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第１回産業福祉常任委員会会議録 

平成２８年１月２３日（月） 

    開 会   午後 １時００分 

    閉 会   午後 ３時３６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清里町公営住宅等長寿命化計画について 

 ●保健福祉課 

  ①ケアハウス整備事業について 

  ②清里クリニックへの運営支援について 

 ●産業建設課 

  ①緑ダム小水力発電事業について 

  ②住生活基本計画の策定について 

  ③農業集落排水事業経営戦略の確定について 

●焼酎醸造所 

  ①平成２８年度焼酎販売実績（第３四半期）について 

 

２．次回委員会の開催について 

 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  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主査    横畠 敏樹  

 ■保健福祉課長       薗部  充    ■保健福祉課主幹    進藤 和久 



 

- 2 - 

 ■福祉介護Ｇ総括主査    阿部 真也 

■産業建設課長       藤代 弘輝    ■産業振興Ｇ主幹    永野  宏 

 ■建設Ｇ主査        山本 卓司     

 ■焼酎醸造所長       二瓶正規     ■焼酎醸造所主査    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１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２９年度第１回目の産業福祉常任委員会をただ今より開催いたしたいと思います。天候の

方も落ち着いてきましたので審議の方よろしくお願いいたしたいと思います。 

まずもって本来であれば、町民課の方が先の案件ですけども保健福祉課の方この後何か入っている

という予定なので繰り上げて、保健福祉課の方から説明提案説明のほど、よろしくお願いしたいと思

います。はい、保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 ありがとうございます。福祉課からは、ケアハウスの整備事業について。ケアハウスの建物にかか

る設計事業費が出ましたので、それにつきましてご報告したいと思います。 

もう１点につきましては、きよさとクリニックの運営支援について御説明をしていきたいと思いま

す。担当よりご説明申し上げます。 

 

○前中委員長 

 総括主査。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

それでは資料の方ご覧いただければと思います。１ページになりますけれども、ケアハウスの整備

事業についてということで御説明申し上げます。 

１のケアハウス整備事業につきましては、基本設計の作成によりまして、昨年６月の当常任委員会

において概要をお示しさせていただいてございます。今回実施設計の業務の改善に合わせまして、想

定事業費の算定を行っております。 

基本設計時からの変動について（１）に資料ございます。説明をさせていただきたいと思います。
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基本設計の事業費につきましては消費税、税込みということになりますけども、１０億３千４１０万

円を概算事業費ということで、躯体いわゆる建物という部分の説明を差し上げておりました。今般、

実施設計に基づきます想定事業費ということで横に載っておりますけども１２億１千５４４万６千

円という形で比較しますと、１億８千万ほどの増となっているところでございます。こちらにつきま

して増高分の説明ということで、中盤から下段の（２）というところをご覧いただきください。順次

御説明をさし上げたいと思います。基本設計、いわゆるこういったケアハウスを建てるんですという

形の基本設計から詳細な各種基準に則って必要であり、また華美ではないといった形の考えに基づき

まして、積算をしてございます。 

こちらの中で増加要素ということで、説明をさし上げたいと思います。まず一番上ですけれども、

厨房周りそれから厨房休憩室のレイアウトによります増床いわゆる床面積の増ということになりま

す。こちらでおおよそ１千３５５万４千円ということで増加になりました。それから途中、昨年の常

任委員会でも大きな部分ということで御説明差し上げましたけれども、屋外の非常階段を改めまし

て、屋内の階段室３区画ということで、これを防火区画にして避難誘導、それから防災関係の状況を

固定させるという形の説明を差し上げておりました。こちらに伴いまして同じく面積の増床起きてお

ります。２千２１１万５千円ということでありますが、これにつきまして屋外の非常階段関係という

のは相殺もおきておりますけれども、面積増という形の躯体設備の中に盛り込まれる工事費等を考え

ますと増が起きているというふうに扱させていただきたいと思います。それから天井高の確保という

ことで一般的な天井の高さということで、そちらの方求めていきますと建屋関係での増が７４８万８

千円、それからヒートポンプ熱利用の関係でございますが、この関係による機械設置の部分での面積

の床面積の増ということで、７２４万８千円。そして検討を進めていたところでございますけれども、

太陽光発電装置を設置していくという形で考えているところでございます。こちらはその設備として

２千２００万円、そしていわゆる躯体建物の方でのその過重に耐えうるという部分での増高分は４３

万６千円ということになってございます。 

また、同じくエネルギー利用関係、温泉熱のヒートポンプ関係の設備によりましては、現在の状況

から求めるところ５千２９５万円が増という形になっているところでございます。それから屋外の物

置ということで、入居者分室内には置けない物という形の物置の設置でございますけども、こちらの

方の再計算等によりまして１千６５７万５千円の増という形でございます。合計しますと、アという

とこになりますが、１億４千２３６万６千円がいわゆる設備関係での増という形でお考えいただけれ

ばと思います。 

その下の小さな枠になりますけれども、建築資料の再検討による減額ということでございます。実

施設計ということでございますが、こちらの方ですけれども各種使用の建築資材関係の方、例えばグ

レードですとかそういったものにつきましては華美なものを求めないということを精査してきまし

たところ、２千２８０万８千円という形の減額を設計のところから除くことができているという成果

が１点はございます。２ページの方に参りましてその部分になりますけれども、今の増加関係それか

ら減額になっておりますが経済情勢、人件費上昇等に伴う資材、管理経費との増加の現在までの通知

それから動向を考えますと、ここにウがございますが、６千万円ほどの増加を考慮せざるをえないと

いう状況にもあります。内容としまして管理費等の増高にあっては、建築費におきましていわゆる工

事費に対しまして９．１６％の管理経費を見ていく、それが上がりまして１０．６８％。それから電

気設備工事関係でありますが、９．０２％からこちらは１２．４７％。そして機械の製作関係につき

ましては８．６９％から１１．８９％と行う実施事業費にかける管理経費が大きく増えているという
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ことが起因でございます。 

それぞれ内容としましては、ケアハウスにかかるまずは本体工事、躯体それから電気設備、そして

機械設備という形で３項目に分けて発注をしていくわけでございますけれども、それぞれですけれど

も、建築においては１千１０0万５千２００円。電気設備におきましては６１１万２千８００円。機

械製作におきましては８６７万円ということで、ここに合計しますと２千５７８万８千円のいわゆる

一般管理費、諸経費等で増高を求められざるを得ないものというのが計算上出ておりまして、これが

２千５７８万８千円ということになっているところでございます。 

そのほかに物価の上昇こちら発注資材関係でございます。これまでの趨勢等を考えまして３％ほど

を見込んでいるということでございます。こちらが単価変動とございますが３千６００万円ほどを見

込まざるを得ないということでございます。この部分で６千１７８万８千円という額になりますが、

こちらの方が現在のいわゆるアベノミクスとそれから賃上げですとか、いろいろな各種状況等により

まして、それぞれ関係機関等からおりてくる情報を精査するところで増高分として認めざるを得ない

という金額になるところでございます。こちらの方をそれぞれ基本設計の分から増加分、それから減

額案、そしてこの変動関係の諸要素を取り込んだ額がＢということで、１ページ戻りいただきまして、

冒頭数字御説明差し上げました１２億１千５４４万６千円というのが、いわゆる本体躯体工事、機械

電気設備の３つの事業にかかる経費ということで御説明を差し上げておきたいと思います。 

次に全体事業費としまして、中段に星米から書いたところでございますけれども、この後の予想、

推定ということも含めてになりますが、まず工事に伴います施工管理の委託こちらが１千６万ほど。

それから外構工事に係る設計を行います。こちらに４００万円ほど、そして外構工事の排水で、躯体

設備関係の進捗に伴いまして、排水関係、外構と連結する部分についての手がけを行います。１千万

ほどの工事費を見込んでございます。それから外回りの駐車場等ということで５千万円。そして備品

等ということで、こちらにつきましては施設ができ上がった後の調度品関係、それから必要なものに

つきまして中に入れていくという形でございます。それぞれ合計をしました、想定の総事業費としま

して１３億１千９５０万６千円という形のことで現在ところ、推計ということでお示しをさせていた

だきたいと思っているところでございます。 

２ページの方に戻りましてケアハウスのスケジュール２の方をお話さしあげたいと思います。こち

らにつきましては単に建設だけではなく、社会福祉施設としての配置整備と合わせた補助事業である

ことから、これまで北海道保健福祉部との調整協議を行ってまいりました。本町が計画するケアハウ

スの入居者数、施設規模等からまずは単年度での整備として進めた経過があります。また、北海道の

補助事業メニューにおきましても基本的には事業執行が原則１カ年ということで進めてまいりまし

て、これまでそのように協議を図ったとこでございます。当初は平成２９年４月の着工、３０年３月

竣工と単年度最大枠の整備を進めてきておりましたけれども、昨年１０月になりますけれども、公共

事業関係の営繕行政推進連絡会議というところで、これからの工事関係の工程ですとか取り組みに関

する要件の改定が示されております。建設の担当より事業規模の関係で３０年３月の竣工が工期上難

しいよという話を受けておりましたが、昨年１０月の中盤以降でございます。それから北海道への質

疑を行いまして単年度事業の可能性を検討してきておりましたが、工事の安全性遂行等のことを鑑み

ますと、改定された工事ですと３０年６月の躯体完了という、２カ年にまたがる工事として扱うのが

適切であるというところに至っております。このことも含めまして北海道の保健福祉部本庁の方へ照

会を続けておりまして、当ケアハウスにつきまして２ヶ年にまたがる事業として、これからの変更は

如何かという部分を進めておりまして、１０月の中旬に本庁見解の方から２カ年でというお話を受け
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たところでございまして、現在修正の申請を行っているところでございます。北海道では今月１月で

すけれどもまだ下旬までありますが、社会福祉施設整備選定に係る有識者会議という会議が行われま

す。この中で当事業も議題に上がりまして、それによりまして、この後の予算措置それから事業採択

という形に進んでいくというところでございます。この中では修正した２カ年度という形の中で進め

させていただければという形で考えているところでございます。 

そのことからですけれども、表にございます２カ年での躯体の工事のスケジュールとなりましたの

で、概要としまして御説明差し上げますが、今後の予算の皆様の議決をいただいた後、３月から発注

準備を行い、４月には躯体の工事の発注を行っていきたいと、それから大規模な工事でございます。

議決案件となってございますので、５月ごろの臨時会での契約案件可決という形を伴いまして、いよ

いよ手が付くという形で考えています。それから先ほどありました外構の工事の設計関係の委託を行

わさせていただきまして、それから排水ですとか外構関係に手をつけていくと。３０年３月につきま

しては、一応１カ年度目が終わるということもございますので、部分の検定を行っていくという形で

考えています。３０年４月に入りましてからは、外構工事の駐車場部分ですとかそういった部分の発

注をして整備を進めていくと。あわせて備品関係、内部関係の整理を進めていく。３０年６月には、

躯体が完了、そして引き渡しということで、その後に納品ですとかそういった屋内関係の整備を進め

ていきたいというふうに考えてございます。８月までには外構工事が完了当初から御案内差し上げた

分があるかと思いますが、いわゆる運営としましては、３０年の９月ごろになるのではないかという

ことで時期の関係、現在のところまでのスケジュールお伝えを差し上げたいと思います。一番の総事

業費それから躯体事業費の実施設計に伴う部分の説明、それからそういった事業関係に伴います工期

の延長、そしてそれに伴う補助事業の２カ年度そして大まかなスケジュールということで御説明を差

し上げました。終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいまケアハウス整備事業についての説明がございました。中身についていろいろありま

すけども、各委員より質疑を賜りたいと思います。河口委員。 

 

○河口委員 

 何点かちょっと質問させていただくんですが、まず第１に温泉熱利用ヒートポンプの設置設備で約

６千万があげられているようですけども、当初はこの計画は全くなかったんでしょうか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 基本設計においては、文言としては織り込み済みだというようなことで報告を受けておりました

し、常任委員会に対してもそういうことで御説明しておりました。ただかなり小さなものを３つ持っ

ていたというようなことでございまして、この度別枠だという設計サイドの話になりまして不本意で

はありますけれども面積増と、それからヒートポンプ関係の機械設備ということ合わせて約６千万と

いうことで増額という扱いにさせていただいてございます。 
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○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 当初その部分も含めてっていうことであれば、増床っていうところにひっかかるんですが、これは

しょうがないことだと思うんですが、トータルで約６千万弱の金額でヒートポンプの前の約６割以上

が地下熱交換器の部分の工事が約６割から６割強が地下に係るのが、一般的な設計予算になると思う

んですが、この時にここはあくまでも温泉熱を利用していきますよ。要するに地下の熱交換は含めな

い設計なのか、その辺のことはどうなんだろう。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 基本設計当初は、熱の有効活用ということで、曖昧さとかありましたけれども、地中熱ではなくて

温泉の熱をということで進めて、その後、温泉熱だけということで設計になってございます。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

要するに地中の熱交換の穴掘りだとかが全体の６割強がその部分にかかわるんだけども、その部分

は全くいらないわけですよね。今回は温泉熱を利用するよ、温泉熱の熱交換機の機器部分になります

ので、これってどの程度の規模のヒートポンプなのかなというのがちょっと疑問視していたんです

が。やっぱりこういう金額になるんでしょうかね。 

 

○保健福祉課長 

 これにつきましては技術的なところはちょっと私の方からは御説明するだけの知識を持っており

ませんが、これに係る分ということで設計サイドからうちの技師を通じて、説明を受けているところ

です。これはかかるということで、つきましては、これをやることで燃料等たかないで１２年。１２

年で償却できるものだということで説明しておりますし、それによって利用者負担がおさえられるの

であれば、ぜひやっていきたいなっていう。 

 

○河口委員 

 ヒートポンプの高揚ということについては十分理解していますので、ただ今まで設計の中で、うわ

もの熱交換の終わった後の部分は、基本的に設計の中に入っていて、この追加の部分の５千万はあく

までも熱交換の部分の機器、設備になるだろう。その時にかなりこの設備の中で、３階建てのこれで

コスト的に決して安くはないんだなっていう認識は一つ思っています。それについては具体的に何も

解っていませんので、改めて説明いただきたいと思いますけども、ヒートポンプについては、そうい

う思いが１つあります。熱放出するについては今まで設計通りあったんだと思いますし、穴を掘るこ
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とでなくて温泉熱を使うんだよとなると温泉熱をその機器の中に入れる熱交換の部分だけで５千万

というのは、そんなにかかるのかなという疑問を抱いているだけで、それ以上は再度調べさせていた

だきたいと思いますけども。 

もう１点は、太陽光発電装置。規模だとかこの辺具体的に説明になっていませんので、あくまでも

太陽光は費用対効果しかないんだろうと思いますので、耐久年数とその辺をどのように設計されてい

るのかをお聞きしたいと。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず温泉熱の活用したヒートポンプにつきましては、具体的にその基本設計の時にカバーする熱量

について説明がなかったところですが、具体的に実施設計に入ってくるところにおいては容量が増え

たという認識はしております。地中熱ではなくて、温泉熱を利用する熱量と。ある程度確保できる見

通しが立ったところで、かなりの量をヒートポンプに使えるというようなところで、設備が大きくな

ってきたのかな、また次の機会にご説明をできるように設計部門の方から資料をいただいたうえでご

報告したいと思います。 

それから、太陽光発電につきましては最大出力としては５０キロワット。年間発電量としては５万

５千キロワットアワーを設定し、全量売電、余剰にするのかまだはっきりと申し上げられないですが、

いずれにしろ１８年あるいは２０年でこれも償却をするというようなことで報告を受けております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 耐用年数、２０年計算で間違いない。 

 

○保健福祉課長 

 耐用年数でございません。償却として、コストの償却として２０年ということで。 

 

○前中委員長 

 今質問の内容は、連携なんでしょうか、全量売電なんでしょうかって話。 

 

○保健福祉課長 

 余剰売電で２０年と。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 
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○河口委員 

 すいません。ヒートポンプの１点だけ確認、熱交換器の部分は、温泉熱使うデメリットというのは、

要するに金属の腐食がものすごく激しいですね。熱交換がいよいよ遅くなっているのが、設計屋さん

と十分に詰めていただいて、要するに耐用年数の部分と、熱交換が温泉熱使うがための耐用年数がす

ごく短くなりますので、そういう時、１つのステンレスの品質でまるっと違ってきますので、コスト

は高くなるけれども耐用年数が伸びるよ、そのへんの兼ね合いを十分検討していただいて、温泉熱を

使っていただきたいと思いますのでぜひ検討してください。はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 詳細等について十分なその耐用年数を確保できるものということで今いただいた御意見につきま

しては設計部門に伝えてまいりたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに何かございませんか。ありませんか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今の温泉熱利用の関係については、プールが実際に動いているわけですから、１年間やってどのぐ

らいの稼働効果が計画どおり得られているのかどうか、１年しか経っていませんけども十分に検討し

て、本当に効率のあるようにしていただきたいなとこのように思います。   

とりあえずケアハウスの総事業費は結果として３割、３５～６％アップしたってことなのかな、最

終的にでき上がると。これ良いものをつくるわけですから止むを得ないことだというふうに理解はす

る訳ですが、問題はこのことが３０年９月開設となってますんで、基本的には１月１日だとか４月１

日だとかということじゃなく９月に開設をするということで進んでいくということで理解して良い

んだろうというふうに思うわけですが、半年間伸びるわけですけども、いろんな関係で入る人の経費

がどういうふうに変わってくるのかなと。今まで試算されていた入所者の所得に応じた単価に、これ

を踏まえて、全く変わらないでやれることにはならないような気がするんですが、実態をここまでか

けて、そして入所者の単価、入所者の費用負担金額を踏まえた時に十分に入所時点から満度入所が可

能で、当初計画しているようなサービスや収支のバランスが出来ていけるのか。問題はここが一番じ

ゃないかなというふうに思うわけで、この辺をどういうふうに整理されているのか。今の段階で。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 太陽光のプールのことにつきましては、また勉強させていただきます。今の事業費が増えたことに

対する利用者負担ということでございますが、利用者に負担いただけるものは法令等で規定がありま

すよって上限が定まっています。あるいは目的趣旨が決まっていますよってことは何度かお話をさせ

ていただいて御理解いただけていると思います。 

若干繰り返しになりますけど、ちょっと説明させていただきますとサービスの提供に要する費用と

いうことで事務費であったり、人件費であったり。ここについては利用者さんの収入に応じて額が定
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まっているということで、これは手のつけようがないと収入年間１５０万円未満ですと１万円で済み

ますよ。これはいわゆる軽費老人ホームと言われる制度の由縁といいますか、低所得層に対する社会

福祉施設ということで負担額をおさえると。これは収入に応じてどんどんと上がっていって、上は実

際にかかる経費を超えることは当然ないわけですけど、６万、７万ぐらいにはなるものかなというふ

うに思っております。それは１万円でおさえられると。それからもう一つ生活費と言われる部分につ

きましては、食材であったりとか共用の光熱水費ということで、これも都道府県知事が定めますので

４万３千７００円。あるいは、冬期は暖房費がついて５万１千８００円と、これはもう決まりと。あ

とは、居住に要する光熱水費、自分が占用する居室の光熱費はご自分で負担いただきますよというこ

とですが、これについては太陽光を入れたり、温泉熱を利用するようなことで油代を抑えたいという

ことでなるべく抑えていきたい、まだでき上がったばっかりでどこまで抑えられるのかなというとこ

ろは、はっきり実は申し上げれなくて、申し訳ないですが最大でも５千円程度かなと思っておりまし

たので、もっと抑えていけるのかなというふうには考えています。 

あとは自分の生活の部分と最後に残りますのが、居住に要する費用ということです。加藤委員ご質

問の御心配いただいているところです。まさに。これにつきましてはもともと２万円を月額ちょっと

超すんではないかということでお話をさせていただいておりました。今回細かい数字はわかりにくい

ので、ここで利用者さんから、居住に要する費用で負担いただけるのが建物にかかるものだけです。

例えば外構であったりだとか、生計費用だったりとか、もらっちゃいけませんよということになって

いますので建物だけです。これでいきますと１２億１千５４４万６千円がベースになって考えていく

ことになります。これにつきましては基本設計額ですということで、委員会でご説明したのは１０億

３千４１０万円でしたので、約１７．５％ほどの増額ということで、不本意ではありますけど、増額

となってしまいました。この増額になった部分を単純に２億とします。これもまだ起債の方が過疎債

どれほどなるかというところで調整中でありますので、はっきりと申し上げれませんが、ルールとす

れば７割過疎債入れてもらえれば、その分は町の負担がないわけですから、残り３割増えた分２割の

３割ですと６千万円。それを２０年間で償還するようにやりなさいという法令での決めがございます

ので６千万割る２０割る月ですから１２、それから５２満床、一般的に５０満床と計算します。そう

すると、５千円という数字になります。ですから２万５千円。居住に要する費用として２万円ちょい

と思っていたところを、２万５千円になるやもしれないということです。 

ただもう一方で、これもはっきりと申し上げられないところでありますけれども、例えば温泉熱に

かかる経費につきましては地球温暖化に関係するような補助メニューにのるやもしれない。決してあ

きらめずにこれはちょっと挙げていきたいなと。そうすれば補助金が入ればその分を減額できると。

この居住に要する費用での算定基礎数字から除けるとか、全額では無い補助額ではありますけどもと

いうこともございますので、若干抑えられたことができればというふうに考えております。ただこれ

が２万５千円と、ここではおさえてください。まだ何とも申し上げられないところですけど。一方で

過疎債が７０じゃないぞと言われれば上がるやもしれません。 

一方で、御心配もある利用者負担が大きいことで利用できない方が多く発生するんではないかとい

うところにつきましては、これも以前よりお話しさせていただいていますとおり低収入層について

は、この負担額の免除とか減額ではなくて、補助の形で支援をしていきたいというふうに考えてござ

いますので、これにつきましても、もうちょっと数字が固まって見通しができましたら、また御説明

をしていきたいというふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 課長の説明で約５千円あがる概算ですので、実際はわからないけれども、とりあえずその２万５千

円という数字を一つの部分でおさえて他の施設と比べて現状としてどういう位置にいるのか把握さ

れていますか。管内、全道にある施設の中で、この施設費にかかっている負担。今回建てようとする

のが２万５千円前後、正確にはわかりませんけども全道の中の施設はどのぐらいの位置になっている

と。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 統計的な数字としては実は抑えられてまいりません。公表等もないもんですから。近隣等それなり

に電話聞き取りであったりとか、そういうようなこと、あるいはホームページに今の時代ですから掲

載されているというところでありますけれども、民間の社会福祉法人が行ってらっしゃるところから

比べれば当然ながら低い数字だと思います。それから古くから町が支援をして始めた社会福祉法人と

いうのは、国からの補助金をもらって町から補助金の形で入りますので、それを利用者から負担をす

ることはないので、その分はカウントされないということで居住に要する費用は低値に抑えられてい

るというところが多いようです。ですから、一概に高い側ということでもないですし、決して安いと

言えるケースでもありません。居住に要する費用はいただこうとしておりますので、もらわないって

いうところもあります。まるまる町から補助金が入ったからもらわないと言っている社会福祉法人も

あります。いろいろあるということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 問題は基本的に建てられた施設が十分な機能を発揮し、入所者が入らないとまずだめなわけで、そ

の辺を踏まえたときに、現状として今課長の答弁のようにいろんな補助金をもらっているところ、そ

うでないところ、新しく建てたところ、今まであったところ、それぞれ千差万別ですよという表現が

あるけれども、そういういろんな環境の中で新しく建てて始まっていくわけですから、そのことを踏

まえた時にいろんな形での方法を十分に検討していただきたいっていうのがまず１点です。 

それと先ほどから課長、入居者に対する補助や町内の居住者に対しての保障でしか、あくまでもな

いわけでありまして、これは広域なわけで町外の人も当然入所してもらわないと困るし、そういうい

ろんな環境からいくと、その人方には当然のようにかかった一つの水準で利用負担をしていただかざ

るを得ないといういろんな現状を考えていったときにかかるんだからやむを得ないじゃなくて、入所

した後、スムーズな運営。建物は町の指定管理で社会福祉協議をお願いすると言いながら、最終的に

はすべて清里町が負担をしていくという形になっていくと思う。当然のように利潤をあげていく施設
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ではないってことは十分に理解をしていきますが、そういう中でバランスのとれた将来に向かっての

数字であるのかどうなのか。 

今回この施設を建てるにあたって、道からの職員も派遣されてやっていくようですが、これはあく

までも建てていくだけの話の部分の方法であろうというふうに思いますし、開所につけての準備だと

思うんですが、その後のことについてのいろんな準備問題点というか、この辺が非常に経費アップの

部分でも多く携わってくる部分があるような気もしますので、同時に職員の採用問題も十分にこれか

ら検討、入所募集もしてかなんとならん。そのときに、このことがマイナス要因になる可能性はある

んですが、それが最小限にされるような努力、あるいはこれだけ書かれていながら規模のことって、

本当にこれで良いんだろうか、どうなのか。あるいはこうやっていたときに最終的に計算をされて５

２満床でいったときに、収支的にどうなるんだろうか。この辺のシミュレーション、いろんな角度か

ら、５年後、１０年後に大変な状態にならないように、ケアハウスは建てることに対しては問題ない

と思いますが、設備の大きさやそのような問題点がいろんな部分で大きく変わってくる要素も十分に

あると思うんです。この辺を踏まえて着実にお願いをしたいと。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 図らずも事業費が上がってしまいまして、御心配いただくのは当然かなというに思いますけども、

委員おっしゃいましたように清里町の方については支援策を講じていく。それ以外の町外の方につい

てはこの分が跳ね返ることによってどう変わっていくのか。ただ、それにいたしましても一般的な社

会福祉法人単独でやられているところよりは低値におさえられているのかなということも感じてお

ります。はっきりと具体的な数字はお示しできるように努力してまいりたいと思いますので御理解を

いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 入所者の関係ばっかり言っていますけど、町としてやるわけですから、清里が入所する人について

は助成なりなんなりしますけど、結果として町の持ち出しですから。入所者だけの問題だから、行政

として考えるのはその辺も考えていかんとならんという中で、今回ソーラーをやります。温泉熱をや

ります。設備２０年で出来ます。こういう紙上の計算はありますけども、その時までの２０年間の維

持管理、河口さんから言われたそういう目に見えないもの、当初おさえることによってマイナスの部

分であったりプラスの部分であったりありますので、本当に効率的な設備をつくってくということに

本当に注意しながら実施し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。 
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○保健福祉課長 

 よく設計部門等とも相談をしながら、設備については精査してまいりたいと思いますし、利用料の

補助というところではおっしゃるとおり、町は何の補填もございません、町の持ち出しであります。

ただ清里町民全員ということでなくて、収入に勿論応じてということに考えておりますので、これに

つきましてもこの仕組みと形が見えてまいりましたら、またご説明したいと思いますのでまた御協議

いただきたいと思います。どうぞよろしく。 

 

○前中委員長 

 お願いします。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 今の費用の部分についてもう一度確認させていただきたいんですが、私は全部のここの管内の軽費

老人ホームといわれるケアハウスという名のもとのやつは全部見て来ました。どこも全部基準は一緒

なんで、ほぼ同じあくまでもトータル最低収入のラインで、やはり中には１人２人はどうしても高額

になっていると。余り高額になった人は出ていくということのようでした。それは現実にあったよう

です。実際は全部７万円台です。今言われる中で要するに生活費っていうのは、先程課長が言われた

４万２～３千円ですね。これは大体その基準で生活費はこれぐらいですよ。そして一般事務が１万円

以内ですよと。後それに何のっかるのと言うと、やっぱり施設管理費なんだろうと思うんです。トー

タルの施設管理費をいくらでやっていくのかということで、やはり７万円台になるんだろうなとは僕

は思うんですけども。 

その時に実際は６万円で入れたいってなったら、６万円で入れる施設をつくっていくべきなんだろ

うと思うんですね。こういうのをどんどん入れて足していくと、７万以内でのせると、この施設は１

人１万円の管理費で入っていかないと。その時にこの施設が管理費１人あたり１万円で間に合うんで

すかっていうのがちょっと疑問を持っています。トータルとして、いずれにしてもできるだけ安く入

れるということに、さっきのヒートポンプもあり、太陽光を使うことによって、毎月の費用は下がっ

てきますということになるだろうと思います。あくまでもお金をかけられるイニシャルコストは、や

っぱりここの町の利点なんだろうと、過疎債使いながらやっていける、まさしくイニシャルコストは

どっかで補填できる、これはうちの町のメリットなんだろうと思っていますけども。ただ将来、こう

いう建物、この大きな建物が大きくなればなるほど経費はかかってくる、管理費がかかってくる構造

のやつを、どのように見てられるのかなというのをもう一度ちょっと確認させていただきたい。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 利用者負担額について、先ほどお話しさせていただいたんですが、制度改正によって私の説明した

区分と言いますか、費用区分と一般的にまだケアハウスで使っている言葉が違っているんで、ちょっ

と誤解があるのかなというふうに思います。 

ですからサービスの提供に要する費用として事務費だとか人件費ですよというのが、昔だと事務費

と言われていた分で、収入に応じてというところで、だから１５０万円以下は１万円は変わりません。
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もらわないで済ませることはできますけど、それはあり得ないです。１万円でこの数字が済むわけで

はなくて、実際には６万円～７万円かかっているところを１万円におさえて、その差額は、社会福祉

法人は北海道から補助金としてもらっているわけです。これはもう制度上ですから１万円です。大概

１５０万円以下の場合ですよ。これが１５０万円から１６０万なら１万３千円とかということで、こ

れは知事が定めています。これは厚生労働省が定めたものを基準として知事が定めるんで、ほとんど

変わりありません。国の基準と変わりません。もう１つが生活費ということで私が説明したんですけ

ど、よそで食費だとかそういうことで使っているかもしれません。でも実際は食材と１万円の側に人

件費が入っていますので調理の人たちも。 

 

○河口委員 

 調理の部分も入るんですか。 

 

○保健福祉課長 

 １万円の中に調理の部分の人件費入りますか。生活費と言われているところには食材と共用にかか

る光熱水費こういうものに使うものですよというふうに言われています。 

 

○河口委員 

 人件費も入るんですか。 

 

○保健福祉課長 

 人件費は入っていません。人件費だとかっていうのは、１万円の中に１万円では済みませんけど、

利用者さんからいただくのは年収１５０万円以下であれば１万円ですよ。実際には６万とか７万のお

金です。６、７万に入っています。これも知事が定めた額であって、その差額は北海道からもらえる

補助金として社会福祉法人は利用者さんからいただく。７万円とは全然違う話です。利用者さんから

は制度にのっとって１万円しかもらわないけど、本来かかるであろう差額は、社会福祉法人は都道府

県の補助を受けることができるということで、そこにはそういう人件費が入っていると。 

 

○河口委員 

 食事だとか生活を用意する人の人件費もその１万の中に入れるんですか。事務だとか色んな経費の

部分っていうのは。 

 

○保健福祉課長 

 全部サービスの提供に要する費用という言い方になって、厨房だとかそういうところの人件費の中

に入れる。全部入れるというふうに法令では謳っております。経営の中ではどういうふうにやるかと

いうところは、それはより効率よく儲けるっていう意味じゃなくて、良いサービスを提供する中には、

いろいろあるのかなというふうに思います。 

それからもう１つは、自分の占用している部屋の部分にかかる電気代それから暖房費、上下水につ

いては、それは実費で負担いただきますよっていう言い方ですけども、わざわざメーターをつけるこ

ともなく固定費でも構わないということになっております。 

今課題になるのは、もう１つ要素があって建物を建てるのにかかった費用のうち補助金だとかみん
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な差っ引いて社会福祉法人事業主体がどこかからお金を借りてきて負担したであろうお金について

は建物を整備するにかかったお金については、２０年の割でいただいていいですよという制度です。

そこが２万円から７万円位っていうとこだと思いますので、そこについてはなんて言いますか、そう

いうルールの中での話をもらわないこともできます。ただそれは清里町がやれば丸々持ち出しです

し、町外の人の分まで見るのかっていうこともそういう話にもなります。そんな中でこの社会福祉施

設ですので、こういうルールの中で経営をしなさいということになっています。町の負担は当然なが

ら、良い顔をすれば町の負担は増えてくると。これは間違いありません。 

それから運営をお願いするところにつきましては、その居住に要する費用、古いケアハウスでは家

賃相当額みたいな良い方言葉使っていると思います。言葉が制度改正で変わっていますので、家賃相

当額という言い方になっていると思いますけど、そこについては、古いところではもらってないとこ

ろもあったりしますし、いっぱいもらっているところももちろん金出した分だけですけど、いろいろ

あります。その中で社会福祉施設の中でどうやってうまく経営をしていくのかということだろうと思

いますので、その辺については、社会福祉協議会の方に指定管理の方でお願いすることになっており

ますので、社協の方とも相談をしながら、いろんなパターンと言いますか、うまく経営が成り立つの

かというところが、今勉強をしている最中でありますので、これにつきましても、もうしばらくお時

間をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい河口委員。 

 

○河口委員 

 いろんな方から心配されている部分で、その居住費したらいくらぐらいで入れるのっていうのが、

二言目にはこう出てきますので、私はせいぜいやっぱり７万円。８万弱では入れるんじゃないですか

っていうお話はするんですけども、もう一方ではなかなかそこまで思って無い方もいらっしゃるし、

その今他の施設の入居基準の中でひとつやっぱり非常に気になるのは、それはどういう方を入れるか

というのは、それぞれ検討されて入れるんでしょうけれども、やはりその方を看取れないって言いま

すか、世話をできない要するに単身家族ですよというのが、必ずどこの施設にも全部入っているんで

すね。やっぱりその方を見る家族がいませんっていうことがあるんで、その辺もちょっとどういう課

題解釈していくのかということも順次みんな町民にわかるようにしていっていただきたいなと思い

ます。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 誤解があってはいけないんで、ちょっと若干補足をさせていただきますけれども、収入に応じて補

助をしたいと言っているのは、あくまでも家賃相当額と言いますか、居住に要する費用の部分です。

事務費は当然ながら、この制度の中で収入に応じて６万円、７万円かかるだろうものが１万円でいい

よといった社会福祉施設としてそういうふうになっているわけですから、これを切るというのはなか

なか理屈としては成り立たない。さらに生活費というところは、食材と光熱水費ですから、これにつ
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いて補助を打つとなると、これまた生活保護レベルの話になりますので、そこに補助をうつというこ

とは基本的にはないだろうと思っておりますので、そこで行けば夏場であれば５万３千７００円を下

回っては、それはありえないですね。お風呂の準備してもらって、声かけてもらって、飯つくっても

らって食材から全部３食提供してもらってそれを免除という話には当然なりませんので、そこは誤解

がないようにしていただきたいなというふうに思います。 

それとこの社会福祉施設だというところの考え方で自由度は無いんです。もう本当にかかるものは

しっかりいただいた中でやっていかないといけないということをご理解いただきたいなと。例えば町

の場合ですと１５０万円以下の人は１万円ですけど、差額は丸々町がかぶるわけじゃなくて、交付税

措置されます。交付税の対象ということになってございまして、やるわけですがですから、それをそ

の中でしっかりと経営をしていくんだと。小破修繕あたりは当然ながらその中で見ていかないといけ

ないもんだというふうに考えておりますので、これももうちょっと勉強させていただくということで

お願いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 細かいところはきりがないと思うので、私はこのケアハウスを建てて、こういうふうにもう最終的

に出来上がると約１４億になるでしょう。いろんなことを踏まえてったら。そうなったときに、町が

１４億の施設を建て、そして補助金から何から来て最終的に過疎債の中から実際に町の負担が幾らの

施設だということをまずもって概略計算を早急にしないとならないと思うんですよ。そして５０床で

入所する人方、最低限もらえるのが７万円だとしたら、収入の金額も当然のように解ってくる。そう

すると、これだけの施設の光熱費や事務費やそういう部分というのも基本的には想像がついてくわけ

ですよ。そうした時に、課長が言われている清里町の入居者の人には助成する、しないは、まず置い

といて、そして社会福祉協議会に指定管理をしていく。そのときには入所費だけで処理が出来ていく

体制になっていくのか。あるいはプラスアルファをしていかんとならないのか。そういういろんな大

きな枠組みの中で結果として、毎年の国から来る補助金や交付金でくる制度もあるでしょう。そうし

たときに、１年間でどういう収支になっていくのか。そのことをトータルとしたときに、１０年、２

０年の中ではどういう推移をしていくのかということのおおまかな計算をされていると思うんです。

そういう中で総額１３億なら１３億で良いです。１３億の施設を建てて５０床入って最低限の収入が

ある、そしてこれを維持するために社会福祉協議会に指定管理をお願いする。職員が最低限６名ある

いは７名こういうものをやっていたときに、毎年の町の手出しがあるのかないのか、そしてこれが１

０年、２０年の経緯の中ではどうなっていくのか、このへんについては、今の時点でどのように捉え

て今進めようとしているんですか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 年収１５０万円以下の人がほとんどだと思います。ですから、利用者さんからいただけるのは１万
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円です。１万円では当然ながら経営は成り立ちません。社会福祉法人であれば都道府県からその差額

を１人にかかるコストというのは、国が基準を示して都道府県というか知事が定めることになってい

ますので、その差額というのはいくらかっていうのははっきりしている話ですので、それでもって経

営をしていただく。ですから清里町が事業主体ですから、でもそれを業務委託出す。地方自治体がや

る分には都道府県からの補助ではなくて交付税措置されているということになっています。これはも

う明確になっています。ですからその定まった基準の中で６万４千円なのか７万１千円なのか、これ

はまだもうちょっと計算していかないと具体的なところまでいかないと解りませんけども、サービス

に要する費用というのは仮に６万４千円だとすれば、本人に１万円もらって、残り５万４千円足りま

せんので、それが交付税措置されると生活費と言われる食材と共用の光熱水費分として月々いただき

ます４万３千７００円、夏冬の話をすると面倒くさいですから、話合わせてこの中でしっかりと経営

をしていけるように機構をつくってかないといけない。人もそれに合うように配置をすると。御心配

もあるかもしれませんけども、基本的には介護サービスの提供がいらない程度の人、要支援レベルで

あればここに入れば逆にいらなくなるだろうというふうに思っておりますので、そうそういらないと

思いますので、ですから介護職員の配置数としては、委員言われた程度のトータルで給食は業務委託

が出すつもりでいますので、そのぐらいの数では収まるものだと。しかもそれを丸々全部正職員でや

るのではなくて、必要に応じてパートタイムだとか、そういうところをうまく組み合わせながら、経

営の成り立つ形で機構をつくっていくと社会福祉協議会ともそのようなことで、今打ち合わせをして

いる最中でありますので、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに他に何かありませんか。よろしいですか。 

ちょっと１点だけ、躯体事業がそれなりのということで２年間になったんですけども、いろんな形、

過疎債の適用だとかの部分で２年にわたる事業の中であそこは支障ないのかどうなのか、そして再生

エネルギーではありませんけども、光、ソーラーとヒートポンプの関係は、あくまでも躯体の中に含

まれるものとして捉えて良いんですね。別の躯体とじゃなくて１つの躯体の中の事業という形で捉え

て、それを再生エネルギーじゃないですけども、もしかすれば補助案件に乗れるという、そういう財

源裏づけの話なんですけども。そういう捉え方でよろしいですか。はい。 

 

○保健福祉課長 

 ２カ年に急遽なってしまいました。これについては制度ですから、もう避けられない話であります。

それについては地方債等の問題はないと思っていますし、この話が出て、この社会福祉法人の設置に

係る補助金もそうですし、事業採択についても北海道の要綱では単年度事業だよと言われているとこ

ろですけれども、そちらの方も承知をしたということでは聞いています。ただ事業採択そのものがま

だなったよとは言われてないので、そこはちょっと不透明なところありますけど、この２年にわたる

ということが支障になることはないというふうに考えています。それから再生可能エネルギーの関係

ですけど、太陽光は難しいと思っています。再生可能エネルギーでの補助金もらうということでは太

陽光では難しいかなと温泉熱でもかなりハードルは高いというふうに思っています。その地球温暖化

対策の施策として先進的であることっていうことも求められていくということで単純な補助事業の

ように補助要綱に合っていれば、国の予算の範囲内であれば補助対象とするよというようなことには

なっていません。ただ、あきらめずになるべくコストをおさえるためにはそれもやりたいというふう
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に思っています。発注としてはその太陽光なりが補助事業としての採択があった場合に分かれていな

いといけませんので、発注としては機械設備の中で、あえてその部分だけ抜き出して発注ということ

になると思われます。 

 

○前中委員長 

 別発注ってことですね。 

 

○河口委員 

 今ヒートポンプの話。僕も色々要するに補助もらうために地中熱交換の穴を開ける、この部分が大

きなほとんどが、この部分に国が補助しますよっていう、それからここは高収入のへんのちょっと再

度確認させていただいて、温泉熱も穴掘りも同じような価格でできることで補助をもらってできるの

であればそういうことも一つの選択肢だなと。 

 

○前中委員長 

 はい。 

 

○保健福祉課長 

 あくまでも今回は保健福祉総合センターにある温泉を有効活用すると。お風呂は当然ながら、温泉

のお風呂に入っていただく。その熱を使うということで地中熱はやめましたので、それでもって補助

対象とならないかということで、今技術部門の方は頑張っているところであります。 

 

○前中委員長 

 誠心誠意努力していただきたいと思います。他。何かよろしいですか。それでは２点目のきよさと

クリニックへの運営支援についての説明をよろしくお願いいたします。はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 きよさとクリニックへの運営支援の経緯についてお話をさせていただきます。 

平成２８年、昨年の１１月９日でありましたが、齋藤浩記院長より運営について財政的な支援が欲

しいということでの要請がございました。同月２１日議員協議会等で支援要請等がありましたよとい

うことでご報告をさせていただいております。 

翌月１５日議員協議会で支援の方向性についてご説明させていただいておりました。同月１２月で

すね、２６日支援についての要望書の提出が齋藤浩記院長よりございました。要望書の概要でござい

ますけども開院以来経営安定に向けて努力してきたと、様々な対策を講じてきたけれども、依然状況

は厳しいと。診療所を継続し、清里町の医療を守るためには大変心苦しいが、支援を要望したいとい

うようなことでございます。 

内容としては昨年来より行っております光熱水費、住宅の家賃の免除を継続して欲しいと。もう１

つは運営費として年間２千万円ほどの費用助成があればということでございます。これにつきまし

て、ただいま平成２９年度より年間２千万円を上限として、５年間の支援をすべく、きよさとクリニ

ックと協議しながら、要綱ということで制度設計をしているところでございます。合わせて新年度予

算に２千万円の運営費支援を計上すべく、今調査作業中でございます。また合わせてこれに支援にす
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る財源を町単独ではなくて、何か認められないかということで、今調整をはかっているところでござ

います。以上でございます。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま、きよさとクリニックへの運営支援についての説明ございました。各員より質疑を

受けたいと思います。何かございませんか。よろしいですか。はい。全体を通して。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 クリニックの問題。これ以前から協議事項でも聞いているわけですが、一番問題なのは、努力され

ている体制の中で、実際に開業してから患者数の変化。あるいは必要としている病院の内容。この辺

どういう推移で、患者数が推移してきたのか。逆にそういうことが、利用者が同じような状態で経営

が大変なのか。増えていてもだめなのか、減っていることによってだめなのか、その辺の改善。一番

は患者数、利用者数が満足のいく診療所でなければ何の意味もないことですから、そのことは逆を言

うと、医師との信頼関係も十分にありますので、その辺を十分に確保できていくような体制のもとに、

支援策を行っていくんだってことを忘れずに対処をしていただきたいとこのように思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 今日は持ってきておりませんけれども、患者数なりは、次回の常任委員会に報告できるように資料

を整理して、患者数あるいは午後からの訪問診療訪問看護、一生懸命やっていただいています。これ

につきましても、ご説明できるようにしたいと思いますので、もちろんおっしゃるとおりです。ほっ

たらかしにするということは決してなくて、ここの町の医療を守るためにいた仕方なくやる話です

し、これをやる以上は、一定レベルは確保していかないと当然いけないと考えておりますので、どう

ぞご理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 議会に報告よりも病院側と十分スムーズな信頼関係を得て、患者さんが来てもらえるような環境

を。そして要望するような診療体制効率化というものを十分にひとつ進めていただきたいと。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 連絡等密にしてやってまいりたいと思います。 
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○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 クリニックについては２千万の支援というふうに聞いているんですけど、５年計画って課長言いま

したけど、状況を見ながら支援ってことでなくて、最初から５年計画っていうふうに決めているって

いうのはどういうことなの。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 要望書の中には、このへんのことは書かれてございませんけれども、目途として５年。もちろん早

く支援をいただかないというような形にはしたいということはお話がありましたので５年を目途と

いうふうに考えてございます。 

 

○池下副委員長 

 ということは、例えば患者数が年度単位で課長のところにもあがってくるでしょう。我々のところ

に当然あがってくるとは思うんですけど、そういった中で状況が良い状況になってきた場合は、すぐ

やめるっていうことになるんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 十分に自立できると言いますか、収支が合うよということであれば、当然ながら収支が合わないた

めの支援でございます。もちろんそういうことです。 

 

○前中委員長 

 制度上設計するなり、ある程度制度設計上の要綱なりを決めるときに、単年度で見て判断するんじ

ゃなくて、今の話は医療、当町における医療行政として５年のスパンの中で、医療体制の構築のため

に支援するという形の制度設計を考えたいという説明ですよね。だから好転したときにどうなんだっ

て話が、質疑の中で出たんですけども、そこら辺も加味した中で要綱の中で考えるということなんで

すか。 

 

○保健福祉課長 

 おっしゃるように、なかなか難しいところがある中で、どこかで１回切らなければ、もちろん早く

収支が合う形に持っていってもらわないといけないところではありますけども、患者数がなければ、

それはなかなか難しい話ですよね、最終的には収入が上がってこなければかかるコストは下げてもら

うにしても、かかるコストっていうのは、カットするには限界があるでしょうから、そこはどこにあ
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るのかというところはもちろんあります。でもそうだとしても、じゃあズルズルとかということでは

なく、５年っていう最低限のスパンは切った上で、１回そこまでというふうに考えていますよと。こ

れ以上はちょっとなんとも申し上げられないですけれども、そういうふうに御理解いただきたいと思

います。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 先ほどの説明の中で今池下委員からもありました、その単年度で２千万、今年みるんですけど、先

ほどの説明でいくと上限が２千万円。まずその確認なんですけど、まずそれで良いんですか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 上限を２千万円というふうに考えておりますし、基本的には支援ですから、単年度です。単年度だ

けどいつまでもではなく５年ということで考えていきたい。いろんな対応、それで十分な改善が得ら

れないであれば別な対応ってことも当然考えていかなくてはいけない。 

 

○伊藤委員 

 その中でちょっと聞きたかったんですけれども、協議会の時に光熱費の関係で免除をしている部分

も含めた２千万という考え方の検討はできないのかっていう話が出ていたと思うんですが、その部分

に関しては話とか出たんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 内部と言いますか、向こうからは別立てで要望がでます。うちの方で検討したんですが、やはり別

立てでいこうと。その免除をすると費用負担が発生しないことによって効率的な利用って言います

か、無駄使いがあっては困るんじゃないかというご心配をいただきましたけど、そのへんにつきまし

ては私の方からもご説明させていただきましたけども、うちの方で把握できているということで御理

解をいただきたいと思います。 

その中には１９床がいつ再開できるのかわからない、再開できる時に対応をうまくやりたいという

思いもうまく説明できないんですけど、ありまして、そこは、免除の方がスムーズにいくのかな。決

して無駄遣いをさせるようなことはございません。病床のところのこういった暖房なりという集中作

業盤で運転停止するようになっていますし、それはこちら側に手元にございますし、それは運転もし

ていませんし夜電気を使うこともありません。ただ本来であれば病床に附属する食堂という施設は病

床に附属する施設なんでしょうが、それはそれを使わせないよということではなくて、それは使うと
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いうことであれば、その辺は有効に使う中で良い経営につなげてほしいという思いがありまして、何

て言いますか良い側に期待をした上で、免除の形でやらせていただきたいというふうに思っていま

す。 

 

○前中委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 最後にもう一つ確認なんですが、今の説明の中で今後１９床運営もしていただきたいと。そのため

には今言った光熱費込みの２千万ではなくて、別立てでそこの部分をなんとか面倒見ますからって言

ったら変な言い方ですけども、手助けしていくんで、目標としてはその１９床を動かしていただくと

いう考えを持っているってことでよろしいですか。 

 

○保健福祉課長 

それにつきましては決して諦めていませんし、良いですよなんてことはもう間違ってもそんなこと

は言わない。これは約束ですよ。これは残念ながら、今できなくなってしまったというのは事実です

から、それはしょうがないとしても、将来に向かってやらなくて結構ですって話はしてなくて、齋藤

院長からも再開できるようにしたいんだという思いは町長の方に表明されておりますので、それに対

する阻害要因にはしたくはないなという考えでございます。御理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。全体を通して何かあれば受けたいと思いますけども。はい、大変ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは町民課から１点、清里町公営住宅等長寿命化計画についての提案説明がございます。提案

説明のほど、よろしくお願いします。課長。 

 

○町民課長 

 それでは町民課からの協議報告事項でありますが、清里町公営住宅等長寿命化計画については、昨

年の９月１日の常任委員会におきまして、計画の見直しを行う旨の報告をさせていただいたところで

ございます。計画案の方がまとまりましたので、変更となる部分につきまして担当の横畠より説明さ

せていただきますんで、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい。担当 

 

○町民生活Ｇ主査 

それでは私の方から、清里町公営住宅等長寿命化計画について説明させていただきます。課長から

も話あったとおり９月に実施した当委員会で計画のなど説明させていただきました。今回は清里町公

営住宅等長寿命化計画の案がこちらの資料１のとおりできあがりましたので案の中身を説明したい
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と思います。議案の１ページをご覧ください。長寿命化計画の案の抜粋したものを記載しております

のでご覧ください。 

１．計画の目的ですが、公営住宅等長寿命化計画は計画策定から５年経過したことから、町民のニ

ーズや町営住宅需要に的確に対応するため見直しを図ります。また上位計画である住生活基本計画と

の整合性を図っております。 

２．計画期間ですが、平成２９年から平成３８年の１０年間といたします。社会情勢や変化の変化

や事業の進捗状況に応じておおむね５年で見直しを図りたいと思っております。 

続きまして３番ですが、目標管理戸数です。平成２８年度末に３６８戸の管理戸数となっておりま

すが、計画の最終年度である平成３８年度末には３２０戸の管理戸数を目標といたします。戸数の減

少は、人口減少や民間借家の増加などを考慮した戸数となっております。 

４．計画の内容ですが、具体的な修繕計画や改善計画建てかえ計画の内容となります。①修繕計画

についてご説明いたします。換気システムの取りかえは、さくらんぼ団地平成２９年から平成３５年

にかけてリバーサイド団地については平成２９年度から３４年度にかけて計画しております。屋根の

ふき替えは札進団地が平成２９年度に計画しております。屋根改修はリバーサイド団地が平成３３年

度から平成３８年度にかけて計画をしております。外装改修におきましては札弦団地が平成３１年度

から平成３２年度にかけて計画しております。これら修繕計画については従前計画では修繕箇所を具

体的には盛り込んでおりませんでしたが、今回計画に具体的に盛り込んでおります。 

続きまして②の改善計画についてご説明いたします。浴室改修は、上斜里団地及び野川団地を平成

２９年度から平成３０年度にかけて計画しております。こちらの改善計画は、野川団地は従前どおり

平成２９年度から３０年度で予定しておりましたが、上斜里団地においては若干計画が遅れている状

況です。続きまして外壁、屋根改修についてですが、さくらんぼ団地が平成２９年から３０年度に計

画しております。こちらの改善計画については従前とおり計画は進んでおります。 

続きまして③建てかえ計画についてですが、除却については、水元第２団地１棟４戸を平成２９年

度に取り壊しの計画をしており、取り壊しによって水元第２団地については、すべての住宅の取り壊

しが終わる予定です。麻園団地については平成３０年度から平成３２年度に３棟１０戸の取り壊しを

し、札進団地は平成３２年度から３３年度の２棟８戸の取り壊し、麻園第２団地については、平成３

３年度から平成３８年度１０棟３８戸の取り壊しを計画しております。除却については従前計画にも

計画されておりますが、計画の時期がずれ込んでおります。建設につきましては現在建設しているひ

まわり団地に平成２９年度から平成３１年度に５棟５戸の建設を計画しております。従前計画では平

成２９年度にひまわり団地の建設が完了する予定でしたが、計画が後ろにずれ込んでおります。続き

まして麻園団地跡地については取り壊しを行った後、平成３２年度から平成３４年度にかけて３棟１

２戸の建設を計画しております。麻園団地跡地については、今回新たに建設の計画に盛り込んでおり

ます。麻園第２団地跡地についてはこちらの取り壊しを行い、平成３５年度から平成３７年度の間に

３棟１２戸の建設を計画しております。麻園第２団地跡地については、従前計画にも盛り込まれてお

りますが、従前計画ではひまわり団地建設が完了した後に建設の計画が盛り込まれていたため、従前

計画よりも計画は後ろにずれ込んでおります。 

今後も公営住宅長寿命化のために計画的な修繕、建てかえを行い、ライフサイクルコストの縮減を

し、効率的な維持管理を実施していくものであります。以上で清里町公営住宅長寿命化計画の説明を

終わらせていただきます。 
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○前中委員長 

 ただいま清里町公営住宅等長寿命化計画についての説明がございました。各委員より質疑を賜りた

いと思います。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今建て替えとか改修とか壊すとかいろいろと説明があったんですけども、札進団地の平成３２年か

ら３３年で壊すっていうことになっているんですけども、平成２９年に屋根をふき替えることになっ

ているんだけども、相当ひどい状況なのか。 

 

○前中委員長 

 はい。担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

札進団地におきましては、現在１６戸ありまして残す８戸を屋根のふき替えを行って、ふき替えを

行わない残りの８戸を取り壊すという形で考えております。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 麻園団地と麻園第２団地ですか。１０戸と３８戸を壊して、建設が平成３２年から３７年の間に２

４戸というふうになっている。これは当然であれば今入っている人はいっぱいいると思うけども、半

分しか戸数ないっていうのは、よそへ動いてもらうということを想定しているってことですか。 

 

○前中委員長 

 はい。担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

今さくらんぼ団地とか上斜里団地に空きがありますので、そちらの方に移動していただいた後、取

り壊し建てかえを行うという考えでおります。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に。はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 清里町公営住宅等長寿命化計画は、計画策定から５年経過したためということなんですが、要は５

年ごとに見直しを図るってことなんですよね。私その前段がわかってないんでお聞きしたいんですけ

ども、この除却とか建設の部分ありますよね、この部分ってその５年間の中で見直しがかかっていく

数が変わっているんですか、変わってないんですか。それだけ聞かせてほしいですけど。 
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○前中委員長 

 はい。課長。 

 

○町民課長 

 除却とか建設の正確な数字は持ち合わせておりませんが、今回麻園第２団地ですとか、そういった

部分で団地的なもので増やしてきている部分がございます。前回まで麻園団地というところまでの中

で進めてきておりますので、そういった中で今後麻園第２団地も取り壊し建て替えといった部分など

計画を今回も出るところでございます。 

 

○前中委員 

はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ちょっと今解りづらかったんですけど、建設の方は減ったんですか。新たに建設しますよね、今回

新しく建てる方はもともとの計画よりも数は変わってない、それとも減ったんですか、それとも増え

たんですか。 

 

○町民課長 

 前回の計画の中では、ひまわり団地の計画までが建設計画が立っております。現在まだ５棟５戸残

っている。計画ではあと５戸建つ予定になっておりますが、そこまでの計画が立っております。それ

で今回、麻園団地の跡地と麻園第２団地の跡地こちらの部分に建てる計画ということで建設戸数につ

いてはそちらの部分が増えてきていたところになっております。 

 

○前中委員長 

 従前の長寿命化計画中で、今伊藤委員の質疑の趣旨はその時と比べて減っているんですか、減って

ないんですか。全体で。本来の計画よりも。５カ年経って減ったのか増えたのか。その中の増減は。 

 

○加藤委員 

 当初あったストック計画の最終年度に掲げられた戸数とそれと５カ年で経過した寿命化計画の当

初の計画。そして今計画を立てた段階で住宅の戸数はどういうふうに推移を、新築の部分はどういう

ふうに推移してきているんですか。 

 公営住宅を建てることは非常に大切なことなんですが、制限があると。こういう部分で本当にこれ

からのまちづくりの中でそういう制限を度外視したって言いますか、ある程度の状態で入っていける

というような住宅が求めている部分も多いんではないかと。こういう中で再度公営住宅を増やしてく

っていう、公営住宅の場合は、町で緩和できるわけでないですからね。ここのところが一番非常に難

しい部分で、ここの部分をこういう形で推移していくのか、十分に検討されたと思うんですが、民間

の活力を使って、そっちの助成金を上げてある程度緩和できるような感じで、入居する方を求めてく

方が良いのか。そういう感覚の中で方向転換されてきたような部分があったんだけども、あえてここ

でまた公営住宅の戸数を増やしたっていうあたり、この辺がちょっとどうなのかなという整合性の部

分があるんで、この辺の捉え方、今後のまちづくりの作り方あるいは活用の仕方。これは新しい住宅
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を公営住宅から外すっていうのは非常に難しいことで、古い住宅を壊すからって町にする部分。可能

なんだけども、こういうこれからの居住関係をどういうふうに捉えているのかなという、大きな柱が

定まっているのかなと。ここでこうやって出てくると、どうなっちゃったのかなって行き当たりばっ

たりは困るよなっていうのがちょっと。 

 

○町民課長 

 町全体的な住宅の施策につきましては、後程建設課の方からも話があると思いますので。住生活基

本計画の方で定める格好になります。こっちの方は、長寿命化計画ということになりますんで、町営

住宅の部分、公営住宅、特公賃住宅、そういった部分の計画ということになっております。 

今おっしゃるように使いやすい住宅ということで、本来なら町の方々が求めているのは公営住宅な

のか、特公賃住宅のなかというふうになってくると思うんですけど、一応老朽化している公営住宅の

建てかえを視野に入れまして、そういった部分の中で公営住宅の部分で建て替えをしていると。特公

賃ということになりますと、先ほど加藤委員さんからも出ましたが、これからやろうとしている民間

住宅の方を圧迫する可能性もありますので、そちらの方、十分注意しながらやっていく必要があるの

かなとこういうふうに考えております。 

 

○町民課長 

 数字の方はちょっと後からすいません。 

 

○前中委員長 

 今の説明でよろしいですか。関連性で。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 札進のこの８戸の屋根ふき替えは向かってどっち側なの。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 川側の方が年数、昭和４９年に建てて、野村興業さん側は昭和４８年ですので、年数的に手前の方

が古いので、古い方を壊すっていう形で奥の方を屋根のふき替えをして住み替えしていただいて、最

終的には取り壊すという考えでおります。 

 

○勝又委員 

 はい、わかりました。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい。他にございませんか。なければ全体を通して町民課あれば受けたいと思い

ますけども、よろしいですか。はい、ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは産業建設課関連３点ほど提案ございます。提案説明よろしくお願いします。はい課長。 
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○産業建設課長 

 本日の産業建設課所管の案件ですが、まず①といたしまして、緑ダム小水力発電事業につきまして、

昨年の施工申請提出後の１市４町による実施に向けた協議の内容について説明させていただきます。 

②住生活基本計画の策定についてですが、さきの委員会で報告させていただいて、その部分で作成

中でありました部分の計画内容の説明となっております。 

３つ目、農業集落排水事業経営戦略の策定についてですが、昨年国からの作成通知により作成しま

した経営計画の内容について説明させていただきます。それでは早速各担当より説明いたします。 

 

○前中委員長 

 はい担当。主幹。 

 

○産業建設課主幹 

それでは、緑ダムにおけます小水力発電事業の現況についてご説明ご報告いたします。本件に関し

まして当委員会での報告でございますけれども平成２６年９月に案件形成について、平成２７年４月

に概略設計の概要について、平成２７年１２月に施工申請について、昨年１月には施工申請に関する

口頭説明ということでそれぞれ御報告をさせていただいているところでございます。 

本日の委員会におきましては、前回の委員会報告から期間が空いておりますので改めてではござい

ますけれども、事業概要について簡潔に説明をさせていただきまして、合わせて現況報告ということ

でご報告をさせていただきます。 

それでは資料の１ページをご覧願います。こちらの資料につきましては、施工申請時の提出資料で

事業計画概要書でございます。事業名につきましては、道営地域用水環境整備事業。関係市町は斜網

１市４町でございます。全体事業費でございますけれども、１０億８千２００万円うち、北電対策費

として電線の架替工事４億３千４００万円を見込んでおりますが、こちらにつきましては、北電側か

らの提示額でございますので、これについては、事業費軽減についての協議を進めているところでご

ざいます。工期につきましては平成２９年度から３２年度までとなりますが、北電柱の電線架替につ

いて期間を要する場合も想定されますので、あくまでも予定というところでございます。 

事業目的でございますけれども、畑地かんがい施設維持管理費の節減及び再生可能エネルギーの有

効活用となっております。一番下の欄、計画概要でございますけれども、使用水量は毎秒０．９５ト

ンとなっておりますけども、発電利用後に河川に放流しますので、現行にかかる使用水量の制限等は

ございません。ダムの有効落差につきましては６０メーターにつきましては、当初の５５メートルか

らの変更となっております。最大出力につきましては４９９キロワットこちらも当初の５２３キロワ

ットから変更となっております。表の右側となりますけれども、工事計画でございますけれども小水

力発電施設整備と配電線整備が主な事業内容となります。費用の負担方法でございますけれども、補

助率につきましては記載のとおりとなります。当町清里町の負担額につきましては約６千４６０万円

ということになります。総事業費に係る地元負担２５％に当町の畑かん受益割合２３．９％を乗じた

額でございます。 

施設の管理主体でございますけれども事業完了後、北海道より財産が贈与される予定がありますの

で、原則１市４町による共同管理ということになります。資料に記載はありませんけれども、売電収

入及び収支でございますけれども、売電収入につきましては、全量売電を予定しておりまして、フィ

ットの現行買い取り価格２９円となっておりますので、こちらの額で試算しますと、年間約６千５０



 

- 27 - 

０万円となっておりまして、こちらつきましては、発電施設及び畑かん施設の維持管理費に充当する

ことになります。後ほど述べますけれども事業完了後における管理体制として事務委託方式としたと

ころでありますけども、受託市町にかかる負担軽減対策については現在協議中でございまして、この

点についてはまだ未確定要素が多いということから現段階では収支にかかる資料をお示しできませ

んが、いずれにおいてもいろいろなパターンで試算協議しておりまして、赤字にはならないというこ

とになっております。 

続きまして、資料２ページをご覧願います。こちらの資料でございますけれども、工事工程表でご

ざいまして、上の黄色箇所につきましては、事業の全体工程、下段の肌色箇所につきましては、管理

体制にかかるものとなっております。黄色の事業全体工程でございますけれども、２９年度次年度に

おきましては基本設計、実施設計合わせて水車の製作ということで、水車につきましては受注生産と

なることになりまして、完成までに１年半かかりますので発注を行う予定としております。３０年度、

３１年度にかけては、水車の製作と建屋外構工事というふうにしております。 

事業の完了につきましては３１年度ということになりますので、発電そのものは平成３２年４月を

予定しているところでありますが、本格稼働につきましては試運転及び調整後ということになってお

ります。下段の肌色の管理体制にかかるスケジュールでございますけれども事務委託にかかるもので

ございまして、こちらにつきましては昨年の１２月定例会、町長一般行政報告にて維持管理体制につ

いて事務委託方式とする旨の報告がなされたところでございます。事務委託にかかる代表市町につき

まして遅くとも本年度末までに決定するということになっております。 

管理体制につきましては事務委託方式と一定の方向性を出したところでありますけども、具体的な

協議検討経緯でございますけれども事務委託方式以外としては特別地方公共団体として位置づけら

れます一部事務組合方式との比較を行ったところでありまして、それぞれのメリット、デメリットを

検証しております。現行畑かん協議会の改組に係る事務作業の時間的猶予、事業規模に対する議会設

置の必要性等々、複数条件抽出しまして比較検討した結果現段階におきましては事務委託方式が適正

であると判断したところでございます。ただ事業趣旨といたしましては畑かん施設維持管理費の低減

というふうにしておりますので、引き続き適正な維持管理体制の検討を継続するということになって

おります。また、この管理形態の検討でございますけれども、今年度中に決定するというスケジュー

ルで協議を重ねているところでございますけれども、小水力発電施設を複数の自治体により管理する

事例が全国的に見てもないということもありまして、関係機関との協議、確認に時間を要している状

況でございます。 

事務委託方式に係る諸手続きでございますけれども、資料に記載のとおりでございまして、１市４

町の共有財産を代表し、町が事務管理することについての議決加えて法定協議事務委託協定となって

おります。スケジュールにつきましてはあくまでも仮ということでありますので、状況が整い次第、

前倒しで進めていくことを目標としているところであります。 

事務委託先の市町におきましては、売電収入の受け皿施設の維持管理について特別会計を設立して

運営してくことになりますが、設立にかかる議決予算にかかる議決などの運営時期でありますけれど

も事業完了の前年度までには特別会計をスタートしまして管理体制をスムーズに移行させる必要性

があるということで判断しております。またこの事務委託方式でありますけれども、受託市町にかか

る負担が大きいということで負担軽減対策について現在１市４町の事務担当者レベルで協議中でご

ざいます。町の決定を含めまして、具体的な取り扱いが決まり次第ご報告させていただきます。 

続きまして、次のページをご覧願います。こちらの資料につきましては、緑ダムにおける発電施設
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にかかるものでございますが、従前からの変更点がございます。発電施設の位置でありますけれども、

概略設計の概要についてご説明した時点におきましては、赤色の点線四角の場所でございましたが、

黒線の四角の場所に変更しています。理由につきましては、発電施設建設時における重機の運搬使用

時に赤点線であります河川維持放流を横断して移動しなければならないということが判明しました

ので、この場合、橋の設置が必要となるということで事業費の増を抑えるために変更したものでござ

います。あわせて設置場所変更したことにより有効落差が５５メートルから６０メートルとなってお

ります。 

これにつきましては本年度北海道が実施しました採択申請に向けた計画策定業務の検討結果によ

り、設置場所の変更となったところでございます。 

以上で小水力発電施設事業概要、現況について説明を終わりますけども、未確定要素多々ある状況

でございますので詳細が決まり次第、随時ご報告させていただきます。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま緑ダム小水力発電事業についての概略説明がありました。いよいよ現段階で実施設

計なりで進んでいきますけども、これに対して各委員より質疑受けたいと思いますけども何かありま

すか。よろしいですか。 

それでは②住生活基本計画の策定について提案説明よろしくお願いいたします。はい。担当。 

 

○建設Ｇ主査 

住生活基本計画の策定にあたりましては、１１月の常任委員会にて途中経過を御説明したところで

ございますが、計画書案がまとまりましたのでご説明いたします。別冊資料の清里町住生活基本計画

をご覧ください。 

１ページ目に目次がございますが、１１月の常任委員会では４章までの計画概要から清里町の住宅

特性現状と課題目標と方針までをご説明いたしました。その後、策定作業を進め、５章今後の展開と

６章取り組みまでを検討し計画案としております。４章につきましても１１月時点では作成途中でご

ざいましたので再度ご説明いたします。 

１ページめくっていただきまして、計画書案３５ぺージ、４章の目標と方針からご説明いたします。

さらに進みまして、３６ページ。住宅施策の基本的な考え方といたしましてページ中段になりますが、

１つ目は少子高齢化社会における住宅セーフティーネットの充実。２つ目、住宅取得マネジメントか

らの循環型地域社会の仕組みづくり。３つ目、移住定住促進を目指した住宅づくり。４つ目に環境共

生としての考え方から目標を設定してございます。 

次の３７ページ。住宅施策の目標になります。目標の１つ目は誰もが安全に安心して暮らすことの

できる住まいの実現。２つ目は地域の住宅ニーズに対応した良質な住宅ストックの形成。３つ目に移

住定住や地域活性化に寄与する住宅地づくり。４つ目に自然環境との共生を重視した住まいの実現と

しております。 

次の３８ページは、その一覧でございまして３９ページはそれぞれの目標に対しての展開方向の一

覧となります。４０ページ以降からそれぞれの展開方向の内容になります。 

まず目標の１つ目だれもが安全に安心して暮らすことのできる住まいの実現に対しての展開方向

といたしまして、ひとつに高齢者の住まいへの支援としてケアハウスも予定されているところでござ

いますが、バリアフリーの普及啓発として介護保険やリフォームの助成事業を推進する必要がござい
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ます。また子育て世帯への支援としては、移住支援交付金や賃貸住宅への家賃補助による子育て世帯

への助成も始まったところでございます。これら高齢者支援、子育て支援を含め、住まいに対する住

宅相談窓口や相談体制の整備を重要としてございます。 

次の４１ページでは、目標の２つ目、住宅ニーズに対応したストックの形成のための事業展開にな

ります。１つ目には、戸建て住宅ストック持ち家を促進する事業として移住支援事業。２つ目には既

存住宅を効果的に活用するためのリフォーム支援事業。３つ目には賃貸住宅の確保として民間賃貸住

宅促進事業公営住宅による建てかえや改修また教員職員住宅などの町所有の住宅の有効活用などを

展開としてございます。 

４２ページに参りまして、目標３、移住定住地域活性化に寄与する住宅づくりの展開といたしまし

て、１つ目には今後増えると予想される空き家対策と住宅を必要としている世帯を結びつける空き家

バンクが重要となり、活用が困難になった老朽住宅の除却の推進も考えられます。２つ目の移住定住

の促進としては、お試し住宅の確保、移住定住支援などの展開とし、他には清里の景観にあった清里

らしい住宅の展開なども考えられます。 

４３ページは目標４、環境共生の住まいとして太陽光発電システム補助などの展開がございます。

４４ページからは、今後１０年間の人口推計や状況変化の対応するための各事業の指標をまとめてお

ります。抜粋して御説明いたしますと４４ページの中段、成果指標２－２民間賃貸住宅建設促進事業

では、今年度開始した事業ではございますが、４戸の建設が進んでいるところでございます。今後１

０年間建設が促進していくことで、４０戸の建設となり民間賃貸住宅が現在から倍増することとなり

ます。その下指標２－３では公営住宅の整備として老朽住宅の建てかえも進めつつも、現在３６８戸

を３２１戸としていくことを目標としております。また次へ参りまして一番下になりますが、指標３

ー１では空き家バンクに関してになります。個人売買等もあり、流通に必ずしも空き家バンクは必須

とは限りませんが、流通の促進に大きく期待される制度であり、今後も推進していくこととし、これ

まで２２件の登録がされているところでございますが、累計１６０戸を指標としてございます。４６

ページ、４７ページと各事業の指標を検討してございます。 

続きまして４８ページからは５章として住宅別地区別の展開になります。４９ページからは住宅特

性別として、持ち家、民間、借家、公営公的住宅のそれぞれの展開をまとめてございます。まず持ち

家につきましては特徴として７割の世帯が持ち家と大部分を占めており、特に高齢者は９割の世帯が

持ち家に居住してございます。展開としてはバリアフリーや省エネに配慮された住宅を推進すること

が考えられます。５０ページ。民間借家の展開になります。特徴として民間借家率が１．９％とごく

わずかになっていることが賃貸需要に対応できない要因の１つと考えられるため民間賃貸住宅の建

設促進や家賃補助などの展開が考えられます。次の公的住宅については特徴として公営借家が２０％

近くと高い割合になっていることや職員住宅なども再整備が始まったことなどがあげられます。今後

も需要に応じた計画的な整備が求められお試し住宅などへの転用なども検討が必要となります。 

続きまして５１ページ。清里、札弦、緑市街地の地区別の展開となります。清里市街地については

中心市街地となっており空き家、空き地の有効活用することや、老朽化した公営住宅の建てかえなど

魅力ある住環境づくりの展開が考えられます。札弦市街地については大規模な工場のほかパパスラン

ドの観光施設もあり、移住希望者へのお試し住宅などの整備も考えられます。緑市街地については、

緑町小学校の閉校などさらに人口減少も考えられますが、緑豊かな山間集落としてのニーズもあり移

住希望者へのお試し住宅の整備も検討することとしています。 

続きまして、５３ページ、最後の章６章では施策推進に向けた取り組みとなります。５４ページ。
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施策推進のポイントとしましては、１つには住み手や町民の意識啓発として住まいへの知識を高める

ことや子育て世帯や高齢者など相互扶助を進めるため住民のネットワーク形成など意識啓発を進め、

住まい町づくりを地域課題として考えます。２つ目としては、町民や民間事業者との連携をしながら

推進することも考えられます。 

５５ページからは重点的な取り組みとして３つのプロジェクトを設定しております。まず１つ目に

は、移住定住促進のための空き家空き地活用プロジェクトとして、今後発生する空き家、空き地を移

住定住に結び付ける施策となります。下段の図になりますが、空き家バンクを充実させることで登録

を推進し、空き家情報を収集し、発信することとします。また中古住宅には傷みがある場合も多いこ

とからリフォーム支援を行う一方、地権者や開発事業者支援のほか遊休町有地を活用した宅地供給も

検討することとします。 

続きまして５６ページですが、公的住宅活用プロジェクトとして既存住宅の有効活用や整備する施

策となります。公的住宅の再編や整備集約化を行うことが必要であるとともに、緑札弦など教員住宅

の空き家の活用が今後課題となることが予想されます。一方でお試し住宅が不足している現状があ

り、他には既存住宅を利用し、低廉な価格で提供することなど既存住宅の有効活用に取り組むことと

します。 

５７ページ民間賃貸住宅供給促進プロジェクトとして、今後も不足感が続くと思われる賃貸住宅の

供給を促進する取り組みとなります。１つには民間賃貸住宅の普及啓発支援として若年世代への相談

や支援、福祉職員確保の住宅支援などが考えられます。民間賃貸住宅の建設や支援普及啓発を行い、

新規民間賃貸住宅を建設促進することとし、さらに空き家を活用とした借家アパートの推進として空

き家の改修普及啓発などの支援に取り組むこととします。 

５８ページではそれぞれのプロジェクトごとの推進プログラムとなります。 

最後になりますが、５９ページでは、施策の推進に向けてとして民間事業者、町民への普及啓発を

行うなど一体となった取り組みが必要であり、多様化したニーズに対応するために、役場各部署が連

携し、町民の理解と協力を得ながら、展開することを推進することとします。 

計画の説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 ただいま住生活の計画策定について説明がございました。各委員何がございませんか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今回こういうふうに基本計画ということで、書かれている訳ですが、札弦、緑も指標がでて、計画

はあるんですけれど、当町の中でも空き家バンクが活用されているのは解るんですが、持ち主の方と

連絡がつかないような状況にある空き家等が数件ありまして、その周りが雑草であったり、大きくな

って電線に木がかかっている状況が何軒かみられるですが、そういうことに関して行政として、今後

どういう対応とっていくのか。まずそこをお伺いしたいと。 

 

○前中委員長 

 課長。 
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○産業建設課長 

 空き家バンクにつきましては、今観光協会が主にやっていますんで、その辺観光協会との間の連絡

を密にしていかなければと思っています。 

 それと今話された空き家問題です。これに関しては当町だけでなくて、全国的な問題で、報道とか

で見ているところですけど、当町においてはまだ報道されている市町村において比べれば、まだ良い

のかもしませんが、将来的に空き家になって年数経てば朽ちていくのが明らかです。その対応という

ものを今後どうしてくかってのも今回の計画に盛り込んだところです。 

空き家に関して難しいところは個人の所有のものだということで、行政であっても簡単には手を出

せない。法律の壁は当然ありますので、ただ、何も手立てしなければ、朽ち果てるのは当然ですから、

今後法律もどう変わっていくのか解らない部分もありますし、その辺はアンテナも張りめぐらしてど

う対応していくかというのを町全体で考えていかなければと考えております。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 たしか本州の都市で条例改正して、強制的に撤去できるような所も出てきたという話も聞いていま

す。まだ過疎地ではそういったことにならないと思うんです。やはり近隣の住宅にとっては、非常に

迷惑な話でその辺含めて法的措置云々ではなくて、行政指導という形で、連絡が取れればそういう指

導も行っていただきたいなというふうには思っております。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 今回の住生活基本計画を産業建設課主導で作成させていただききました。ただ中身の政策について

は、全課にまたがっている部分があります。ですからこの辺情報共有図って、また今おっしゃられた

他の町でやられているそのへんの情報収集は、オール清里で対応していくことが必要だと思いますの

で情報共有のほうを図っていきたいと。 

 

○前中委員長 

 他にありませんか。よろしいですか。数字の確認ですけれども、さっきは町民課の方で公住の件数、

目標年度出ていたんです。一戸違うんですよね。３８年度末の戸数は。町民課で３２０戸。今出てき

たのは３２１戸と。 

 

○産業建設課長 

 あくまでも計算上指標では３２１戸で、長寿命化計画では３２０戸ということである程度整理して

いく。 
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○前中委員長 

 整合とって合わせて置いてください。よろしいですか。続きまして農業集落排水事業経営戦略の策

定について。説明お願いいたします。 

 

○産業建設課長 

 資料３をご覧ください。経営戦略の作成につきましては、昨年９月に各市町村で営む下水道事業の

地方公営企業へ国からの作成の通知がありまして、他町でも現在作成中ですが、当町における契約の

内容についてご説明いたします。 

１ページをご覧ください。経営の基本方針につきましては、当町における下水道整備の経過と現状

となっており、現在清里地区が平成８年、札弦地区は平成１３年で供用開始となり、現状までの施設

の更新時期を迎えている内容となっております。 

続いて経過期間につきましては、今後１０年間となっております。投資財政計画につきましては、

別紙となっておりますので後ろに添付しておりますので後ほど説明させていただきます。 

２ページをご覧ください。効率化経営健全化の取り組みにつきましては、計画策定のガイドライン

に基づく項目となっており、①人口収入の見通しは、昨年作成しました町の人口ビジョンによる今後

の推移となっております。人口に比例し、使用料収入も徐々に減少傾向にある内容となっております。 

３ページをご覧ください。事業運営に係る経費の見通しにつきましては、施設の維持管理の状況と

建設時の地方債の償還の状況となっております。③から４ページの⑦につきましては、ガイドライン

の項目であり、現状の人員体制により、会計運営については資本的な部分と収益契約分に分けて、資

金不足とならないような資金貸与を行っていくものとしております。 

５ページをご覧ください。改正の基本方針にお話ししましたが、施設の更新時期を迎えていること

から以前より機能強化事業の計画準備の話をさせていただいたところです。平成２９年中に機能強化

事業時に向けた準備として前段となる最適化整備構想の作成を計画しております。 

内容につきましては、国からの交付金を活用し、平成２９年度に施設の機能診断、その結果をもと

に、翌年度に効率的な修繕と改築の計画を立てる内容となっており、その計画を機能強化事業実施に

役立てる部門となっております。施設の更新は当初に限らず、全国的な課題でもあります。補助金や

地方債など有利な財源確保による事業実施を目指しております。 

次ページからの投資財政契約につきましては現状での今後１０年間におきます会計の収支状況に

ついて見通しになっておりまして、内容的には使用料収入減少は否めませんが、一般会計からの繰入

金や計画的な修繕によりまして会計を運営していくものとなっております。経営戦略の説明を終わり

ます。 

 

○前中委員長 

 ただいま、農業集落排水事業経営戦略の策定についての説明がございました。各委員より質問あり

ませんか。なければ、３点すべて終わりました。全体を通してなにかございますか。大変ご苦労様で

した。 

それでは、続きまして、焼酎醸造所の提案説明がございます。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは、焼酎醸造所関係のでございますが、１件、平成２８年度焼酎販売実績ということで、説
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明させていただきますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 担当。 

 

○焼酎醸造所主査 

 それでは、説明いたします。平成２８年度第１から第３四半期４月から１２月の販売実績でありま

す。今回で約４分の３が、終了した形となっております。 

１番下段の合計欄をご覧ください。前年度平成２７年、販売金額につきましては７千９０２万２千

２１０円。これに対しまして本年度は８千９４８万１千９６１円の販売実績となりまして、前年対比、

約１３％増。金額にいたしましては１千４５万９千７５１円の増となっております。第１、第２四半

期では１千万円の増という形で推移しておりましたので、第３四半期につきましては前年度より微増

という形になっております。内訳でございますが、全体的に昨年度を大きく上回った販売状況を継続

しておりまして、主力の４種類に北海道清里、北海道清里樽、北海道清里原酒、北海道清里原酒５年、

こちらの４種類の動向につきましては、北海道清里７００ミリリットル、いわゆる定番につきまして

は、前年１万８４本の販売数量だったものに対しまして、今年度で１万４千９６９本の販売数量とな

っており、前年比１．５倍の販売量で３５２万２千９４６円の増となっております。北海道清里樽に

つきましては、４千３４０本で３０６万１千４５７円の増。３万９千８７８本、３千３４７万４６７

円の販売実績となっております。北海道清里原酒につきましては６６９本増。１０９万７３円の増と

なっており、５千９７１本、１千１０４万７千５７８円となっております。北海道清里原酒５年につ

きましては１８４本。３６万９千４６８円の増。合計１千３８９本、４０４万４千２２０円の販売実

績となっております。４種類の合計では、１万７８本の増となっており、６万２千２０７本、金額に

しまして、８０４万３千９４４円の増、５千９７０万４千３１１円の増となっておりまして販売金額

全体の約６６％を占めております。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま焼酎販売実績第三四半期についての説明ございました。委員より質疑を賜りたいと思いま

す。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ４種だけもう一度数字を。４種の本数の増と収益増をもう一度お願いしたい。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今の表の右前年度対比のところにそれぞれの差ということで、本数と金額こちらに記載をしていた

だいております。販売本数の数量、北海道清里定番は４千８８５ということで、金額が３５２万２千

ということで、これが差になります。 
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○前中委員長 

 ４指標の種類だけの合計数は。 

 

○焼酎醸造所長 

 ４種類合計で増の分で、１万７８本の増となっております。４種類合計が、６万２千２０７本。金

額につきましては、８０４万３千９４４円の増で、合計で５千９７０万４千３１１円という数字にな

ってございます。 

 

○前中委員長 

 良いですか。ほかに。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 こうやって売上額だす時は、それまでの費用を同時に出さないと、意味がないですよって言ってい

るのに、なぜ出さないのか。販売実績はあがっているけれど、それによって経費はどうなってきたの

かって見込みで出してこないと。１年間終わった時点で収支こうでしたという話ではないよって、前

の委員会でも言っているので、できるだけその細かい数字でなくても大まかな瓶や何かいれた全体の

部分については出すように努力してください。販売実績と同時に提出しないと。 

 

○焼酎醸造所長 

 今委員ご指摘の部分はお話があったんですが、歳出の部分をその都度整理をしながら、４半期ごと

の歳入の部分とあわせてできればというふうに思うんですが、なかなかその都度の部分で整理も出来

ていない部分もございまして、販売の経費については、その月その月で整理はされておりますんで、

それは出すことは可能なんですが、人件費の部分も全部含めた中でのこともございますので、ある程

度の概数的な部分でよろしければ、ただ数字を出してしまいますとそれがひとり歩きするということ

もございましてご了承いただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに。よろしいですか。なければ終わりますけど、良いですか。それでは焼酎醸造所について、

提案説明を終わらせていただいきます。御苦労さまでした。 

大きな２、次回委員会の開催について。次回２月１３日に開催したいと思います。 

 

○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 
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○前中委員長 

 それでは、第１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 午後 ３時３６分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


