対するある程度の経費っていうのはこの３年間、実質２年間分の経費ですけ

ども、２５、２６、２７が今進行中なもんですから、ちょっと２７の部分は具体的な数字として

は出せませんけども、２５、２６の管理の部分での実態的な数字の部分おさえながら、委託料の

分については検討してい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先ほども

申し上げましたとおり、１０月の常任委員会の中である程度要綱の関係、報告させていただきた

いなというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと。 
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○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 そのへん、すごく大切な部分だと思います。そしてまたパパスも同じように温泉施設としての

部分は、緑もあるわけです。緑清荘もあるわけです。その温泉の部分に係るそれぞれの共通経費

として、どういう実態になっているのか。パパスの現状はこうだからという話ではなくて温泉施

設としてのあり方とその部分における負担割合がどういうふうにあるべきなのか。その辺を現状

がこうだからその部分は認めんとならんとかっていう話ではなくて、町民そして利用者に向かっ

てのバランスを踏まえた中での施設の運用のあり方というものをきちっと整理されていくべきだ

というふうに思いますし、ある意味では逆を言うと一括の指定管理が本当に望ましいのか。ある

意味ではテナントで、そっちは貸しますよ、こっちの部分の温泉とこの部分については完全に別

で、町が直轄でやります業務委託しますよって、そういう方法だってないのか。いろんな形の中

でこの一色単にすることが、経費の削減につながるという発想確かにあるんですが、本当にそう

なっているのかどうなのか。十分に検討されて長く健全な経営が続くように、１つお願いをした

いと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ただ今の部分でございますけども、従前やっていた委託の方式とそういう部分もあろうかと思

います。ただ今指定管理にすることによって、収入の部分、町での調定事務部分が簡素化されて

いるという部分がございます。町の産業課の方の部分での事務の軽減にはなっている部分がある

のかなというふうに思います。それとあとは指定管理を受けているところでの歳入部分で、今自

由に使えるお金ということでなっておりますので、自分たちの努力で売り上げを伸ばしていただ

くという部分も多少見えてくるのかなというふうに思っております。いずれにしましても今後の

運営の関係につきましては、管理の部分を含めまして、いろいろと関係機関とも協議しながら進

めていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかにありますか。なければ②の斜里岳山小屋にかかる指定管理事業につい

ては何かあればありませんか。 

ないようなので、それでは③平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）につい

てご説明願います。 

 

○焼酎G 総括主査 

はい。それでは補正予算について、ご説明させていただきます。３ページご覧ください。 補

正予算につきまして焼酎等売払い状況が良好でありますため、財産収入のうち焼酎売払い収入の

増額をするものであります。額につきましては、当初予算対比で１５％増となる、１千１５４万
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４千円増額補正といたしまして、予算計で、８千６０６万８千円とするものであります。さきの

委員会でも御説明させていただきましたが、４月からここまでの販売実績は前年対比で現在のと

ころ順調な伸びを見せております。今後どこまで維持できるかがちょっと鍵となるかと思います。 

次に一般会計繰入金でございますが、これは翌年度当初に必要となる資材の部分の繰入であり

ます。内容につきましては、お配りしました北海道清里瓶等製造計画の方をご覧ください。こち

らは北海道清里シリーズ、４種類の瓶の製造にかかる日数、在庫の推移を記載しております。５

月の委員会でもご説明しましたが、瓶の製造には３カ月・４カ月かかっております。北海道清里

と北海道清里樽につきましては、同じ透明瓶として製造できまして、１回のロットが１万６千本

となっております。また北海道清里原酒と北海道清里原酒５年につきましては、同じく１ロット

合わせて７千本という形になっております。表の中、黒点で結んだ線があるかと思いますが、左

側の実線部分４月から大体１０月までの部分ですか、そちらの方につきましては既に予算化され

ておりまして、発注済みの部分ということになっております。 

次に、９月以降点線の部分につきましては、今回の補正で行いたい部分となっておりまして、

そのうち繰入金対象部分につきましては、透明瓶の方におきましては、１２月から３月で北海道

清里原酒、原酒５年の玉の瓶につきましては９月から１２月の分となっております。それに伴い

まして、コルク栓が不足しております。コルク栓につきましては１ロット６千個程度というふう

になっておりますが、こちらも注文品となっておりまして大量での注文ということがなかなか難

しく、大体月に２ロットずつの発注という形になっております。今回の補正予算で繰入分の予算

がない場合は、来年２８年度の４月から７月までは本年度の残りによる製造を行うということに

なっておりますので、透明瓶で６月に６００本程度、玉の瓶で７月で７００本程度の残というこ

とになると予想されまして、この現在３カ月から４カ月かかっております発注製造状況によりま

すと、来年度４月発注では間に合うかかなり微妙という形になっております。総括表に戻ってい

ただきまして、３ページの方戻っていただきまして繰越金についてであります前年度繰越金につ

きましては１７５万６千円ということでありまして、当初予算との差し引きで１４５万６千円の

増額となっております。 

続きまして、下段歳出であります。総務管理費、一般管理費で販売事務費といたしまして事務

所において注文や電話の対応、注文に対します発送伝票などの処理あと施設見学者の対応の事務

全般の人員不足に対しまして、臨時職員１名分の賃金合計９４万２千円の予算計上としておりま

す。１０月より３月まで半年間の雇用を考えております。 

次に需用費であります。需用費につきましては、パンフレット等の配布枚数、ＰＲ部分の配布

枚数が増えておりますため、こちらを増刷するための経費といたしまして１９万５千円を計上い

たしております。 

使用料及び賃借料でありますが事務所のコピー機が導入より１０年以上経過するということに

なりまして、注文を受けるＦＡＸこちらＦＡＸ兼用となっておりまして、注文を受けるＦＡＸが

稼働しないということの事例がこのごろ多々見受けられるようになりましたので、機材のリース

を行うための１５万円の予算計上しております。 

公課費につきましては、酒類販売数量の増によりまして、増加を見込まれる１０３万４千円を

補正計上していると、次に２番目の製造費醸造費の中にあります臨時職員雇用事業であります。

現在製造職員として７名の臨時職員を雇用しておりますが、増加しております出荷量に対しまし

て製造が中々難しい状態となっております。そちらの方の対応といたしまして、３名の増員を行
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うため１７１万４千円の計上という形になっております。 

続きまして製造費、醸造費中の焼酎醸造事業費としまして、需用費・消耗品につきまして、先

ほど歳入繰入金の方で説明申し上げましたとおり瓶の購入が主なものとなっております。その他、

販売の増に対しまして、資材調達といたしましてミニボトルセット、水のペットボトルを購入す

るための予算として１千６０１万４千円を計上しております。需用費の中で印刷製本費がありま

して、こちらの方も販売増によります製造に係るラベル出荷箱といった資材部分の調達といたし

まして１８４万３千円、合わせまして１千７８５万７千円の計上をしております。 

最後に備品購入費につきましてですが、現状で出荷しております北海道清里樽の容量が、年間

７００ｍｌベースで５万本程度という形になっております。現在１９９個の木樽が稼働しており

まして、このうち古い木樽の焼き直し、酒の入れ替えなどを行うための数量に余裕を持たしてい

きたいと考えております。予算計上額は１０樽分で１０８万円となっています。なお今回は１０

樽分、約２千リットル分の増となっておりますが、今後の販売推移や木樽の使用状況によりまし

ては、今後新たな木樽の購入を順次行う必要があると考えております。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）について説明がありました。

委員の方から質問よろしくお願いします。何かございませんか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 これ物がないとつくれないという発想は良いんですが、作って売っているんだけど、収支がど

んどん一般会計から持ち出しになっている現実を踏まえた時に、どういうふうになっているのか。

来年の瓶の話をしているんですが、今売れていて実際問題、原価どうなっちゃっているのという

ことですよ。こうやって売っていって一般会計もう３千４００万ですが、このままいっちゃうと、

今年の年度末には５千万ぐらいいく可能性が十分にありそうな気がするんですが。３月に減額補

正どんと売れたんで、利益が出たんで一般会計に戻しますという話が出てくる要素あるんですか。

ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 担当課長。 

 

○産業課長 

 ただ今の方のご質問でございますが、今回の一般会計の繰入れの分、先ほども担当の方からも

ご説明させていただきましたが、次年度の当初の分にかかる瓶代という形で今回計上させていた

だいているところなんですが、この分について７月８月までの売り上げ実績といたしまして、前

年対比で実際のところ前年対比でいきますと１４０近い数字にはなっているのは事実でありま

す。このまま１４０のまま推移するかというとちょっと疑問な部分もあるのかなというふうに考

えております。今回補正させていただいている１千１５４万４千円、これは大体１５％の増と当

初予算に対して１５％の増という形になってございますが、この分については前年対比でやりま

すと、大体３０％近い数字にはなっているのかなというふうに思っております。それで一般会計

への繰入れ分のない形で何とかこの１千１００万の中で処理ができればなというふうに考えてお
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ったんですが、１２月年度末の段階での売り上げが、非常に伸びているっていう部分があるもん

ですから、なかなか見えない部分があるのが実態でございます。それで例えば年度末ギリギリに

は瓶が足りないというようなことになった時に１２月の補正でやった段階で、瓶が間に合わなく

なる可能性もあるという部分。それと２８年度の４月からの瓶詰めの瓶について、今回入れてお

くことによりまして、４月発注の瓶が納品される７月末、８月の頭の部分までをなんとか持ち堪

えられるような形での予算要求という形をさせていただいているところでございます。 

そういう形で収支の部分で何とか今回こういう１千１００万の中で増の分については、何とか

なるのかなというふうに考えているんですが、売上げの部分がまだ見えない部分があるとで、ま

だ延びている部分がまだまだあるところがありますので、なんとか予備的な部分での瓶の製造と。 

 

○加藤委員 

 減額の可能性があるんですか、ないですかって。 

 

○産業課長 

 最終的に３月の段階で売上増になった場合については一般会計の方も繰入れ分も戻入させてい

ただきますので。 

 

○前中委員長 

 今加藤委員は３月時に減額補正ができるような見込みがあるのかないのかって、単刀直入の質

問があったんで、それに対して、課長の方から答弁お願いします。 

 

○産業課長 

 現在今１１５％、１５％のアップということで、今回８千６００万の売り上げ計上させていた

だいております。見込みとしてはまだあるというふうに我々はみております。実際には、もう少

し行くのかなというに思っているんですが、なにせ瓶ができてやっと１年経って、今が軌道に乗

って動いて販売促進の部分で売り上げが伸びてきているという部分もあります。どんどん伸びて

いっている部分もあるもんですから、実際のところどこまで伸びていくか。見えない部分もあり

ます。こちらの方としても売り上げとしては、この数字はクリアできる、そしてこれ以上の数字

には持っていけるというふうに考えております。３月の部分では一般会計の繰入れの部分、戻入

は可能かというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今の言葉きちっと本当に数字に基づいているのかなというふうに疑問を持つんですが。１点だ

け。現状で代表的な樽一本でどれだけの利益がでているんですか。その売り上げが上がればって、

上がるたびに瓶代だとかいろんなことで一般会計から補正って出ているんですよ。将来、採算が

売れれば黒字になるんだという方法があったら繰入れでなくて借り入れでいんですよ。一時融通

でいいんですよ。極端なこと言ったら一般銀行から借り入れてもいいんですよ。そういう企業的
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発想のもとにしているお金ですか。普通の企業ではあり得ないことなんですけども、一般のお金

を個人個人のお金をぽんと会社に入れて、売り上げ上がりましたって言っているのと一緒なんで

すよ。 

そんなことを私は追求しているんじゃなくて、基本的に去年焼酎の瓶を変えて、なおかつ５カ

年の収支計画を立ててやっていきますっていった時にとんでもない瓶代、経費、コルクに係る経

費がとんでもないわけでしょう。増産すれば増産して売れたら売れただけ、本当に黒字になって

いくんですか。現状の中で、その把握がきちっとなされているんですかということなんですよ。

そして価格改定をいつどのように行うのか。売れなくなったら困るからって価格改定を延ばして、

一般会計からどんどんどんどん赤字作っていても困るんです。だとしたら、製造費のどこかで削

減できる部分がないのか。考えないとならないんですよ。今来年の瓶１年分つくると言っていま

すけど、本当にコルク１個９０円近いやつを延々と続けていくんですか。一本あたり本当になん

ぼの利益でてるんですか。 

町長の方針の中に焼酎事業で黒字にしようとは思わない、私もそれでいいと思います。でも限

りなく一般会計からどんどんどんどん出していくようなスタンスでは、お酒を飲まない町民もい

るんです。理解は得られない。いろんな形の中でみんなが納得、売れているのになぜ一般会計か

らどんどんどんどんどこまで出せばいいのってそういうことを１年間の分も出すって言っていま

すけど、私は基本的には瓶を変えてもいいんじゃないの、キャップぐらいケースはいいから、形

はいいから単価を下げることに努力した方が、むしろ将来的に良い部分ではないのって。それが

できないんだったら、どこの部分をどういうふうにするのって。本当にこれから工場の設備投資

なんかしてかないとならん、それ全部一般会計から持ち出したわけでしょう。今原料から焼酎を

造って、容器に入れて売るだけでもゼロにならないそれがどんどん増えていく、マイナスが。そ

れでは何のために焼酎の瓶をリニューアルしてこれからやっていこうとするのか。焼酎事業をや

めれって言っているんじゃないですよ。きちっと理解のつく環境にするために真剣にきちっと提

案されて、その数値の中の推移を一体となってやってくように早急にひとつやっていただきたい

と思いますよ。言っている内容がどんどんどんどん大きくなってく、マイナスが私だけ心配して

いてもしょうないのかもしれませんけど。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 ただ今のご指摘の部分、製造費の削減という形、これらも視野に入れながら１年経ってきまし

たので、コルクの栓、あと箱。こういう部分で改善の余地、もう少しコストが下げられるような

何かがないか、これはデザイナーの方とも協議をしながら、改善関係すすめていきたいなとまず

は瓶に関しては形を変えるというかたちで、今１年しか経ってない部分で、これは中々難しいの

かなというふうに考えてございます。 

あとその箱の関係につきましても、デザイナーさん方の想いという部分もございます。これら

もある程度組み入れながら、今後上手く削減ができるような方策も協議をしながら進めていきた

いというふうに思っております。 

それと、先ほど繰入れの９９０万の部分で１年分ということで、加藤委員の方からありました
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けども１年分というわけではないんですが、当初の頭の部分のところで計上させていただいたと

いうことなんでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 答弁漏れているんですけども、価格改正についての話と経営体質の改善、方向性というのは原

課でどのように捉えているのか、併せて。 

 

○産業課長 

 価格の改正につきましては、現在実際の生の数字といいますか。全部の経費を入れた部分、要

は職員の人件費を全部含めて計算それと消耗減価償却等、これらも含めた中での実際原価がどの

ぐらいかかるんだという部分、積算をしているところであります。その中でいきますと、やはり

今の価格の体系では合わないという部分はあります。合わない部分については透明瓶の２種類が

実際に合わないという部分がございます。玉の瓶については、価格自体は高いですが、これにつ

いては、売買負担の小売価格に工場の出荷価格については、ある程度採算のとれるラインではあ

るというふうに、認識をしているんですが、これらを含めまして価格改定については検討してい

きたいと思っておりますが、先ほどものお話させていただいたんですが、販売の数字が伸びてき

ているという部分ではこの価格帯で販売の数字が伸びているという部分もございます。ここで、

一気に価格を変えてどれだけの減が出るか、この辺の見通しもなかなか立たない、ただこのまま

の価格で据え置いてずっといけるものなのかという部分も含めながら検討させていただきたいと

いうふうに考えてございます。 

それと全体的な流れの中でこの焼酎の部分なんですが、焼酎について町の一村一品という形の

中で、町の顔でもあるという部分もありまして、ある程度一般会計からの繰り入れもやりながら

の焼酎会計の運営という形で進めていきたいなというふうに思っているんですが、そのためには、

そういう一般会計からの繰り入れの分ルール作り、これはきっちりしなきゃならない部分という

ふうに思っております。金額がいくらとかそういう部分の話じゃなく実際的な部分としての一般

会計が皆さんからご理解いただける繰入れの内容というところを踏まえながら一般会計からの繰

入を含めて焼酎事業会計運用をしていきたいというふうに考えております。その具体的な話はま

た今後の常任委員会等でも再度報告をさせていただきたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 その回答はいつ。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 まだ具体的にはいつっていうお話は今できないんですが、今数字的な協議をさせていただいて
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おりますので、早い段階で提示をしたいというふうに思います。 

 

○河口委員 

 今の価格改定の話題の中でひとつ。前回の委員会の中でも価格改定については話題になったん

だろうと思っています。それで今答弁された内容はまだまだその辺があまり認識されてないよう

に思っています。今非常に売れている、非常に苦労されて今の実績があるんだと。この苦労され

ている方の実績を評価したなら価格改定って真剣に取り組まなきゃいけないことなんだろうと思

うんです。今の中で透明瓶合わないんだ、合わないのが解っているなら手を打たなきゃいけない。

しかも基本は売れている時、今勢いがあるときにやらないと売れなくなってから改定、こんなば

かな話はないですね。上げる場合は売れている時こそ良いタイミング、これはマーケティングの

基本ですよ。売れなくなったらどうするのか。価格を下げて売るっていう基本なんだろうと思い

ます。だからその辺は本当に真剣に価格原価、これはもうほっとけないんだという認識があるん

だったら、早急に価格改定については、手を付けていただきたいと思います。以上です。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 今の価格改定の関係ですが早い段階で皆さんの方に報告できればと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。他に。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 加藤委員と河口委員からも価格の改定、加藤議員が言ったのは、もうちょっと根本的なところ

を少し考えたらっていう話だと思うんです。町長も去年のリニューアルする前からちょっとリニ

ューアルはするんだけど、余り本腰入れてないなっていう我々サイドから見ていてもそういうふ

うにとれたんですよ。実態としてね。それがリニューアルして１年経った中でもまだはっきりし

ない部分とか多々いろいろと問題がこうやって繰入金の問題とか瓶の問題とか、価格の問題とか

って全部ひっくるめた中で、今後うちの町の焼酎をこれどうするんだっていう話をやはり上層部

でしっかりと議論してもらわないと進まないと思いますよ。 

個別にそれこそ透明瓶が高いからどうのこうのっていうそういう問題でなくて、うちの清里焼

酎をどういった位置付けにして、笊のようにお金が組み入れるなんてことはあり得ないけども、

もう少し町長、副町長はじめ所管と本腰入れた話し合いをしてもらわないと、委員会に何回来て

も同じだと思うんですよ。 

先日のうちの産業まつりにおいても焼酎もこうやって売れていたようだし、北川君も札幌に行

っていて３日間で５万人も来場したっていうのは、会場で相当売って来たとは思うんですけど、

去年は私も村島さんもリニューアルした中で協力したいということで、一生懸命やったんですけ

ども、そういった一人一人がみんな何とかしようと思って応援しているわけですよ。無駄になら
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ないような施策をやはり町長、副町長、所管の課長いろんな課長連中とひっくるめた中でうちの

町の焼酎はどうしていくんだってことを、やはり時間をかけてがっつりと協議してもらいたいと

いうふうに思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ただ今のご意見の中でもいろいろと協議をしながら進めていきたいというふうに思っていま

す。形ある焼酎会計の姿を見せていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○前中委員長 

 ほかに他にございませんか。なければ全体を通してごめんなさい。すいません④ジャガイモシ

ロシストセンチュウの植物検診実施状況について説明願います。はい、主幹 

 

○農業 G 主幹 

それではお手持ちの資料４ページをご覧願います。ジャガイモシロシストセンチュウ植物検診

実施状況についてでございます。この件につきましては新聞報道等で、すでにご承知のことと存

じますが、第一報につきましては８月１９日付農水省ホームページのプレイスリースにて、網走

市内の一部の圃場におきまして国内未発生であるジャガイモシロシストセンチュウが確認された

との公表がなされたところでございます。 

公表後の初動対応としましては、ＪＡグループオホーツクによる管内全域の植物検診の自主検

査及び農水省の検査検定機関であります植物防疫所において発生範囲特定調査を実施していると

ころでございます。 

資料の１番、自主検査実施状況でございますが、当町におきましては８月２４日から２８日の

日程で種子馬鈴薯栽培補助を除く、抵抗性品種栽培の全圃場について植物検診を実施しておりま

す。集団ごとに複数班体制で実施しておりまして１班に関係機関１名以上の割当とし、確認作業

を行っております。株の抜き取り時には関係機関及圃場主が抜き取ることを基本としまして、ブ

ーツカバー手袋の交換をしております。合計４８７筆、調査した結果でありますが１、地区にお

きまして、連担した６筆の疑問株が確認されているところであります。疑問株につきましては、

サンプルを採取しまして、植物防疫所に検査を依頼しておりまして検査の結果、シロシストは確

認されなかったというところでございます。 

２番目の植物防疫機関による植物検診でありますが、横浜植物防疫所、札幌所の防疫官２名関

係機関として農協、役場、普及所各２名を補助要員として２班体制による検査を実施しています。

国道３３４号線沿いの４圃場を対象としまして、１圃場につき２０株程度抜き取っておりまして、

疑問株につきましては確認されておりません。 

今後の対応対策でございますが、関係機関及び清里町の作物センチュウ対策協議会と連携しま

して侵入防止等の防疫対策について協議してまいります。以上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

 はい。ただいま、ジャガイモシロシストセンチュウの植物検診実施状況の説明がございました。

委員の方からご質問ある方よろしくお願いいたします。ありませんか。 

なければ全体を通して産業課所管について、質疑あれば受けたいと思います。ありませんか。

ないようなので産業課終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 続いて大きな２の意見書の検討について。事務局。 

 

○議会事務局 

それでは２番目の意見書の検討について２件意見書が提出しておりますので、ご説明いたしま

す。 

資料につきましては、ピンク色の仕切り紙の意見書の検討についての中の１ページから６ペー

ジでございます。産業福祉常任委員会所管が２件あります。 

１件目の林業木材成長産業化に向けた施策の充実強化を求める意見書案でございます。提出依

頼者は北海道森林林産業活性化促進議員連盟連絡会、竹内秀順氏でございます。内容につきまし

ては、３ページをお開きください。 

こちらですが、本道の林業木材産業は山村地域を支える基幹産業として発展し、地域経済の活

性化などに大きく寄与してきました。しかし、山村では人口減少と高齢化が急速に進みつつあり、

近い将来集落はもとより自治体の存続も危ぶまれます。そういった状況の中今後も地域の特性に

応じた整備保全を着実に進めるとともに森林資源の循環利用による林業木材産業の成長産業化を

現実するための施策の充実や強化を図ることが必要となっているために、記以下の３項目を要望

するものです。記以下はお読みください。また、この意見書につきましては６月の道議会で採択

されております。さらに北海道議会議長会からも採択を求める依頼文書が来ておりました。 

次に、２件目の介護報酬の再改定を求める意見書案でございます。資料は、４ページから６ペ

ージまで資料を添付してございます。提出依頼者は、オホーツク勤医協医療協会労働組合執行委

員長、上牧弘幸氏で持参提出となってございます。まず題名に陳情書となっていますけれども、

これは意見書の採択お願いいたしますよという意味での陳情書であって、持参時に意見書同様に

扱う旨を確認しておりますのでご理解ください。 

６ページをお開きください。内容につきましては、平成２７年４月より実施された、介護報酬

において施設関係については４．４８％の大幅なマイナス会計で事業の継続が困難になるほどの

下げ幅となっています。全国各地ですでに採算が合わない事業所が閉鎖、撤退をはじめており、

地域によっては介護報酬の引き下げの結果、住民から介護サービスを奪う結果となっております。

今回の大幅なマイナス改定の理由について社会福祉法人の内部流用をあげていますけれども地域

住民の介護を守るほとんどの介護事業者は介護労働者の賃金確保で精いっぱいの状況です。こう

いった医療の実態を踏まえて、次年度予算編成に向けて誰もが安心して利用できる介護制度の実

現を基本とした介護報酬の見直しを求めるものです。 

以上２件についてですが９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よろしく

お願いいたします。 
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○前中委員長 

 ただいま意見書の検討について２点ほど提出依頼がきております。この依頼についてどのよう

にやったらいいのかよろしいですか。検討するって形で。ということで２件の意見書を検討する

ということで、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

続いて大きな３、次回委員会の開催について。議会事務局 

 

○議会事務局長 

 １０月の９日金曜日を予定しています。 

 

○前中委員長 

 大きな４その他でございますけど何かあれば。 

 

○河口委員 

 すいません。ひとつ前に戻って。特にないですけど前回もありました意見書ってどういうふう

な扱いになっているのっていうことで質問しましたけど、現実にはこれ論議もなにもされないわ

けで、ただ意見書が届いているっていうことだけになっている。どういうふうな扱いになってい

るのかっていうことを教えていただきたい。ただこれはどっかの所管に積み重なってこういう意

見がありました。終わっているのか。 

 

○前中委員長 

 流れ的に、事務局ちょっと説明お願いします。流れとして。 

 

○議会事務局長 

 それぞれ今日は持参提出で、まずは意見書をそれ以外に先程言いました道だとか全国的な取り

組みについては郵送されますので、それについては意見書を一回協議します。基本的にはまずそ

れぞれ出された意見書については、議会議運の中で一応どうしましょうかということで、それは

それぞれの所管で検討してもらいましょうっていうことで、まずそこにいきます。それで出され

た意見書に対して皆さんのご理解がいただけましたら、それぞれ下の方に提出先ということで、

衆院議長とか総理とかに議会議長の名前で送ります。ただ送る場所もそれぞれ出された議会に対

して、その後の処理につきましては、はっきりと今のところわかりません。ただ今のところ出し

たということで終っているっていうのが現状です。 

 

○河口委員 

 結構むなしいですね。単純に。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 
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○前中委員長 

 よろしいですかねそれでは閉じたいと思いますのでよろしいですか。それでは本日は、大変御

苦労さまでした 

 

○前中委員長 

 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。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第６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） 

 


