
 

- 1 - 

第２回産業福祉常任委員会会議録 

平成２９年２月１３日（月） 

    開 会   午後 １時３５分 

    閉 会   午後 ４時４０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清里町税条例等の一部を改正する条例について 

  ②平成２９年度税制改正の概要について 

  ③町営住宅家賃の減免等拡大について 

  ④平成２９年度一般会計当初予算主要施策事業（町民課所管分）について 

  ⑤平成２９年度国民健康保険事業特別会計予算について 

  ⑥平成２９年度後期高齢者医療特別会計予算について 

 ●保健福祉課 

  ①平成２６年介護保険制度改正にかかる新たな地域支援事業について 

  ②清里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（案）について 

  ③清里町包括的支援事業・任意事業実施要綱（案）について 

  ④清里町介護予防・日常生活支援総合事業における第１号訪問事業及び第１号通所事業の 

   人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱（案）について 

  ⑤清里町地域包括支援センター要綱の一部を改正する要綱（案）について 

  ⑥清里町安心出産支援事業実施要綱（案）について 

  ⑦平成２９年度一般会計当初予算主要施策事業（保健福祉課所管分）について 

  ⑧平成２９年度清里町介護保険事業特別会計予算について 

 ●産業建設課 

  ①平成２９年度一般会計当初予算主要施策事業（産業建設課所管分）について 

  ②平成２９年度簡易水道事業特別会計予算について 

  ③平成２９年度農業集落排水事業特別会計について 

  ④清里町農業委員会の委員募集結果について 

●焼酎醸造所 

  ①平成２９年度清里町焼酎事業特別会計予算について 

 

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    ■町民課主幹      清水 俊行 

■町民生活Ｇ総括主査    樫村 亨子    ■町民生活Ｇ主査    山嵜 孝英 

■町民生活Ｇ主査      藤森 宏樹    ■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 

 ■福祉介護Ｇ総括主査    阿部 真也    ■福祉介護Ｇ主査    三浦 綾美 

 ■子ども子育てＧ総括主査  杉村 真弓    ■子ども子育てＧ主査  佐々木順子 

 ■保健Ｇ主査        武山 悦子 

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

 ■建設Ｇ総括主査      吉田 正彦    ■建設Ｇ主査      酒井 隆宏 

 ■上下水道Ｇ主査      荒  一喜      

 ■焼酎醸造所長       二瓶 正規    ■焼酎醸造所主査    北川  実 

 ■焼酎醸造所主任      廣谷 淳平 

 

 

○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２回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

まず初めに町からの協議報告事項について。町民課から提案説明よろしくお願いします。はい課長。 
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○町民課長 

 それでははじめに町民からの協議報告事項６件につきまして概要のご説明をさせていただきます。 

１点目、清里町税条例等の一部を改正する条例につきましては、関係法令の改正に伴い、条例等の

一部を改正するものでございます。２点目の平成２９年度税制改正の概要につきましては、平成２８

年１２月に総務省より提示されました地方税改正案について説明いたします。あわせて、国民健康保

険税の軽減判定所得の見直しについて説明いたします。３点目、町営住宅家賃の減免等拡大につきま

しては、公営住宅家賃に対する減免を拡大し、低所得者層に対する家賃軽減対策を拡充するとともに、

今後老朽化した住宅の取り壊しに備え、入居者の住み替えをスムーズに行うことを目的として改正を

行うものでございます。また資料にはありませんが、いわゆる事故物件の取り扱いについても御説明

いたします。平成２９年度一般会計当初予算主要施策事業につきましては、町民課所管事業の主なも

のについて説明いたします。平成２９年度国民健康保険事業特別会計予算及び平成２９年度後期高齢

者医療特別会計予算につきましては新年度予算についての説明をさせていただきます。詳細につきま

しては担当よりいたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 ただいま６点ほど説明ございました。説明のほどよろしくお願いいたします。はい主幹。 

 

○税務・収納Ｇ主幹 

 ３月開催の清里町議会に提出を予定しております清里町税条例等の一部を改正する条例について

説明いたします。お手持ちの資料１ページをご覧願います。 

清里町税条例の改正は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方

税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律等の施行に伴い、清里町税条例等の一部を改正す

るものでございます。清里町税条例等の一部を改正する条例の概要につきましてご説明いたします。 

第３６条の２は特定非営利活動促進法いわゆるＮＰＯ法の改正に伴うもので、仮認定特定非営利活

動法人を特例認定特定非営利活動法人に名称変更を行うものです。仮認定特定非営利法人とは設立後

１年から５年の間に申請をし、認定を受ける法人で設立後５年以上は認定特定非営利活動法人として

申請し、認定を受けます。法人への寄附金が税控除の対象となるものです。附則第７条の３の２は法

律の改正に伴うもので個人住民税における住宅ローン控除制度の適用期限を２年間延長するもので

す。附則第１０条の２の６号はわがまち特例で定める固定資産税の軽減で、特定都市再生緊急整備地

域において民間土地開発事業者が新たに取得した公共施設等に要する家屋および償却資産について、

町で定める軽減割合を変更するものです。附則第１６条は法律の改正に伴うもので軽自動車税のグリ

ーン化特例の１年延長を行うもので、平成２８年度中に新車で取得した軽自動車に限り、平成２９年

度分の税を排ガス規定等によるランク割をして軽減するものです。平成２８年度改正附則第１条第４

号は、法律の改正に伴うもので消費税増税時の軽減である法人税割の税率引き下げを消費税増税延期

に伴い、平成２９年４月１日から平成３１年１０月１日に変更するものです。新旧対照表が２ページ

から７ページにありますので御参照願います。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今清里町税条例等の一部を改正する条例について提案説明ございました。各委員より質疑を受
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けたいと思います。よろしいですか。 

次に平成２９年度税制改正の概要について、提案説明よろしくお願いいたします。はい主幹。 

 

○税務・収納Ｇ主幹 

 平成２９年度税制改正についてご説明いたします。８ページをご覧ください。こちらの資料につき

ましては総務省から出ております、平成２９年度地方税制改正案となります。掲載中、町税関係分に

ついてご説明いたします。 

１の個人所得課税改革につきましては、配偶者控除、配偶者特別控除の見直しで配偶者の所得合計

の上限を引き上げるもので平成３１年度分からの個人住民税が対象です。 

２の車体課税の二重丸の２段目の自動車税及び軽自動車税におけるグリーン特化の見直しで制度

を２年間延長するものです。詳細につきましては、１２ページ別紙の②をご参照ください。 

３の固定資産税につきましては、二重丸の１段目の地域の中小企業による設備投資の支援でサービ

ス産業等の賃金改善と生産性向上に向けて残余の２年間に限り、地域業種を限定した上で、その対象

に一定の工具器具備品等を追加するものです。二重丸２段目の居住用超高層建築物に係る課税の見直

しで、各区分所有者ごとの税額を算出する際に要いる占有床面積を取引価格の傾向を踏まえて補正す

るものです。 

６の税負担軽減措置等について、二重丸の固定資産税等の特例措置で丸の１段目保育の受入れ整備

促進のため企業主体型保育事業に係る課税標準の特例措置を創設及び家庭的保育事業、居住訪問型保

育事業または、事業所内保育事業に係る課税標準の特例措置について、わがまち特例を導入するもの

でございます。 

丸の３段目、ＪＲ北海道の事業用固定資産税にかかる課税標準の特例措置並びにＪＲ貨物が国鉄か

ら承継した固定資産税に係る課税標準の特例措置を５年間延長するものです。 

７の災害に関する税制上の措置の常設化で丸の１段目被災代替家屋償却資産に係る課税標準の特

例措置の創設と丸の２段目の被災住宅用地に係る特例措置について被災市街地復興推進地域におい

ては被災住宅用地を住宅用地とみなす期間を２年度分から４年度分に拡充するものでございます。 

１３ページをご覧ください。国民健康保険税の改正の概要について説明いたします。今回の改正は、

低所得者にかかる軽減判定所得の見直しです。保険税負担軽減の拡充で、２割及び５割軽減の対象と

なる現行所得基準額を引き上げるもので５割軽減につきまして、現行制度は２６万５千円に被保険者

数を乗じた額に基準額３３万円を加えた金額以下となっておりますが、改正案につきましては被保険

者に乗じる金額を２７万円に引き上げるものです。２割軽減につきましては、現行制度は４８万円に、

被保険者数を乗じた額に基準額３３万円を加えた金額以下となっておりますが、改正案については非

保険者数に乗じる金額を４９万円に引き上げるものです。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度税制改正の概要についての提案説明がございました。各委員より質疑を受け

たいと思います。何かございませんか。 

それでは③町営住宅家賃の減免等拡大について提案説明よろしくお願いいたします。担当主査。 

 

○町民Ｇ主査 

それでは私の方から町営住宅家賃の減免等拡大についてご説明いたします。資料の１４ページをご



 

- 5 - 

覧ください。今回町営住宅の家賃減免を拡大するため、清里町営住宅条例規則の一部を改正する内容

についてご説明いたします。 

１．改正理由をご覧ください。改正理由につきましては公営住宅に入居している低所得者に対して

家賃軽減対策の拡充いたします。また減免下限額の見直しや昭和５７年度以降の住宅についても減免

を拡充し、取り壊し住宅から住み替えを速やかに促すことを目的としております。 

２．改正内容をご覧ください。先ほど、改正理由でもご説明いたしましたが改正内容については減

免後家賃の下限額の見直し、減免率の見直し、減免対象住宅の拡大となっております。 

３．減免後家賃の下限額をご覧ください。減免後家賃を３千円と設定いたします。資料１５ページ

をご覧ください。家賃下限の設定のところをご覧ください。改正前の家賃下限額は５段階に設定され

ていましたが、今回の改正で下限額を３千円のみといたします。 

４．減免率についてご説明いたします。資料１５ページの減免率の方をご覧ください。減免率につ

いては、収入がない場合、従来１００分の５０を減免しておりましたが、今回１００分の７０に、減

免率を拡大しております。合わせて収入月額が２万８００円以下の場合については、家賃の１００分

の４０から１００分の５０に、収入月額２万８００円から４万１千６００円以下の場合は家賃の１０

０分の３０から１００分の４０に、収入月額４万１千６００円から５万２千円以下の場合は家賃の１

００分の１０から１００分の２０に、減免率を拡大しております。 

５．減免対象住宅ですが、資料１５ページをご覧ください。対象住宅ですが、昭和５７年度以前に

建設された住宅を対象としておりましたが、今回全公住を対象とさせていただきます。 

６．減免対象による影響額ですが、資料１４ページにお戻りください。今回規則改正に伴い、減免

後の家賃下限額の見直し、減免率の見直し、減免対象住宅の拡大により家賃収入額が約７００万円程

度減額となる見込みでございます。 

７．施行日ですが、平成２９年４月１日を施行日と予定しております。 

続きまして資料はございませんが、いわゆる事故物件の対応についてご説明いたします。事故物件

につきましては、現在６年以上入居されていない事故物件が１戸ございます。こちらについては家賃

減免措置１００分の５０を２年間行うこと。今回の事故物件については世帯向けであることから単身

入居も可能とし、募集をかける予定でございます。今後事故物件として２年以上空き家となった場合

については、このような対応をとっていく予定でございます。以上で町営住宅家賃の減免等拡大につ

いて説明を終らさせていただきます。 

 

○前中委員長 

 ただいま町営住宅家賃の減免等拡大についての提案がございました。各委員より質疑を受けたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

何かございませんか。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 住宅の訳あり物件、その事故物件。単身者も入居可能にするという表現があったんですが、仮に単

身者が入った場合は２分の１にしても単身住宅入るのと変わらないっていうような現状にならない

のか。そのへん世帯の公住であるよと言っていて減免を２年間２分の１にしますよというこのこと自

体理解できるんですが、単身者でも良いですよという要件を今回加えることも良いと思うんですが、

その単身者が入った場合に２分の１にしたときに単身者住宅に正常に入っている金額とそんなに大
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きな差が出るのかどうなのか。その辺はどうですか。 

 

○前中委員長 

 担当。 

 

○町民Ｇ主査 

単身者住宅については、今月額２万１千円のところと２万３千円の住宅があります。で特公賃に限

ってなんですけども２ＬＤＫについて３万６千円、３ＬＤＫについては４万１千円、それの２分の１

になりますので、３ＬＤＫでは２万大体２万５００円、若干２万１千円と大した変わらない金額にな

るんですけども、広さ的には単身ですと２ＤＫとか１ＬＤＫという大きさですので、面積的には大き

くなりますので家賃は２分の１でいきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 基本的には入居してもらうことが最大の目的で、一番良いのは妻帯者が入ってくれるのが一番理想

なんですが、そうでない場合も当然のように私はあるのかなと。単身者でもいいよと言った人がもし

いたとしたならば、それも逆を言うと特例措置の中で単身住宅の２分の１ぐらいの数字にするとかと

いう方法もちょっと考えてみても良いのかなって。今までずっと入ってなかったんで、この辺の部分

を踏まえて、２ヶ年間なんで。今回は一斉にこの町営住宅の家賃大幅減免されていく中で、一番はそ

ういう居住環境を有効に活用するってことが最大の目的なんで、特に訳あり物件については入居して

もらうことが最大の目的なんで、その辺十分に可能であれば、それでいいんですが、もしもその形の

中で単身でもいいよって言った時に、その部分もあるんで十分に柔軟な検討をぜひされてほしいなと

思います。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 今家賃の関係でご要望というかご指摘があったんですけども、今の空いている物件は特公賃住宅と

いうことでございまして、これは家賃の基本的な変更っていうのはなかなか難しいということで減免

ということで考えています。それで一律２分の１に該当する金額の減免ということで考えております

から、その場合に応じて減免率を変えるということは今考えなかったような形になっております。 

今主査の方からもありましたが、利便性的には単身入居しても面積的なものがありますので部屋数

等も多くて利便性が高いというので２分の１で考えているところでございまして、ご指摘があったよ

うに、今単身住宅の２分の１という考えはいかがかという話もあったんですけども、そうなると世帯

向けの人との差が逆につきすぎてしまうのかなというところもございまして、今時点では今ある家賃

の２分の１で減免をしてはいかがかなというふうに考えていうところでございます。 
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○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 言わんとしているところは解るんですが、今日まで延々と入っていなかった物件なんですよ。それ

でこの物件に関してはともかく入居してもらうということが大前提なんで、そのときにバランスが悪

いとかなんとかという話は第２の問題じゃないのかなと。確かに今言われたような条件の中で、入っ

てもらうことができるんであれば良いけども、やはりできませんでしたと。もう一度方策考えますと

いうことの無いように、その辺もう一度特例の特例をつけておいても良いのかなと。家族の世帯者が

入ってもらうというのは２分の１にしても非常に難しい部分があるような気がするんで、もしそこで

単身者でも入ってくれるっていうのがあるとすれば、さらにそこの部分は考える、あるいは助成する

なりなんなり何かを考えて、とにかく今回の場合は入居をしてもらうことが大前提なので、バランス

をとるとかという話は、最初からあり得ないことなので、もう一度その辺十分に検討されて、これで

入居されるんなら問題はないですけども。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 委員の意図するところは十分解りました。確かにおっしゃられるように、例えばこれが家賃５千円

にしたところで入れるかどうかは解らない話ですので、いろいろやってみなさいというご指摘だと思

いますので、いろいろと検討させていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。はい池下委員。 

 

○池下副委員長 

 この特公賃の３万６千円の部分のことに関しては、およそ６年、もう２００万ぐらいの家賃収入が

なかったわけですよ。そして、その間所管がもともと産業課にあった時からずっとこうやってきたけ

ども、入らなかったというのは事実であって、今加藤委員の方から言われたとおり、やっぱり入って

もらうのが第１前提ということを踏まえた場合に、この減免の率が１００分の５０というふうに今説

明あったんですけど、なぜこれが１００分の５０なのか。１００分の７０でも良いんじゃない、どっ

ちみち該当しないわけですから。収入月額からいったら１００分の５０なんてのは、２万円以下の場

合ですから、考えると３万６千円の１００分の７０は１万８００円ですよ。そうすると先ほど加藤委

員が言うように、単身者の２万１千円の半額ぐらい。やはり５年間も６年間も入っていなかったって

いう事実を踏まえたら、これ余談ですけども、町長と話したときも１万円でも良いぐらい、それでも

とにかく入ってもらいんだっていう話はしたこともあるんですけども、まず入ってもらうというのが

第１前提で、それをまず大前提においてやってもらわないと。これ今年こうやって、また１年間入ら

なかったら、どうすんのっていう話になっちゃいます。 

新しく次から公営住宅をつくっていきながら片やそういうふうに入らない部分があるというのは
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やはり行政としても、これはもうそろそろ改善しないとだめかなというふうに思いますので精一杯努

力してやってもらいたいなというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 副委員長からも同じような形でもう少し家賃の減免幅のことを検討してはどうかという意見いた

だきましたので２分の１の根拠なども考えながらさらに検討させていただきたいと思います。 

また次回の委員会にもご説明申し上げれば一番良いかなと思いますが、ちょっとその辺のところは

未定ですが、趣旨は十分に理解させていただきましたので検討させていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい池下委員。 

 

○池下副委員長 

 最初３万６千円が５０％ということになると１万８千円なんですよ。それでここって今までも推し

進めていた中で一番多かったのが、奥さんが嫌がるんですよ。そこには、金額の話じゃないんですよ。

だから３万６千円が１万円になったからといって入るかどうか解らないですよ。だけど、今回そうい

うふうに町の方が出してきたっていうことは、まして単身者もオーケーということは、羽衣南も羽衣

第１も単身者住宅がありますけれども、単身者住宅を好む人に是非１度はその話をしてもらって入っ

てもらうように、推し進めてもらいたい。永久的にこれやるっていうわけじゃなく、２年間の限定で

すから。そこらへん十分説明しながら、少しでも少ない金額で、まずは入ってもらうということを大

前提にしてやってもらいたいなと以上です。 

 

○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 私はそれにもうちょっとプラスしていってほしいなというのがあって、今回仮にされた場合２年間

って言わないで、最低５年間ぐらい良いですと。２年ならあれだけど５年間良いなら考えるかってい

う話も出てくるかも知れないんで、本当にまずは入居してもらうっていうことが大前提で、そのこと

がこの６年間空いていたっていう環境からいくと思うんで、出来れば２年なんて言わないで５年この

ぐらいのスタンスで入居してもらう、有効活用するということに重点を置いて再検討を是非していた

だきたいと。 

 

○前中委員長 

 課長。 
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○町民課長 

 いろいろご意見いただきまして、十分検討させていただきたいとただ先ほど、両委員さんからもあ

りましたけども、仮に安い金額にしたところで入居していただけるかどうかわからない部分はありま

す。あと入居していただいてもまた短期間で出られるといった可能性もありますので、どういった方

法がいいのかよく考えながら、まだ今おっしゃられた意見、十分参考にさせていただきながらもう１

回検討してみたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。関連質疑よろしいですか。ちょっと前段に戻りますけど１点だけ、この

公営住宅の減免適用という全世帯になったんですけども、近隣市町村でもこのように建設年度の枠を

外して減免処置っていうのはされているんでしょうかね。 

 

○町民Ｇ主査 

近隣に確認させていただきました。年数で減免対象にする・しないをやっているのはうちの町以外

にはありませんでした。うちの町が昭和５７年度以降の住宅については減免対象にしないというふう

にしてずっとそのままになっていたっていう、他の町はそういう設定はされていませんでした。網走

管内全部調べてきましたけどもあるのはうちだけでした。 

 

○前中委員長 

 わかりました。よろしいですか。無いようなので、次に平成２９年度一般会計当初予算主要施策事

業、町民課所管分についての提案説明よろしくお願いします。担当主査。 

 

○町民生活Ｇ主査 

それでは私の方より説明させていただきたいと思います。資料の１６ページをご覧ください。 

まず２款総務費、１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費です。上段の結婚出産子育て支援事業で

す。平成２７年度まで衛生費の各種医療対策事業費の中に入っておりました子育て支援医療費扶助総

合戦略として、目を加えたものでございます。北海道要件からの拡充につきましては、平成２７年１

０月から満１８歳の年度末まで、また所得制限を外しております。財源内訳といたしましては道支出

金から３９０万７千円。また、子ども子育て基金繰入金として１１０万円。その他として、高額療養

費負担金から１０万円。残りにつきましては一般財源から１千２２３万９千円を財源内訳としており

ます。 

続きまして中段、衛生費、保健衛生費、各種医療対策事業としまして、各種医療対策事業でござい

ます。 

内容といたしましては重度心身障害者ひとり親等の医療費保険に係る医療費を軽減するものでご

ざいます。北海道要件の拡充も行っておりまして、北海道は自己負担分があるのですが、非課税世帯

の一部初診時の負担金も補助しております。内訳としましては重度心身障害者医療扶助が６２７万６

千円。ひとり親等家庭医療扶助が１１１万３千円。また、療育医療費１歳未満の未熟児の医療費につ

きましては３０万１千円となっております。財源内訳としましては、国庫支出金から９万７千円をは

じめ道支出金その他繰入金から一般財源の３４９万７千円を財源内訳としております。以上です。 
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○前中委員長 

 はい担当主査。 

 

○町民生活Ｇ主査 

引き続き、町民生活グループ生活環境担当分について説明させていただきます。４款衛生費、１項

保健衛生費、４目環境衛生費、葬斎場修繕事業であります。平成２６年度から実施しております継続

事業で、平成２９年度には２号火葬炉の自走式霊台車の修繕等を行うものです。事業費は２５７万１

千円。財源の内訳といたしましては公共施設整備基金として２４０万円。残り１７万１千円は一般財

源です。 

１７ページをご覧ください。４款衛生費、２項清掃費、１目清掃事業費清掃センター長寿命化改修

事業であります。平成２９年度は、長寿命化計画の５カ年計画の最終年度となります。事業費は、焼

却施設の改修工事に７千４９３万１千円、屋根外壁補修工事に３千３６４万円。合計１億８５７万１

千円の計上となっております。財源の内訳といたしましては過疎対策事業債として４千万円、公共施

設整備基金繰入金といたしまして、６千８００万円、残り５７万１千円は一般財源です。平成２９年

度焼却施設改修予定の主な部分は１８ページの図面をご覧ください。燃焼設備、燃焼ガス冷却設備、

通風設備、灰出し設備、給排水設備等の損耗劣化している部分の改修と電気計装設備の部品交換及び

設備の更新を行います。屋根外壁の補修につきましては、平成１４年度に増設いたしました排ガス等

処理施設以外の部分につきまして補修を行います。 

次に、同じくごみ処理業務委託事業であります。１７ページにお戻りください。業務内容は、可燃

ごみ・不燃ごみ・資源ごみ等の収集業務と焼却破砕分別埋め立てなどの処理業務となっております。

委託料といたしましては人件費分３千９７０万７千円、物件費３３３万７千円、管理費７１０万円。

合計５千１４万４千円の計上となっております。財源は全額一般財源です。以上生活環境担当分の説

明とさせていただきます。 

 

○町民Ｇ主査 

それでは私から住宅の方の説明をさせていただきます。１７ページをご覧ください。７款土木費、

３項住宅費、２目住宅建設費であります。公営住宅建設事業ですが、公営住宅等長寿命化計画に基づ

き公営住宅等の建築解体を行い、計画的な住環境づくりを推進します。 

まず住宅の建設ですが、地域優良賃貸住宅１棟１戸をひまわり団地に建設を予定しております。予

算額は３千８７万２千円を計上しております。公営住宅解体工事については、水元第２団地１棟４戸

を除却予定です。予算額は１棟４戸３９０万円を計上しております。財源内訳ですが、国庫支出金社

会資本整備総合交付金が１千２６４万円と残りが一般財源２千２１３万２千円となっております。 

続きまして、公営住宅改修事業ですが、こちらも公営住宅等長寿命化計画に基づき、公営住宅の改

修による長寿命化を図ります。公営住宅外壁改修事業でありますが、さくらんぼ団地３棟８戸の改修

を計上しております。予算額は１千４１１万円を計上しております。公営住宅浴室改修工事でありま

すが、上斜里団地３棟６戸、予算額１千２３７万円。野川団地４棟８戸予算額１千６７７万円を計上

しております。公営住宅屋根ふき替え工事でありますが、札進団地１棟４戸予算額３５２万円を計上

しております。財源内訳ですが国庫支出金、社会資本整備総合交付金１千４４６万円。残り一般財源

３千２３１万円となっております。 

参考資料として１９ページ、２０ページに建設改修事業の位置図を添付しております。２１ページ
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に地域優良賃貸住宅１棟１戸の配置図と平面図添付をしております。以上で終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度一般会計当初予算主要施策事業、町民課所管分についての提案説明がござい

ました。委員より何か質疑を受け賜りたいと。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 ごみ処理業務委託事業の中の小型家電ってくくりなんですけども、これがここの町ではパソコン関

係はリサイクル処分ということで、引き取りはやってないんですけども、小型家電をどう処理してい

くかという経路の中では、同じような扱いで例えば隣の町やなんかもそのまんま受け入れしていると

いう現状があります。それはパソコンの中でもほとんどがもう廃棄処理のおり込み済みのものがほと

んど多いんで。昔は、廃棄処分料は別だったけども、今投げられるほとんどのものがおり込み済みの

部分が結構あるので、同じように処置処理するんだったら、パソコンもオッケーですという括りが過

大解釈されている部分がありますので、そのへん調査して、例えば小型家電の中でオッケーで、受入

相手方、引き取り業者があるわけですから、その辺を勘案して調べていただければと思います。 

 

○前中委員長 

 はい。担当主査。 

 

○町民Ｇ主査 

現状、小型家電のＰＣリサイクルのたしかマークついている部分については家電量販店で扱ってく

ださいってことで今言われていまして、そちらの方お願いしています。実際古いものについても、こ

ちらの方は販売店なりに確認してそちらの方で引き取ってくださいということで指導はしているん

ですが、今後ＰＣの方につきましては引き取り業者の方と確認いたしまして、ちょっと拡大できるか

どうか検討していきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに、何かございませんか。ありませんか。それでは平成２９年度国民健康保険事業特別会計予

算について提案説明よろしくお願いいたします。はい担当主査。 

 

○町民生活Ｇ主査 

それでは平成２９年度国民健康保険事業特別会計予算の概要について説明いたします。２２ページ

をご覧ください。 

歳入につきましては、国保税等の推計及び関係機関からの負担金また交付金に基づいて予算計上を

行っています。 

歳出は、近年の医療費の給付状況拠出金試算等により行っております。歳入歳出合計８億５千２５

７万４千円であり、前年度対比１９３万３千円の増となっております。 

それでは主なものについて説明させていただきます。歳入の１款国民健康保険税につきましては近

年の推計及び付加状況、また、平成２９年度税制改正による国保税の低所得者軽減拡充に伴う減収分

を試算し、全体で６００万円の増、３款国庫支出金４款療養給付費交付金、６款道支出金につきまし
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ては平成２８年度の推計によりそれぞれ２千４６９万１千円、２００万４千円、１千９９２万３千円

の減、５款の前期高齢者交付金につきましては概算数値によりまして３千３７０万円の増、７款の共

同事業非交付金につきましては１千万円の増、９款の繰入金につきましては一般会計繰入金としまし

て１２０万２千円の減、以上前年度より１９３万３千円の増の歳入合計８億５千２５７万４千円とな

ります。 

続きまして歳出です。１款の総務費につきましては、平成３０年度国民健康保険都道府県化に伴い

ますシステム改修費を計上しまして２４２万５千円の増、２款の保険給付費につきましては近年の医

療費推計により１８０万円の増、３款の後期高齢者支援金に等につきましては被保険者数の減に伴う

概算額の減によりまして３００万円の減、４款の前期高齢者納付金等につきましては１人当たり負担

調整単価の上昇により３０万円の増、その他合計しまして、前年と比較し歳入と同額の１９３万３千

円の増、合計８億５千２５７万４千円を計上するものでございます。 

なお主要施策につきましては、次ページ２３ページをご覧いただきたいと思います。 

以上で平成２９年度、国民健康保険特別会計予算の概要について説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度国民健康保険事業特別会計予算についての提案説明ございました。各委員よ

り質疑を受けたいと思います。何かございませんか。 

無ければ⑥平成２９年度後期高齢者医療特別会計予算について、提案説明よろしくお願いいたしま

す。はい担当主査。 

 

○町民生活Ｇ主査 

それでは、平成２９年度後期高齢者医療費特別会計予算について説明いたします。２４ページをご

覧ください。 

後期高齢者医療特別会計におきましては、北海道後期高齢者医療広域連合より示されました清里町

に係る推計の所要の経費及びその執行事務に必要な経費について予算計上を行っております。歳入歳

出の総計ともに６千７９３万２千円でありまして、前年度対比し、２５５万３千円の増となっており

ます。 

歳入につきましては、１款、後期高齢者医療保険料につきましては、広域連合からの推計によりま

して１５５万円の増、２款の繰入金につきましても広域連合の推計によりまして１００万３千円の

増、合計して前年度より２５５万３千円の増の６千７９３万２千円となります。 

歳出につきまして、２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましても広域連合の推計によります

ので、２５９万２千円の増、総務費の減も含めまして前年度より２５５万３千円の増の６千７９３万

２千円を計上いたします。主要施策につきましては２５ページをご覧いただきたいと思います。 

以上で、後期高齢者医療特別会計の予算の説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度後期高齢者医療特別会計予算について説明がございました。各委員より質疑

を受けたいと思います。 

全体を通して何か質問漏れがございましたら受けたいと思います。ありませんか。なければ町民課

所管ご苦労様でした。 
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○前中委員長 

 それでは保健福祉課町からの協議報告事項について提案説明のほどよろしくお願いいたします。は

い。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からは、平成２６年介護保険制度改正にかかる新たな地域支援事業について。それから、

これを受けまして要綱等の新設、清里町介護予防日常生活支援総合事業実施要綱。それから清里町包

括的支援２事業の実施要綱、清里町介護予防日常生活支援事業における第１号訪問事業、及び第１号

通所事業の人員設備及び運営に関する基準を定める要綱３本が新設であります。 

続きまして、清里町地域包括支援センター要綱の一部を改正する要綱について。それから清里町安

心出産支援事業実施要綱につきましては、保健グループ所管のものです。あと２９年度の一般会計当

初予算の主要施策事業について、平成２９年度清里町介護保険事業特別会計について、ご説明させて

いただきたいと思います。 

最初に、２６年介護保険制度改正にかかる新たな地域支援事業につきましてご説明をいたしたいと

思います。資料は１ページになります。この改正は平成２６年６月２５日既に公布をされております、

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による

ものであります。 

１ページは、厚生労働省の資料になります。図の上の方をご覧いただくと、楕円の囲みが２つ並ん

でいます。左側①地域包括ケアシステムの構築、右側に②費用負担の公平化。この２点についての介

護保険制度の改正が行われたものです。 

最初に右側の②費用負担の公平化、こちらの方をご説明したいと思います。既に法施行がされ、条

例等の改正対応が済んでいるものであります。右側四角の囲みの上、低所得者の保険料軽減を拡充と

ありますが、これは消費増税を財源とした措置で５％から８％に増税をした財源をもちまして、２７

年４月から施行が第１弾としてされています。第２弾は、消費税率が１０％を前提としています。順

調にいけば２９年４月第２弾の改正が予定されていましたが、増税はされておりませんので動きがは

っきり見えておりませんけども完結はしないものと思われます。ただ、ここまでについての条例改正

等は済んでいるものです。下の囲み重点化効率化とあります。１、２とありますが、これについても

平成２７年の８月に施行済みでありまして、条例改正等も対応が済んでいるものです。 

続きまして左側①で、地域包括ケアシステムの構築の改正ですけれども、平成２７年の４月から既

に施行されていますが、経過措置が設けられておりまして、サービスの充実については３０年４月か

らのスタートの下の重点化効率化の中の囲み①、全国一律の予防給付を市町村が取り組む地域支援事

業に移行して多様化については２９年４月からのスタートとして、経過措置が設けられているもので

す。その下②に特別養護老人ホームの新規入所者を原則、要介護３以上に重点化。これについては２

７年４月から実施がされているものです。今日はこの左側の赤線で囲んだ範囲経過措置の設けられて

いた、サービスの充実の地域包括システムの構築に向けた地域支援事業の充実とその下の重点化効率

化の①全国一律の予防給付を市町村が取り組む地域支援事業に移行し多様化。この制度について、ま

ず御説明をしたいと思います。詳細につきましては三浦主査よりご説明申し上げます。 
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○前中委員長 

 はい担当主査。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

それでは私の方から介護保険制度改正により、平成２９年４月から実施いたします新しい地域支援

事業について、概要と要綱案まで一括して御説明させていただきます。資料の２ページをお開きくだ

さい。 

今回の介護保険制度改正は、医療、介護、年金等の社会保障制度を持続可能なものとすることを目

的としています。そして国がそのための政策課題として掲げているものが地域包括ケアシステムの構

築です。地域包括ケアシステムとは要介護状態、認知症になっても地域で自分らしい暮らしを最後ま

で続けることができるよう、医療、介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供される仕組みのこと

を言います。新しい地域支援事業を実施することで、各自治体が地域の実状況に応じて地域の支えあ

いの体制づくりを推進し、高齢者の社会参加や自立の促進介護度の重度化の予防等により、結果とし

て費用の効率化が図れることを目指しています。 

次３ページをお開きください。介護予防日常生活支援総合事業「新しい総合事業」と言います。図

の左側が現行の介護保険制度に係る事業構成。図の右側が平成２９年４月以降の介護保険制度の事業

構成となっております。 

まず現行の事業構成図の左側をご覧ください。上から介護給付、グレーの部分ですが要介護１から

５の認定を受けた方に対する保険給付になります。次に、介護予防給付同じくグレーの部分ですが要

支援１から２の軽度の認定を受けた方に対する保険給付です。この２種類の保険給付により介護保険

の認定を受けた方は自己負担１割または２割で介護保険のサービスを利用することができます。次

に、地域支援事業、ブルーの部分になります。先ほどの介護給付が要介護認定を受けた方のみを対象

としているのに対し、地域支援事業は６５歳以上の一般高齢者の方や介護者などを対象とした事業で

あり、市町村が地域の実情に応じて要綱等を定め実施するものとなっています。地域支援事業は、大

きく３種類に分かれており、１つ目が介護予防事業緑色の部分になります。これについては保健師な

どが実施しています介護予防教室などが事業内容になります。２つ目が包括的支援事業ピンク色の部

分になります。こちらについては社会福祉協議会に委託しております地域包括支援センターの運営が

該当します。３つ目が任意事業同じく水色の部分になります。こちらについては社会福祉協議会に委

託しております、家族介護支援事業などが該当します。事業費における財源内訳は、図の左端にお示

ししているとおりです。こちらの数値は平成２６年度の法改正時のものとなっております。財源構成

ですが、介護給付、介護予防給付介護予防事業に係る部分については国が２５％、都道府県１２．５

％、市町村１２．５％、１号保険料２１％、２号保険料２９％になっております。続いて下の包括的

支援事業と任意事業の部分の財源構成は国が３９．５％、都道府県１９．７５％、市町村１９．７５

％、１号保険料２１％となっております。 

次に、この現行の事業構成が平成２９年度からどのように変更になるか、御説明いたします。現行

の上から２段目介護予防給付の部分をご覧ください。グレーの部分になります。介護予防給付の一部

のサービス、訪問介護こちらについてはヘルパーのサービスのことを言います。それと通所介護、清

楽園で実施しています、デイサービスのことを言います。この２つのサービスが矢印でお示ししてい

るとおり、見直し後の図では介護予防給付から外れまして地域支援事業に移行され、その中の新しい

介護予防日常生活支援総合事業へ移行します。また、現行の上から３段目、介護予防事業緑色の部分
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ですけれども、こちらについては同じく新しい介護予防日常生活支援総合事業の方に再編するような

形になります。従来介護保険の介護予防給付によるサービスとして、国が実施内容や基準単価等を定

めていたヘルパーとデイサービスが、移行後は市町村の事業として、市町村が実施内容や基準単価等

を定めて実施していきます。また従来と同様のサービスに加え、基準や単価を緩和した生活支援に係

るサービスの実施などが可能になります。本町では、要支援１の方へ対するヘルパーとデイサービス

の総合事業への移行については、まず円滑な移行を実施するため、従来どおりのサービス内容基準単

価等をそのまま準用し実施してまいります。また、介護予防事業についても、従来行っていたものを

そのまま継続し、新しい介護予防日常生活支援総合事業へ再編いたします。 

ここまでの部分が先ほど課長から説明がありました１ページの資料の左側の下の部分、①全国一律

の予防給付、訪問介護、通所介護を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化というふうな部

分に該当します。３ページに戻りまして上から４段目、地域包括的支援事業に係る部分ですが、こち

らについては、見直し後は従来の地域包括支援センターの運営に加え、地域ケア会議の充実、在宅医

療介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備など地域包括ケアシステムを実

現するための新しい事業の実施を行っていきます。こちらについては先ほどの１ページの資料の左側

上の部分のサービスの充実という部分の地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実

という部分になります。 

次に４ページをお開きください。現行から、制度改正後の事業構成を本町の現に実施している事業

に合わせ整理した表となっております。左側が現行、右が平成２９年４月以降の構成となります。表

の左端にあります財源構成については、先ほどの３ページの資料が２６年度のものでありましたが、

こちらについては平成２７年度以降の数値となり、若干の違いはありますが、ほぼ同等の構成となっ

ております。表の上から順に現行から右側への移行後どのようになるかご説明いたします。表の一番

上の介護給付については制度改正後も、現行どおりの実施でサービス内容についても変更がありませ

ん。 

次に予防給付については、これまで予防給付と、介護予防日常生活支援サービスに分かれていきま

す。具体的には介護老人保健施設で実施しているデイケアなどは現行通り予防給付が継続され、ヘル

パーとデイサービスの２つのサービスを利用している方へのケアマネージャーが作成するケアプラ

ンの３つのサービスが、新しい介護予防日常生活支援総合事業へ移行します。対象者につきましても

要支援１、２の方に加え、国が示した基本チェックリストという２５項目の簡単な確認の方法で、そ

の基準に該当した場合、事業対象者として要支援の認定を受けていなくても利用が可能となります。

また新しい介護予防日常生活支援総合事業の中で、生活支援サービスが新設されますが、こちらにつ

いては、地域の実情を踏まえ実施することになっており、今後検討が必要となってくる部分でありま

す。 

次に上から４段目、介護予防事業については移行後も、従来実施していた介護予防教室などをその

まま一般介護予防事業として継続していきます。図の中央に記載していますとおり、新しい介護予防

日常生活支援事業が、平成２９年４月までにすべての市町村で実施することになっています。国の方

ではヘルパーやデイサービスを現行よりも基準を緩和したものや住民主体のサービスなどさまざま

な実施形態を推進していますが、本町ではまずは、現行どおりのサービスを継続して利用できるよう

円滑な移行を実施してまいります。 

次に、表の現行上から５段目包括的支援事業については地域包括支援センターの運営が事業内容と

なっておりますが、移行後は新たに地域ケア会議の充実が内容に追加されます。また、在宅医療、介
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護連携の推進、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業の新規事業が平成３０年４月までに実施

する必須事業となります。包括的支援事業の中で、地域ケア会議の充実と在宅医療、介護連携事業に

ついては、地域包括支援センターを中心に既に取り組んでいる部分がありますので、平成２９年度以

降は必要な準備をしながら国の規定している内容に合うよう整理を行い、平成３０年４月までに全事

業の実施を行っていきます。認知症総合支援事業と生活支援体制整備事業については、この後別にご

説明いたします。最後に表の下段任意事業については、現行の実施事業の継続に加え、地域包括支援

センターで取り組みを進めている認知症サポーター養成事業を再編し、実施していきます。 

５ページをお開きください。包括的支援事業のうち、新規事業となる認知症総合支援事業の具体的

な内容をお示しした資料です。認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進委員についてとなっ

ており、この２つの事業の実施が必要です。この事業は認知症の方やその家族を支援することで、認

知症になってもできる限り地域で生活できるよう医師や医療介護職などが連携して取り組みを進め

ていくための事業です。認知症初期集中支援チームでは、嘱託医や医療や介護の資格職の配置が必要

であり、認知症支援推進委員についても、高い専門性が必要であります。そのような事業の内容を踏

まえまして、地域包括支援センターへの配置を基本に体制を整えていく予定であります。 

次に６ページをお開きください。同じく包括的支援事業のうち、新規事業となる生活支援体制整備

事業の内容についてお示しした資料です。生活支援、介護予防の基盤整備におけるコーディネーター

協議体の役割となっております。住民主体の支えあいの体制を整備構築し、生活支援の担い手育成か

ら担い手を支援活動につなげることを目的とした事業です。生活支援コーディネーターの配置と協議

体の設置が必要となります。生活支援コーディネーターについては、協議体の設置については事業内

容から社会福祉協議会の委託を検討しております。平成２９年度は事業の方向性などを具体的に協議

しながら体制を整えていく予定であります。介護予防日常生活支援総合事業については、平成２９年

４月より実施、包括的支援事業に係る新規事業については、平成３０年４月本格実施に向けた準備を

徐々に進めていくために、それぞれの事業に関連する要綱を制定しています。 

次に７ページをお開きください。これからご説明いたします事業の要綱が介護保険事業のどの部分

に係るものかをお示しした図になっております。現行の地域支援事業の部分をご覧ください。現行の

地域支援事業は、移行後、清里町介護予防日常生活支援総合事業と清里町包括的支援事業任意事業に

再編する形となるため、従来の清里町地域支援事業実施要綱は廃止し、新設で清里町介護予防日常生

活支援総合事業実施要綱、同じく新設で清里町包括的支援事業、任意事業実施要綱の２つの要綱を制

定いたします。また、総合事業の実施では市町村が事業者の指定基準を定める必要があるため、新設

で事業者の指定基準を定める要綱を制定いたします。 

最後に、地域支援事業の包括的支援事業に新たな事業が追加されますので、包括的支援事業を実施

する地域包括支援センターの要綱を一部改正する要綱を制定いたします。 

８ページをお開きください。清里町介護予防日常生活支援総合事業実施要綱の制定について御説明

いたします。第１条は、この要綱が介護保険法に規定する介護予防日常生活支援総合事業、（以下総

合事業と言います）の実施について市町村で定めることとされている内容を規定する旨を定めていま

す。第２条は、地域包括ケアシステムの理念に基づき総合事業の目的を定めています。第３条は用語

の意義を定めています。８ページから９ページ、第４条は総合事業の実施事業を第１号事業と一般介

護予防事業に規定し、介護予防訪問型サービスなどの従来の予防給付で行っていたサービスと一般介

護予防事業の実施と実施方法を定めています。 

次に、９ページ。下段の第５条は、総合事業の対象者を居宅要支援被保険者、国が規定するチェッ
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クリストの基準該当者、６５歳以上の第１号被保険者であることを定めています。１０ページ。第６

条では、第１号事業の利用について事業利用の手続について定めています。１０ページから１１ペー

ジ。第７条は、第１号事業実施できる有効期間について１年というふうに定めています。第８条は、

第１号事業の対象から外れるものについて定めています。第９条は、第１号事業の実施が指定事業者

によるものであることから、指定の基準を別に定めることとしています。第１０条第１号事業の費用

の額ですが、現行の予防給付の額を準用しています。１５ページ別表１で単位を、別表２で１単位の

単価を定め、それぞれを乗じて算定することを定めています。１１ページから１２ページ。第１１条

は第１号事業を利用したときの支給について定めており、現行の介護保険給付の給付割合と支給の方

法を準用しています。第１２条は、審査支払いについて、国民健康保険団体連合会へ委託できる旨を

定めています。第１３条は第１号事業の支給限度額と限度額管理の方法について定めています。１３

ページ。第１４条は自己負担額が高額であった場合に、高額介護予防サービス費等相当事業を実施す

る旨とその手続については町の介護保険条例施行規則を準用する旨を定めています。第１５条は、低

所得者対策等について従来の利用者負担軽減制度に基づき実施する旨を定めています。第１６条は、

介護保険料の滞納等があった場合の給付制限について現行制度を準用することを定めています。１３

ページから１４ページ。第１７条から第１９条は、総合事業の受託者や指定事業者が遵守する事項に

ついて定めています。第２０条は町長への委任を定めています。附則第１項は施行期日を平成２９年

４月１日からというふうに定めています。第２項は準備行為について、この要綱の施行日前に実施で

きる旨を定めています。これは平成２９年４月以降、従来の要支援１と２の方が利用するヘルパーや

デイサービスが総合事業へ移行しますが、従来の利用者が継続して円滑にサービスを利用できるよう

事務手続等について、あらかじめ準備を行うためのものです。１５ページ。附則第３項は介護保険法

の改正法附則第１４条に規定する介護予防日常生活支援総合事業に関する経過措置について定めて

います。総合事業の実施については、平成２９年３月３１日までの経過措置が設けられており、清里

町介護保険条例でその実施の日を町長が定める日の翌日と定めているため、今回の実施が平成２９年

４月１日からとなるため、その町長が定める日を平成２９年３月３１日と定めたものです。 

別表１についてはサービスの単位を定めており、別表２については１単位の単価を定めています。

どちらも、現行の介護予防給付の基準を準用しています。以上で、清里町介護予防日常生活支援総合

事業実施要綱の説明を終了いたします。 

続きまして１７ページをお開きください。清里町包括的支援事業任意事業実施要綱案についてご説

明いたします。 

第１条は、要綱の趣旨を定めています。第２条は用語の定義を定めています。第３条は事業の委託

ができることを定めています。第４条から第６条は受託事業者の遵守する事項について定めていま

す。１７ページから１９ページ下段まで第７条第１項で、従来の地域包括支援センターの運営のほか

在宅介護医療連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症支援、認知症総合支援事業の３つの新規

の事業と従来の地域ケア会議を充実していくための地域ケア会議推進事業について定めています。 

１９ページ下段から２０ページ第２項は、任意事業の内容を定めています。第７条に定めている新

規事業については、平成３０年４月の本格的な実施に向け、２９年度は必要な準備を行っていきます。

第８条は町長への委任を定めています。附則の第１項で、施行期日を平成２９年４月１日からという

ふうに定めています。第２項は、これまでの清里町地域支援事業実施要綱を廃止する規定となってい

ます。第３項は、介護保険法改正法附則第１４条に規定する介護予防日常生活支援総合事業等に関す

る経過措置について定めています。新しい包括的支援事業の実施については、平成３０年３月３１日



 

- 18 - 

まで経過措置が設けられており、清里町介護保険条例で町長が定める日の翌日となっているため、今

回の要綱が平成２９年４月１日から施行するために、その日を平成２９年３月３１日と定めたもので

す。以上で、清里町包括的支援事業実施要綱案で説明を終了いたします。 

次に２１ページをお開きください。清里町介護予防日常生活支援総合事業における第１号訪問事業

及び第１号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱案についてご説明いたしま

す。 

第１条は、要綱の趣旨について定めています。第２条は、第１号訪問事業、第１号通所事業を実施

する事業者の基準について、現行の介護予防給付の指定基準を準用することを定めています。第３条

は、事業者の指定の期間を６年というふうに定めています。第４条、５条は、指定の申請と更新の手

続について定めています。２２ページ、第６条は、指定の掲示について定めています。２２ページか

ら２３ページ、第７条は情報の提供について定めています。附則は施行期日を平成２９年４月１日か

らに定めております。 

２４ページをご覧ください。清里町地域包括支援センター要綱の一部を改正する要綱についてご説

明いたします。改正理由についてですけれども、今回の介護保険法の改正により、地域包括支援セン

ターが実施する包括的支援事業の内容を変更するためのものです。改正内容については、これまでの

地域包括支援センターの運営に加え、清里町介護予防日常生活支援総合事業に規定する第１号介護予

防支援事業及び介護予防事業並びに清里町包括的支援事業、任意事業実施要綱に規定する在宅の医療

・介護連携推進事業、認知症総合支援事業及び認知症サポーター養成事業の全部または一部を地域包

括支援センターが行う事業としました。２５ページをお開きください。新旧対照表になっております。

右側が改正前、地域包括支援センターの運営について第３条で規定しております。左側が改正後にな

ります。先ほどご説明しましたとおり、平成２９年４月１日から実施します新しい地域支援事業の中

で地域包括支援センターが実施する事業について、各要綱に規定されている内容に合わせ第３条を改

正しております。施行期日については、平成２９年４月１日からとなっております。 

以上で介護保険制度改正にかかる新たな支援事業について説明を終了させていただきます。 

 

○前中委員長 

 長時間にわたり丁寧な説明ありがとうございます。②から⑤２６年の介護保険制度の改正という部

分で本町の各種要綱が組みかえになったということで、各種改正あるいは廃止、新設ということの説

明かなと思っております。 

各委員から何かご質疑があれば。河口委員。 

 

○河口委員 

 大変難しくて誤解があると申し訳ないんですけど、認知症総合支援事業が改めて枠組みとして含ま

れてきます、ということの理解でよろしいのかということで認知症になっても本人の意向が尊重さ

れ、出来る限り住みなれた地域の良い環境で暮らし続けるということがこうなっているわけですけど

も、それではここの町の中でこの該当する認知症の対象となる方がどの程度あって、例えば本当はこ

こに住みたいんだけど、どうしてもここで受け入れできないっていうことで川湯に行かれている方も

いらっしゃいます。この辺はどういうふうな取り組みになってくるでしょうか。 
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○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 申しわけありません、ここの事業で対象としている数字っていうのが、実はおさえられないところ

です。既に認知症になっていて治療は受けられているわけですけれども、それでも在宅で過ごさない

という方の話をされたわけですけど、もっと前のところ、早くみんなで気づきましょう、早くみんな

で支援をしてあげましょう。これまでですと民生委員さんや地域の方から、当然ながら地域包括支援

センターや居宅介護支援事業所のケアマネージャーによってなされていたんですが、もっと専門性の

高いところで、そういった前の入り口と言いますか、早く気付くところを５ページになりますけれど

も、お医者さんであったりとか保健師さんであったりとかというところが、チームを組んで気付いて

早く対応をしていきましょうというところ、それからあわせて認知症地域支援推進、これも保健師、

看護師という青い枠で囲ってあるところですけども、保健師を予定しておりますけども専門性の高い

部分については、資格職を持ってあてていきましょう、早く手を打ちましょうというところなもんで

すから、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。ほかに、何かございませんか。はい。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 すいません。今の質問で再度という形になると思うんですけども、今言っている初期の段階での人

数というのは解りますか。ここからちょっと話はずれるかもしれないんですけども、今現段階におい

て認知症で町として捉えている方はどれぐらいいるんですかっていう単純な質問が返ってこないの

かなってちょっと思っているんですけど。 

 

○保健福祉課長 

すいません、今ちょっと数字持ってきておりませんのでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今持って来てないということだったんですけども、後程聞かせていただけるという感覚でいいんで

すか。 

 

○保健福祉課長 

 では次回。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。 
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○前中委員長 

 他良いですか。ほかに何かございませんか。引き続きまして、清里町安心出産支援事業実施要綱案

についてです。 

 

○保健福祉課主幹 

それでは２６ページ、２７ページ。平成２９年度の新規事業です。清里町安心出産支援事業実施要

綱案についてでございます。 

この事業は総合戦略の中でも謳われています事業で、北海道の実施しております妊産婦安心出産支

援事業に基づき行うもので、この要綱、第１条目的は町内には産科医療機関がなく分娩可能な医療機

関までの距離が遠いため、妊産婦の心身の負担や経済的負担が大きいことから町外の医療機関への通

院に要する交通費の一部を助成することによりまして、母子ともに安心して出産できることができる

環境づくりを推進することを目的とするものです。 

第２条対象者は、妊婦健康診査等を受ける日に清里町に住民登録のある者。妊婦一般健康診査受診

表の交付を受けている者。清里町が行う母子健康手帳交付時面接及び妊婦中期面接等による指導に基

づく妊婦健康診査を受診している者となっております。 

第３条、対象経費と助成の金額につきましては妊婦健康診査におきましては１４回、産後１ヶ月検

診においては１回を限度に助成します。また出産したときに利用した交通費としても１回を限度に助

成いたします。金額は片道当たり６５４円を助成するもので、北海道の要綱によります清里町の補助

基準額は、住民登録のある町から町外の産科医療機関までの距離が２５キロを超えて５０キロまでを

７１５円と定められておりますが、本町においては、基準額を１千７０円としまして、基準額から北

海道の補助額２３０円を除いた残りの額の２分の１。４１６円を個人負担額と定め、残りの額６５４

円を町の負担額として設定しております。 

以下４条では申請の方法について、５条については助成の決定について、６条では助成金の返還に

ついて、第７条についてはその他必要な事項は町長が定めるものとしております。以上です。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町安心出産支援事業実施要綱案について提案説明がございました。各委員より質疑を

受けたいと思います。何かございませんか。 

次、平成２９年度一般会計当初予算主要施策事業、保健福祉課所管分について、提案説明お願いし

ます。はい。課長。 

 

○保健福祉課長 

 主要施策事業調べにつきましては、担当がまたがっておりますので、随時それぞれに順番で説明を

させていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

○子ども子育てG総括主査 

 まず２８ページをお開きください。それではご説明いたします。２款総務費、１０項総合戦略費、

１目総合戦略事業費につきまして、継続、乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業についての計上になりま

す。内容といたしましては乳児を養育する保護者に紙おむつ用のごみ袋を支給することにより、子育
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て家庭への経済負担の軽減と育児不安を抱える保護者の早期発見、早期支援につなげていきます。対

象児はゼロ歳児から２歳児未満支給時期は新生児訪問期３、４カ月乳児健診時、６、７か月乳児健診

時、１歳６カ月児健診時の４回に分け支給枚数は乳幼児１人に１００枚といたします。事業費といた

しましては、２０万５千円を計上いたします。特定財源の基金２０万円は、子ども子育て基金でござ

います。 

続きまして款項目を同じくして、継続、出産祝い金支給事業を計上いたします。内容につきまして

は清里町の次世代を担う子どもの誕生を祝福するとともに、子育てに要する経済的負担の軽減を図る

ための支給となります。支給対象者は清里町に出生した新生児の保護者で清里町に住所を有する者、

支給額は５万円となります。事業費といたしましては、１７５万７千円を計上いたします。特定財源

の基金１７０万円は、子ども子育て基金でございます。 

 

○子ども子育てG主査 

次に同じく総合戦略事業費。継続事業であります、子育て支援保育料補助事業でございます。中学

生以下の児童を第１子として断定し第２子以降の子どもがやまと幼稚園町立保育所に入園、入所して

いる保護者に対し、保育料の一部を助成し、子育て世代の負担軽減を図るものでございます。保育所

に関しては保育料の２分の１をやまと幼稚園に関しては保育料から就園奨励費を控除した２分の１

をきよさと商品券で補助するもので負担金補助交付金７３０万円を計上してございます。特定財源の

基金５０万円は子ども子育て基金でございます。 

 

○前中委員長 

 はい担当。 

 

○福祉介護G総括主査 

続きまして、福祉医療従事者人材確保事業でございます。町内の福祉事業を行います事業者の従事

者の確保ということで、昨年要綱を変えまして現年それから実施しているところでございますけれど

も、来年度につきましては、これまでの所要を一度精査させていただきまして、福祉施設で新卒で４

名の方、継続で３名の方。それから現在ところ利用等はございませんが、あの医療施設の関係での確

保ということで１名分の計上を行う形をとってございまして、２５２万円の予算措置を行うところで

ございます。財源につきましては一般財源ということでございます。説明終わります。 

 

○保健福祉課主幹 

それでは保健グループ所管でございます。不妊治療助成事業です。人工授精や特定不妊治療に要す

る費用の一部を助成することによりまして経済的負担の軽減を図ることを目的としまして特定不妊

治療に対する助成金を３０万円、人工授精に対する助成金を３６万円、合わせて６５万を予算計上し

ております。特定財源は基金の２０万円、子ども子育て基金繰入金となっております。 

次に、同科目妊婦の歯科健診事業です。妊娠期はホルモンの影響によりまして、う歯や歯周疾患の

発症をしやすくなるため早期に発見し、治療に結びつけ妊婦の口腔衛生の状態を健全に保つことによ

りまして胎児の健全な発育を図ることを目的としまして歯科健診業務委託料１３万円７千円を計上

しております。 

次に新規事業の安心出産支援事業です。この事業は先ほどの説明のとおり、北海道の実施している
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事業に基づき行うもので安心出産支援事業扶助として７７万３千円を予算計上し特定財源といたし

まして、道補助金の２６万６千円、妊産婦安心出産支援事業費補助となっております。もう１つ子ど

も子育て基金２０万円。残りの２６万７千円は一般財源となっております。以上です。 

 

○前中委員長 

 担当。 

 

○福祉介護G総括主査 

２９ページに参ります。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費ということで事業関係

ご説明申し上げます。１番上の上段にありますが、継続で社会福祉協議会の補助事業ということでご

ざいます。社会福祉協議会が運営しています交付要綱等に基づきまして人件費の補助を行うものでご

ざいます。継続しまして事務局の社会福祉活動専門員の人件費の全額相当それから事務局の職員１名

分につきましては７５％相当ということで、それぞれの人件所要額あがってございます。合計した事

業費が９２９万８千円ということで計上させていただければというふうに思っております。財源とし

ましては一般財源でございます。 

次の段に参ります。継続事業で難病者等通院交通費支援事業です。障害者特定疾患患者等交通費と

いうことで扶助を行っているものでございます。支給対象者おおむね２１名程度毎年申請があがって

いるところでございます。身障者の１、２級、それから精神障害者の方そして療育手帳お子さんの関

係で、そして難病等にかかる医療機関までの交通費を所得に応じて扶助をしていくという制度でござ

います。こちらにつきましては所要額５０３万４千円ということでございます。財源としましては一

般財源で行うというものでございます。 

３段目に参ります。継続事業で高齢者等の暖房費等支援事業です。低所得世帯の高齢者それから身

障者関係とひとり親世帯等への冬期間の暖房費等ということで助成を行うものでございます。こちら

につきましては対象世帯に１万円分のきよさと商品券で交付をするという形で進めているところで

ございます。課税収入の部分で一人当たり１００万以下という形で世帯積み上げでの要件等を設定し

ているところでございます。２００世帯分を所要計上いたしますので事業費としまして２００万円財

源は一般財源でございます。 

次に２目の障害者自立支援費でございます。障害者総合支援法によりまして障害者関係の居宅それ

から施設関係その他日常生活等の扶助を行う一連の支援事業でございます。内訳につきましては居宅

介護の給付１千８１万２千円から始まりまして、成年後見制度の要支援まで３３万６千円という内容

で所要額を計上させていただこうとございます。事業費合計が１億１千４１２万６千円になってござ

います。財源としましては、国５０％、それから北海道２５％等の所要負担額の支援を受けながら、

残りを町費で賄うという形になってございます。国庫支出金で５千５４８万１千円、道支出金で２千

７７３万８千円残り、３千９０万７千円が一般財源町費という形になっているところでございます。 

３０ページの方に参ります。３目の福祉サービス事業費ということでございます。高齢者や介護サ

ービス等の部分に行います福祉サービスということございます。こちらにつきましてホームヘルプの

サービスの事業の委託関係から始まりまして、交通弱者ということで合計しまして５千４０５万８千

円という予算計上の所要額を見込んでいるということでございます。こちらにつきましては財源の内

訳としまして、その他こちらは一部利用負担を所得に段階に応じていただくというところでございま

す。８０万４千円でございます。その他につきましては、町費一般財源で賄うという形で考えている
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ところでございます。 

次の段に参ります。継続事業で福祉入浴事業経費補助事業でございます。福祉入浴券ですけれども、

高齢者、それから身障者の方に入浴券の方を交付しているところでございます。こちらの関係ですが、

利用された入浴施設の部分では、この部分の２分の１を温泉の管理者に助成をするという事業で進め

ているところでございます。所要額によりまして求めているところでございますが、近年の平均数、

延べ人数等で、高齢者で１万１千６００人の入浴料が２００円。身障者につきましては、１千９５８

人ほどということで３９０円を掛けた分でこちらが通常収入相当になるわけでございますが、この分

の２分の１を助成して残りにつきましてはサービスとして提供するという形で考えているところで

ございます。事業費としまして１５４万３千円。財源としましては一般財源ですべて賄うというもの

でございます。 

４目の方にまいります。継続としまして介護老人保健施設きよさとの運営事業ということでござい

ます。老健の運営費の関係でございます。こちらにつきましては指定管理者の期間が平成２７年度か

ら１０年間の３６年度までということで協定が結んでいるところでございます。現事業費としまして

は３億２千２０万１千円ということでございます。財源内訳としましては介護保険法によりまして給

付関係、介護報酬収入をもって充てていくということで所要額の計上とさせていただいているところ

でございます。 

下段にまいります。ケアハウスの整備事業継続でございます。これまでの委員会でも、特に建設事

業費の関係はこれまでにご説明をさせあげたところでございます。２カ年の分かれての工事というこ

とでございます。１カ年目にかかります主に建物躯体部分、電気それから設備関係の各所要額につき

まして計上をさせていただいてございます。工事請負としまして６億５千５２０万円。それから委託

料としましては、この工事に係る施工管理の委託というものを行います。管理関係になりますが、そ

の部分それから外構の設計を当初で行いまして、そのあと整備を行うという分で委託料２件につきま

して９４２万３千円ということでございます。合計した事業費が６億６千４６２万３千円でございま

す。財源内訳としましては北海道の社会福祉の施設の整備に係ります補助金としまして１億４千６６

６万３千円、それから地方債は過疎債の充当を考えておりまして、４億５千９０万円。基金としまし

て公共施設の整備の基金を投入することによりまして６千３００万。一般財源として４０６万円を所

要計上するものでございます。 

最終下段ですけれども新規としまして老人福祉施設整備補助事業ということでございます。今年度

の補正で老人福祉施設いわゆる特別養護老人ホーム清楽園さんの非常用発電機の設計関係委託いた

だきました。その結果に基づきまして、来年度は設置工場の関係を事業者が行うということでござい

ます。こちらの事業費につきまして補助を行いまして工事という形で考えてところでございます。施

設補助金としまして、５千５００万円ということで、整備の所要額が上がってきておりますので計上

という形になります。財源内訳としましては全額一般財源でございます。 

 

○前中委員長 

 はい担当。 

 

○子ども子育てG主査 

続きまして、３１ページ。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費継続事業であります。児童手当支

給事業でございます。時代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため国の制度に則り、児童
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手当の支給を行います。中学生までのお子さんのいる保護者に対し３歳までは１人１万５千円。小学

校修了までは第１子、第２子は１万円。第３子以降は１万５千円。中学生は１万円となっており、保

護者の所得が所得制限限度額以上の場合は、年齢に関係なく１人５千円となっております。扶助費５

千８４０万５千円の計上で特定財源の国庫支出金３千８７５万２千円は児童手当国庫負担金。道支出

金９０６万８千円は、児童手当道負担金でございます。 

続きまして、同じく１目児童母子福祉費、継続事業であります斜里地域子ども通園センター運営費

負担事業でございます。斜里郡３町における障害児の早期発見、療育の体制を整備するとともに発達

遅延の障害を持つ児童に対して支援を行うために必要なセンター運営費の一部を負担するものでご

ざいます。清里町の平成２９年度の延べ利用者数は１７７人で推計しており、負担金補助及び交付金

４４５万円を計上しております。 

 

○前中委員長 

 はい。担当。 

 

○子ども子育てG総括主査 

２目保育所費になります。継続、臨時保育士雇用事業清里についての計上になります。内容といた

しましては育児休業による保育士１名の補充と配慮する子どもの安全と適切な保育環境のための保

育士１名の加配とし５４６万１千円を計上いたします。特定財源の基金５４０万円は子ども子育て基

金でございます。款項目を同じくして、新規、清里保育所フェンス修繕事業につきましては清里保育

所フェンスの損傷修繕を行い、保育所児童の安全を図ります。修繕料として１０万６千円を計上いた

します。 

同じくして新規、清里保育所ピアノ修繕点検事業につきましてピアノ全体の点検修繕を行い、整調

整音の改善を図ります。修繕料として６万５千円を計上いたします。同じく新規、清里保育所備品購

入事業につきまして既存の屋内滑り台の老朽化により安全なすべり台の更新といたしまして備品購

入費として８万１千円を計上いたします。 

同じく新規、札弦保育所ピアノ修繕点検事業につきまして札弦保育所ピアノの全体の点検修繕を行

い、整調整音の改善を図ります。修繕料として６万５千円を計上いたします。 

３２ページを、お開きください。同じく新規、札弦保育所備品購入事業につきまして清里保育所同

様に既存の屋内滑り台の老朽化により安全な滑り台の更新として修繕料８万１千円を計上いたしま

す。以上で説明を終わります。 

 

○保健福祉課主幹 

 続きまして、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費。まず初めに、２４時間電話健康

相談サービス事業です。夜間休日の急病や怪我、救急要請や応急措置などの相談に医師や看護師が２

４時間電話で助言することで安易な救急要請の抑制ですとか町民の健康と安全安心な生活の確保を

図ることを目的としております。２４時間電話健康相談サービス事業委託料１０７万９千円を計上し

ています。 

次に救急医療体制づくり事業です。町の救急医療体制整備のため、近隣の医療機関との協力体制を

確立するために、平成２３年度より実施しております継続事業で各町の一次救急の整備状況、人口救

急搬送件数等によりまして、委託料網走医師会に６８万３千円。斜里町国保病院へ４０万９千円。小
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清水赤十字病院へ７１万５千円。合計１８０万７千円を計上しております。 

次に新規事業の清里町診療所支援事業です。清里町の地域医療を確保するために診療所の運営に対

して支援するもので、診療所支援事業補助２千万円を計上しております。特定財源といたしまして過

疎対策事業債２千万円となっております。 

次に２目予防費です。初めに各種検診事業につきましては高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活

習慣病を未然に防ぐために特定健康診査をはじめ、がんの早期発見と早期治療を図るための各種がん

検診やピロリ菌検査、肝炎ウイルス検査、脳ドック検診など各種検査を実施いたします。また女性特

有のがんであります乳がんと子宮がん検診さらにはエキノコックス症の検査等を実施いたします。こ

れらの検診に係る所要額として１千１０６万円を計上しております。特定財源の道補助金４７万５千

円は健康増進事業補助金。その他財源１４２万７千円は雑入の各種検診徴収金です。 

次に３３ページをお開きください。予防接種事業につきましては予防接種法に基づく定期接種と予

防効果の高い任意のワクチン接種によりまして、子どもたちの健やかな成長と高齢者の健康維持を図

ります。この予防接種事業の所要額としては１千７４４万４千円を計上しています。 

同じく予防費、母子保健事業につきましては安心して子どもを産み育てる母子保健推進のために乳

幼児健診、保健指導両親学級等の開催とともに妊婦健診にかかる費用助成等を行います。これらの所

要額として５２７万６千円を計上しております。 

次に、心の健康づくり事業につきましては臨床心理士による相談事業を実施することにより精神障

害者やその他適応障害の早期発見を行い、こころの健康保持増進を図ることを目的としまして報奨金

１２万円を計上しております。なお説明の冒頭精神保健の講演会を記載しておりますが、２９年度は

実施計画がございませんので、訂正し削除をしていただきたいと思います。申しわけございません。 

続きまして、５目保健福祉総合センター費、保健福祉総合センター管理事業でございます。介護老

人保健施設、診療所、保健センターの３施設を複合した保健福祉総合センターの維持管理運営を行う

所要額を計上しておりまして、過去の実績を基に３千１７５万５千円を計上しています。特定財源の

その他財源の２千２９３万５千円は、医師住宅の使用料雑入の電気水道料及び燃料費等の収入です。 

次に、屋外キュービクル補修事業でございます。屋外に設置しています、キュービクルに錆が発生

しているため補修を行うもので修繕にかかる経費３８万４千円を計上しております。 

次に保健福祉総合センター温泉水中モーターポンプ入替工事事業でございます。平成１２年に新規

設置しまして平成２１年にポンプの点検及び揚湯管の交換を行いましたが、今回モーターポンプ揚湯

管及び水位センサーを更新しまして安定的効率的な施設の保安を確保するために実施するもので事

業費１千５９万８千円を計上し、特定財源としまして公共施設整備基金１千４０万円となっておりま

す。 

次に保健福祉総合センター機械設備中央感知盤更新事業につきましては、保健福祉総合センターの

機械設備の中央監視盤の故障によりまして、これを更新するもので情報を明確に表示し、適切に施設

の維持管理を行うもので事業費７３万３千円を計上しております。 

次に冷房設備更新事業でございます。本年度に続きまして来年度も保健福祉総合センターの冷房設

備を年次ごとに更新するもので２９年度は老健施設の２台を更新いたします。工事請負費として１千

５１４万円を計上しています。特定財源の基金１千５００万円は、公共施設整備基金繰入金でござい

ます。 

最後に診療所備品購入事業でございます。現在診療所に設置していますＡＥＤにつきましてメーカ

ーによる動作保障年数が経過したために更新するもので事業費４６万３千円を計上しております。以
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上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度一般会計当初予算主要施策事業、保健福祉課分についての提案説明がござい

ました。各委員より質疑を受けたいと思います。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 ケアハウス整備事業が、いよいよ数字で出ていくわけですけども、ここに入居基準の中で、認知症

というのはどういうレベルぐらいを考えられているんでしょう。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 介護度でいきますと、今までもお話申し上げていましたように、要支援レベルというふうに考えて

ございます。先程認知症の方の人数というお話もいただきましたけど、中々認知症単独で介護認定を

受けている方っていなくて身体能力の低下であったり、いろんな複合的な中で介護度っていうのは決

まっているものですから、先ほども認定を受けている方の数字なりは持ってなかったんですが、それ

は全部資料を見ないと集計は通常してないもんですから。一人ひとりは当然ながらＡＤＬの低下、そ

れから認知レベルの低下、これは６段階というようなランク付けの中で、いろんな支援をしているわ

けですけれども、それだけ抜けだして集計するっていうことは通常ないものですから、ちょっと時間

をいただいてということになっています。認知症単独というのはなかなか無いんですけれども、いず

れにしましてもあわせたところで、支援レベルというふうに考えています。ただ入所後認知が進んだ、

あるいはＡＤＬが下がったというところについては施設入所等に繋ぐまではケアハウスの中で生活

していただけるように努力していきたいというふうに考えております。御理解をいただきたい。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 今のレベルということの中では、健康で動けて少しの生活支援でできる方っていう形がケアハウス

の入居基準の軽費老人ホームという理解は十分しているんですけども、実際に建てる段階になった予

算化された中でこういう方は、前回約７万円台ですよという入居基準、費用と、どういう方が入居で

きますよということと、現実に例えば管内のケアハウスはどこもそうですけども、見守りができない

人という括りになっています。入居基準の中で例えば家族がいたら、それは家族が見ているんじゃな

いでしょうかという括りになっているんだろうと思いますけども、ケアハウスを実際にスタートする

わけですけども、入居基準ってきちんと運営体制をみんな町民に誰もがわかる形にしていただきたい

っていうのが１つと、まだ私が消化しきれないでいるのは、要するに５０床。管内はどこも佐呂間以

外はすべて３０床だと。５０床にしましたよっていったら当然そこの管理運営費が大きな建物になり

ます。経営していくために５０床がより効果的なんです。効率的なんですっていうことの具体的な数
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字をどういう基準で５０床なんだっていう具体的な査定基準というやつをもう少しちょっと大まか

にしていただきたいなと。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 入所対象者ということはこれまで何度もお話もさせていただきました。６０歳以上の方で自炊でき

ない程度の身体機能の低下がある方の独居の方です。特例として夫婦というのも入居ができますよと

いうことですから、見守りが他の家族でできる方は対象でないということですし、身体能力というと

ころでいけば、見守りの必要な方の範囲としては、要支援レベルですよということでお話をさせてい

ただいておりますので、これについて今も変わらない。それから定員を５０としたのはなぜか。これ

につきましてはコンサルによりましてアンケート等を実施して収入あるいは希望その他を基に想定

をした数字ということでコンサルの報告書の中で記載がされている。 

そういったところを参考にしながら、広域型でやること。それから３０を超していかなければ地域

密着型になってしまって、これは介護保険施設、特養であったり老健であったりの完全な補間施設と

して、要介護１以上の方しか利用できない施設になってしまう。そういうことで３０を超える数字、

しかもそういった計画の中でニーズ調査の中である程度の目安として出てきたということで広域型

として、補充しようとご説明をさせていただいているところです。 

 

○前中委員長 

 ほかに、はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 確認なんですが、３２ページの新規の診療所への支援の部分でこの２千万が財源の中で地方債の部

分に入っているんですが、この部分は確定をしたということで良いんですか。 

それともう１点、３３ページの保健福祉総合センター管理事業費の財源内訳の中で使用料に医師住

宅が入っている。この部分は免除しているんで、この部分は入ってこないというふうに思いますし、

当然この他に電気水道の部分については、老健の部分だけという数字で間違いないのか、このへんに

ついてだけ確認をしておきたい。 

 

○保健福祉課長 

 診療所の支援については過疎債のソフト事業を充てこんでいるということですが、確実かと言いま

すと、これは４月以降になってみないと解らないところでありますけど、かなりいけるのではないか

ということで考えております。支援事業で医師確保にかかる費用という項目の中で、何とかそこでも

っていきたいというふうに考えております。 

それから保健福祉総合センター管理費の財源内訳で、その他の使用料の医師住宅については、申し

わけございません。これは見込んでおりません。その他の電気水道燃料その他については老健という

ことで御理解をいただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 もう１つすいません、医師住宅と医師分は減免したんですが、古い医師住宅を抱えていまして、事

務長を単身赴任で入居させた部分についてはいただくということになっておりますのでその分は免

除しておりません。 

 

○加藤委員 

 これ何戸あるんですか。 

 

○保健福祉課長 

 ２棟大きい２階建ての部分と１６号の旧医師住宅この分については利用料を見込んでいると。 

 

○前中委員長 

 はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 その分についてちょっと確認なんですが、施設というのは診療所に付帯する施設という捉え方で今

までもずっと見てきたということで、一般住宅という捉え方は一切しないで今日まで来たということ

で、今後もこういう形っていうことなんですか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 医療のために使ってくださいということで貸し出しをしているところであります。これまでも２階

建ての部分とそれから１６号沿いの２戸のうちの１戸は診療所で使っていただいております。 

 

○加藤委員 

 医師住宅という表現だけれども。 

 

○保健福祉課長 

 看護師も使っていますし。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。勝又議員。 

 

○勝又委員 

 ２８ページの人材確保事業なんですけれど、継続されていることで施設に関しては、介護従事者、
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福祉事業の従事者は足りているような状況なんでしょうか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 いずれの施設も確保そのものには大変苦労されています。募集すれば、応募があるという単純なこ

ととはならないですけれども、大変苦労されている中で何とか確保されているというふうに御理解を

いただきたいと思います。もちろん潤沢な状態ではないというのは間違いないところではありますけ

ども、ただ運営が立ち行かない、あるいは配置基準に満たないといったことは生じていないというふ

うにおさえてございます。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 実際には事業者に払われるという部分ですよね。事業者が確保するために事業費を使ってという部

分なんですけれど、実際にそのことが給料に跳ね返るとかは事業者に任せている状態なんですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 これについては、町が補助をするんですが、本来定まった給料のうえに乗せるという約束です。た

だ半年ごとの実績に基づいて補助を打っていますから、後払いにはなりますけれども、事業者さんは

前払いするわけですけども、それぞれの事業所の給与規定にさらに上乗せをするという約束での補助

になります。ですから３年間ですけど、７２万円ほど上乗せということで、奨学金なりの返済に充て

て欲しいなということです。 

 

○勝又委員 

 ということは、近隣の状態は解らないけれど、うちの町としては、近隣町村からみれば、給料の待

遇は良い状況になっているという見解で良いのか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

給与の上乗せという点では町の補助で近隣にはないのかと思っておりますし、事業所自体では支度

金制度とか、いろんな工夫もされているところであります。 
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○前中委員長 

 他に何かございませんか。 

 

○河口委員 

 地域こども通園センターの中で、１７７人というのは、通園センター年間の使用者数なのか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 清里町の延べです。１２カ月間で単位としては人で、清里町で利用されているお子さんの延べ人数

です。 

 

○前中委員長 

 ほかに。ございませんか。 

 

○河口委員 

 ２４時間電話サービスの利用実態は。 

 

○保健福祉課長 

 １２月までの報告がありまして、この事業は昨年の５月からスタートしました。これまで１２月ま

でで、１０４件の電話相談がありました。そのうち３件は、このオペレーターの方から清里救急のほ

うに救急要請をした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。無ければ平成２９年度清里町介護保険事業特別会計予算について。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 ３９ページの方ご覧いただきたいと思います。平成２９年度清里町介護保険事業特別会計予算案で

ございます。歳入歳出それぞれで総額でありますけれど、合計で４億３千６２２万９千円という形で、

所要額を計上させてもらってございます。歳入におきましては介護保険料で２９年のほう申し上げま

すけれども、８千３８５万３千円、使用料及び手数料で２千円、国庫支出金で１億４９７万７千円、

道支出金６千４５１万７千円、支払基金からの交付金１億１千７５２万９千円、財産収入１千円、繰

入金６千４３４万７千円、繰越金で１００万円、諸収入３千円という形で考えているところでござい

ます。 

歳出の方は、２９年度の予算のみ申し上げます。総務費１千１７万３千円。保険給付費、４億９８

５万５千円、地域支援事業費１千６５７万３千円、基金積立金３千円。公債としまして２万５千円と

いうことでございます。こちらにつきまして３６ページ主要施策とあわせて、御説明差し上げます。 

１款総務費につきましては、先ほど御説明差し上げましたけれども、総合事業関係の部分ございま

して、制度改正によりましてシステムの改修委託等を見込んでいるところでございます。これにつき
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ましては２６８万８千円の計上を行いまして、これにつきましては国庫の支出金で２０万２千円、そ

の他としましては特別会計ということの予算で考えていくところでございます。こちら含んだ形の総

務費と御承知おきいただければと思います。 

次に、２款の保険給付費の関係でございます。居宅介護サービス、地域密着型介護サービス、施設

介護サービス、支払審査手数料、高額介護サービス、高額医療合算介護サービス、特定入居者介護サ

ービスにかかる費用としまして、合計でこの２款の分併せまして、４億９８５万５千円ということで、

計上させてもらっているところでございます。それぞれここに所要額の関係、各サービス関係項目、

主要施策で計上させていただいているところでございます。合計しますと、国庫支出金で９千９８３

万５千円、道支出金の６千２０５万６千円。その他１億６千６６８万７千円。一般財源としまして、

１２７万７千円という計上で合計金額２款の事業費という形で所要額を計上させてもらっていると

ころでございます。 

続きまして３７ページをご覧いただければと思います。本日の委員会の冒頭に説明差し上げまし

た、介護給付関係が町の方での取り組みに変わるということでございまして、この部分で事業費が款

としましては移行しているというふうに捉えていただければというふうに思います。まず保険給付費

から移動しました介護軽度者に対しますサービスであります介護予防生活支援サービス事業としま

して、１番上の段になりますが７７７万９千円の計上をさせていただいているところでございます。

こちらにつきましては国庫支出金で１９４万６千円。道支出金で９７万２千円。そのほか３１７万１

千円。一般財源１６９万円という形でございます。 

次に介護軽度者に対しますケアプラン作成費であります介護予防ケアマネジメント事業関係で、所

要額１２７万１千円の計上を行っているところでございます。こちらにつきましては特定財源としま

して３１万７千円の国庫支出金、道支出金１５万９千円、その他５１万８千円、一般財源で２７万７

千円の計上を行うものでございます。 

それから継続事業としまして、６５歳以上の住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う一般介

護予防事業の所要額としまして、８４万４千円の計上を行います。包括的支援事業につきましては、

地域包括支援センター業務を社会福祉協議会に委託しておりまして、その費用としましてその次の段

にまいりますけれども、４９３万４千円の計上を行っているところでございます。先ほどの一般介護

予防事業につきましては国庫支出金が２１万１千円、道支出金としまして１０万６千円、その他３４

万５千円、財源１８万２千円となってございます。地域包括支援センターの運営関係つきましては国

庫支出金が１９２万２千円、道支出金で９６万２千円、その他９７万４千円、一般財源１０７万６千

円になります。 

次新規としまして、在宅医療の介護連携推進事業ということでございます。こちらにつきましては

５万２千円の計上を行っております。財源内訳としましては国庫支出金が２万１千円、道支出金が１

万円、その他が１万１千円、一般財源が１万円となっているところでございます。 

下段にまいりまして、新規の認知症総合支援事業でございます。認知症チーム関係の構築というこ

とで説明さしあげた分の予算になりますが、所要額としまして２５万２千円、国庫支出金で９万９千

円、道支出金５万円、一般財源で５万３千円を見込んでいるところでございます。 

次の下段にまいります。同じく新規事業としまして、生活支援体制整備事業でございます。こちら

につきまして所要額２７万円。財源内訳としまして国庫支出金１０万６千円、道支出金５万２千円、

その他５万４千円、一般財源５万８千円となってございます。 

最後の段ですが任意事業としまして、継続の部分で行ってございます。こちらにつきまして所要額
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７７万１千円を計上してございまして、国庫の支出金、３０万円、道支出金１５万円、そのほか１５

万２千円、一般財源１６万９千円という形で、財源の手当てを所要しているところでございます。介

護保険事業特別会計の新年度予算及び主要施策につきまして説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度清里町介護保険事業特別会計予算についての提案説明ございました。各委員

より質疑を受けたいと思います。よろしいですか。 

 

○保健福祉課長 

 すみません。１月２３日の常任委員会におきまして、清里クリニックの患者数というのは、どう推

移しているのかということでお話いただきまして、次回にということでお返事させていただきまし

た。それにつきまして、集計してお持ちしたものであります。 

まず左側の列、年月です。昨年５月から清里クリニック運営をされているということです。次の列

Ａが外来患者数、Ｂが訪問診療数、Ｃが訪問看護、看護師さんだけで訪問をする、３つ合わせたもの

で小計を入れています。診療行為ということで、一区切りいたしましていただいています。その右隣

りに検診、職域検診等多くやられています。それから町の方からお願いをしております予防接種。そ

の他につきましては診断書であったりとか、治療材料、サポーターだとかそういったものを提供して

ということになります。右隣り合計ＡからＧまでの合計となっています。 

右隣入院患者数ということで、一般入院、医療のための入院、介護保険制度の中のショートステイ

を合わせたものを合計しております。傾向としましては、スタート以来徐々に伸びてまいりました。

１２月には千人を超える患者数。１月は例年どの診療機関がやっても落ちる様です。それで７月を迎

えてご案内どおり、病床のほうを閉じることになりましたので、併せて午後の診療を止めたというこ

とで、推移をしております。 

ＢＣ列にありますように訪問診療、訪問看護によってカバーをしていくと。当初はあわせて６０に

満たないところでありましたけれども、１２月については１００を超すよということです。訪問診療

について聞いておりますけども訪問診療先の患者さんというのは、増えているけれども、一方では入

院をされる、あるいは施設入所されるということで減っていく方もあるんだよということで、この伸

び以上に新規の方はやっぱり利用されてきているということでお話をいただいているところです。 

 

○前中委員長 

ただいま、きよ里クリニックの患者数集計の情報提供ということで手元にお配りいたしました。各

委員より何かありましたら、よろしいですか。それでは、以上持ちまして保健福祉課所管の案件終わ

りました。ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは産業建設課関連の協議報告事項について。よろしくお願いします。課長。 

 

○産業建設課長 

 本日の産業建設課所管の案件につきましては①から③につきましては、平成２９年度当初におけま

す一般会計、産業建設課所管分の主要施策事業内容と簡易水道特別会計及び農業集落排水特別会計の
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当初予算概要となっておりますので、順次、担当より御説明させていただきます。その後④の農業委

員会、委員募集結果につきまして御報告させていただきます。 

 

○前中委員長 

 それでは、平成２９年度一般会計当初予算主要施策事業、産業建設課所管分についての説明よろし

くお願いします。 

 

○産業建設課主幹 

 それでは、産業建設課、産業振興Ｇ関連についてご説明いたします。 

議案１ページ。２款総務費、２項総務管理費、８目町有林管理費、施策名 町有林管理事業でござ

います。この施策につきましては、町有林管理計画に基づきまして計画的な森林整備を進めるため、

伐採、植林、保有を実施するものでございます。町有林管理事務事業１６０万９千円でございますけ

れども、こちらにつきましては、町有林管理用の林道整備、倒木処理経費、次年度皆伐予定地にかか

る立木調査経費が主になっております。新植事業４７４万１千円でございますけれども、青葉町有林

１８林班、１６小班４．９ヘクタールをかかります苗木の購入経費、及び植えつけ経費でございます。

場所につきましては本年度皆伐したところでございます。 

下刈事業１２６万８千円でございますけれども、町有林１８林班にかかります人工造林地１３．３

９ｈａを対象として実施いたします。こちらにつきましては、植えつけ２年から４年目のものを対象

としているところでございます。場所につきましては最終処分場、奥地でございます。 

除間伐事業１１３万３千円でございます。こちらにつきましては、江南１０林班、１２５小班３．

０ｈａの除伐を実施するものでございます。対象はカラマツ１２年生ということで、場所につきまし

ては、江鳶スカイライン入口手前の江南パークフォンド下側でございます。 

野ネズミ駆除材散布事業５４万３千円でございます。こちらにつきましては野ネズミ駆除剤購入経

費及びヘリコプター空中散布経費でございます。財源内訳でございますけれども、新植事業に係りま

す森林環境保全整備事業補助金、２６３万３千円と下刈り事業にかかります道補助金５１万６千円を

合わせました３１４万９千円を道補助金として計上いたします。また林野基金繰入金でございますけ

ども、１８８万４千円につきましては、下刈り事業の補助残及び除伐事業分となっています。 

続きまして５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、政策名気象情報システム管理事業で

ございます。２８年度よりマメダスの老朽化に伴いますシステム更新を行ったところでございまし

て、ＮＴＴドコモの環境センサーのデータ受領方式に移行したところであります。環境センサー気象

情報提供委託料１４１万５千円につきましては、町と農協と各２分の１の負担をしておりますので、

委託料として７０万８千円の予算計上とします。全額一般財源とするものでございます。 

続きまして、同じく２目農業振興費、施策名、農業振興事業費補助事業でございます。こちらにつ

きまして昨年と２８年度と同額の１千７３９万円を予算計上するものでありますが、畜産振興対策事

業につきまして、新たに良質飼料生産奨励対策を計上するよう調整しているところでございます。こ

の内容につきましては畜産振興対策として、デントコーン飼料作付者に対して飼料分析を通じまし

て、良質な飼料を作成するための取り組みについて支援を実施するものでございます。反当たり１千

円を、町農協各２分の１の負担とすることで協議中でございます。要綱の改正ございますので、決定

次第委員で報告をさせていただきます。一般財源というところでございます。 

続きまして、同じく２目農業振興、政策名植物防疫対策事業でございます。こちらにつきましては、
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清里町シストセンチュウ対策協議会に対する負担金でございます。平成２７年８月に網走市において

シロシストセンチュウが発生したことから近隣市町の取り組みといたしまして２９年も引き続き土

壌検診を実施するものございまして、必要経費としてブーツカバー代等にかかる予算を計上いたしま

す。必要経費につきまして３２万６千円となりますが、町・農協と各２分の１の負担となりますので、

町負担分として１６万３千円。予算措置いたします。財源については一般財源です。 

続きまして畜産業費、施策名草地追肥事業でございます。内容につきましては町営牧場の草地維持

のための追肥業務を実施するものでございまして、１から５牧区の３２．５ｈａでございます。委託

料として１３２万円を予算計上します。財源は一般財源でございます。 

続きまして、同じく３目畜産業費、施策名家畜防疫事業でございます。こちらにつきましては清里

町家畜自衛防疫組合に対する負担金でございます。家畜伝染病未然防止対策事業ということで、消毒

液の購入に対する助成を実施しています。必要経費につきましては２２万円となりますが、町、農協

と２分の１の負担となりますので、町負担分として一般財源１１万円を予算計上します。 

次ページ移りまして、５目道営整備事業費、施策名多面的機能支払交付金事業でございます。本事

業につきましては平成２７年度より法制度化されたところでありまして、全町対象区域としたところ

であります。事業費につきましては、１億１千３２９万９千円、財源につきましては道支出金として

８千４９１万７千円、こちらにつきましては事業費の４分の３相当の交付金及び推進事業にかかる補

助金でございます。一般財源を２千８３１万２千円としております。 

続きまして、５目道営整備事業費、施策名 地域汚水環境整備事業でございます。訂正ございます。

施策内容の真ん中あたり地元負担の次に、カッコ書きで畑かんの受益割合と記載してございますが、

これはすいません、誤りになりますので削除をお願いいたします。あわせて、下ですが、数字が切れ

ておりますので、こちら２９１万８千円ということで訂正をお願いいたします。 

小水力発電事業における平成２９年度事業内容でござますけれども、基本設計、実施設計を予定し

ているところでございます。北海道に対する負担金を予算計上するものとなります。概算事業費５千

万円の地元負担額２５％の１千２５０万円に対しまして、清里町負担割合２３．９％ございます。こ

ちらにつきましては、国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会における協定割合でございま

す。こちらを乗じた２９１万８千円が負担額となります。旅費の９万５千円を含めました計３０８万

３千円を計上します。財源につきましては一般財源でございます。 

続きまして２項林業費、１目林業振興費、施策名、造林推進事業費補助事業でございます。本政策

につきましては民有林所有者の森林整備に要する費用に対して、清里町森林整備事業補助金を交付す

ることにより、民有林整備の推進を図るものでございます。事業内訳でございますけれども、新植事

業３名、下刈り事業１０名、除間伐事業３名、殺鼠剤散布１５名となっておりまして、計３８４万９

千円を予算計上するものでございます。財源内訳でございますけども、道補助金として未来につなが

る森づくり推進事業費補助金１０５万６千円及び一般財源２７９万３千円としております。 

同じく１目林業振興費、施策名製材等流通経費補助事業でございます。こちらにつきましては、木

材価格及び市場の変動や輸送コスト増大により木材製品流通が厳しい状況に置かれていることから、

木材製品、流通経費を助成するものでございまして、１業者であたり５００万円を上限とし、町内２

業者に対しまして計１千万円を予算計上するものでございます。予算額につきましては２８年度と同

額でございまして、財源につきましては一般財源となります。 

同じく１目林業振興費、施策名 林業労働者退職金共済制度事業補助事業でございます。内容でご

ざいますけれども、林業労働者の確保のために事業主にかかるかけ金を補助し、労働力の確保を図る
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ことを目的とするものでございます。加入者数延べ２２８名に対する年額２１４万４千円を予算計上

するものでございます。予算額は２８年度と同額でございまして、財源につきましては一般財源です。

以上で産業振興グループ関連の説明をおわります。 

 

○建設課Ｇ総括主査 

 続きまして、議案の３ページよりご説明いたします。７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁

費、道路等整備事業です。これにつきましては、道路等の補修及び維持管理等により道路等環境整備

を行うものです。道路橋梁維持補修事業として６千５２４万１千円を計上しております。その内訳と

しまして、調査設計業務委託に１千２１３万円、町道改良補修事業工事に５千３１１万１千円を計上

しております。議案の４ページに事業位置図を掲載しております。 

続きましては道路橋梁管理事業といたしまして１億１４１万円を計上しております。その内訳とし

まして道路橋梁及び河川指定管理業務委託に９千７３６万２千円。その他事務事業に４０４万８千円

を計上しております。道路等整備事業の全体事業費として１億６千６６５万１千円を計上するもので

す。財源内訳につきましては地域づくり総合交付金により４００万円、道路占用料図面等交付手数料

より１７６万８千円、一般財源で１億６千８８万３千円を計上します。 

次に２目道路新設改良費、道路新設改良事業です。これにつきましては、社会資本整備総合交付金

制度の活用により、道路の改良整備と道路施設等の調査修繕を行うものです。道路新設改良事務事業

として２５６万４千円を計上しております。道路改良事業として４線道路の改良を予定しており、３

千９９０万円を計上しております。議案の５ページに道路改良事業の位置図を掲載しております。 

続きまして、道路橋梁保全対策事業として２億３千８６０万円を計上しております。内訳としまし

て委託料として橋梁修繕調査設計に３千７７０万円、橋梁点検に１千６４０万円、橋梁の計画策定に

４５０万円を計上しております。工事請負費として橋梁補修に１億２千４００万円、舗装補修に５千

６００万円を計上しております。議案の６ページに道路橋梁保全対策事業の位置図を掲載していま

す。道路新設改良事業の全体事業費として２億８千１０６万４千円を計上するものです。財源内訳に

つきましては社会資本整備総合交付金より１億 9 千９６万円。社会資本整備総合交付金事業債より

７千６２０万円、一般財源で１千３２０万４千円を計上します。 

次に２款、総務費、１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費、民間賃貸住宅建設促進事業です。こ

れにつきましては、民間による賃貸住宅の建設を促進するため、補助金を交付するものです。１戸当

り２００万円で、１０戸分の２千万円を計上しております。財源につきましては全額、一般財源で計

上しております。以上です。 

 

○前中委員長 

 ただ今説明がございました。各委員より。河口委員。 

 

○河口委員 

 地域用水環境整備事業の３０８万３千円。今年度は基本設計と実施設計の５千万円分の負担という

理解でよろしいですか。これが実質今年度３００万かかります。実際ここは営業が出来て、売電にな

りました。それが出てくるまでの予算はどう計画されているのか。 
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○産業建設課主幹 

 全体事業費でございますけれども、１億８千２００万ということであります。清里町の負担でいき

ますと約６千５００万円。ただし、北電の費用対策費ということで、満額４億３千円部分がまだ協議

中でして、下がる可能性は十分あると思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに堀川委員。 

 

○堀川委員 

 道路整備事業の関係で、東横道路を直すとなっていますけれども、この関係はさくらの滝への道路

ということでしょうか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 おっしゃるとおりさくらの滝の部分で、昨年２８年度から着手しまして２ヶ年でやる予定をしてお

ります。２８年度内におよそ３００メートルで、今年２９年度３００メートルで、さくらの滝の入り

口まで達する予定でおります。 

 

○前中委員長 

 ほかによろしいですか。それでは②平成２９年度簡易水道事業特別会計予算について。担当。 

 

○建設Ｇ総括主査 

 平成２９年度簡易水道事業特別会計の決算概要につきまして、議案の７ページよりご説明いたしま

す。それでは歳入よりご説明いたします。使用料及び手数料は、平成２８年度の実績見込みから４千

８５８万９千円、前年度同額として計上しております。財産収入は４千円、前年度対比で９千円の減

として計上しております。繰入金は一般会計繰入金３３７万８千円。前年度対比で９４０万２千円の

減として計上しております。繰越金は１５０万円で前年度同額として計上しております。諸収入は預

金利子として１千円。前年度同額として計上しております。 

次に歳出につきまして説明いたします。総務費につきましては職員１名分の人件費と総務費管理に

必要な物件費として、修繕料初め通信運搬費、水道メーター器検針、水質検査、施設点検委託料、公

課費など前年度対比９２２万３千円となる３千１２５万７千円を計上しております。前年度に簡易水

道事業統合に伴う認可変更実施設計業務委託料を計上していたことから、今年度は大幅な減額となっ

ております。施設費につきましては水道メーター器の更新時工事として工事請負費に８７０万円。前

年度対比で１９５万円の増として計上しております。公債費につきましては起債元利償還金として、

前年度対比で２１２万９千円の減となる１千３５１万１千円を計上しております。基金積立金につき

ましては４千円、前年度対比９千円の減として計上しております。 

これにより、予算の総額を歳入歳出それぞれ５千３４７万２千円。前年度対比９４１万１千円の減

として計上しております。以上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

 ただいま、平成２９年度簡易水道事業特別会計予算について提案説明がございました。各委員より

質疑を受けたいと思います。ございませんか。 

無ければ③平成２９年度農業集落排水事業特別会計予算について。提案説明よろしくお願いいたし

ます。総括主査。 

 

○建設Ｇ総括主査 

 平成２９年度農業集落排水事業特別会計の予算概要につきまして議案の８ページよりご説明いた

します。 

それでは歳入よりご説明いたします。分担金及び負担金は、新たな公共桝設置に係る個人分担金と

して前年同額の１０万円を計上しております。使用料及び手数料は平成２８年度の実績を見込み、３

千７７８万８千円、前年度対比１０万２千円の増として計上しております。道支出金は、今年度予定

しております機能診断調査業務にかかる農山漁村地域整備交付金として３９９万円を計上しており

ます。繰入金は一般会計からの繰入金として５千６８０万１千円、前年度同額を計上しております。

繰越金につきましては前年度同額の１５０万円。諸収入につきましても前年度同額の１千円を計上し

ております。 

次に歳出につきましてご説明いたします。総務費につきましては職員１名分の人件費と施設管理に

必要な物件費として、光熱水費をはじめ、修繕料、施設管理業務委託料などにより、前年度対比で１

４６万円の減となります。３千２９４万９千円を計上しております。事業費につきましては、処理場

の機器修繕工事、下水道台帳作成業務委託などにより、前年度対比で５５５万２千円の増となる１千

４３万円を計上しております。今年度は、機能診断調査業務委託料として４００万円。これを含めて

計上しております。公債費につきましては起債元利償還金として前年度同額となる５千６８０万１千

円を計上しております。これにより、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１８万前年度対比４０９万

２千円の増として、計上しております。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度農業集落排水事業特別会計予算について提案説明がございました。何かござ

いませんか。それでは④清里町農業委員会の委員募集結果について。課長。 

 

○産業建設課長 

 それでは④清里町農業委員会の委員募集結果についてご報告させていただきます。農業委員の新制

度によります委員の募集につきましては、広報及びホームページで、町民周知を行いまして、１月６

日から２月２日までの期間で募集を行いました。その結果、ホームページ上でも公表しておりますが、

議員定数と同数となる１４名の推薦と応募がありました。その後、２月１０日に候補者の評価を行い

ます清里町農業委員候補者評価委員会を開催しておりまして今後、３月の定例会におきまして議会へ

の同意提案となりますことをご報告いたします。 

 

○前中委員長 

 以上４点ほど産業建設課所管ございましたけども、ただいま農業委員会の募集結果について何かあ
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りましたら。各委員より質疑を受けたいと思いますけれども。よろしいですか。全体を通して何かご

ざいましたら。ありませんか。 

それでは、産業建設課所管終了いたします。ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは、焼酎醸造所関連１点の提案ございます。提案説明をお願いいたします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは、平成２９年度の焼酎事業特別会計の予算について説明させていただきたいと思います。

担当より説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。 

 

○焼酎Ｇ主査 

 それでは、平成２９年度清里焼酎事業特別会計予算案についてご説明いたします。１ページ目をお

開きください。 

上段の歳入の表をご覧ください。１財産収入につきましては、２８年度の販売が好調のため、２９

年度も売り上げ見込みを増額しております。こちら３ページのご覧いただけますでしょうか。販売計

画が載せてあります。こちらのほうご覧いただきますと２８年の６５キロを販売しておりましたが、

２９年度につきましては７０キロリットルの販売計画となっております。予算額にいたしまして、１

千２８万増の１億３３５万２千円としております。１ページにお戻りください。前年比１千２８万円

増の１億３３５万２千円となっております。続きまして、２繰入金につきましては一般事務職分の人

件費繰入１千９１３万２千円と備品購入分といたしまして１２７万５千円。一般共用５号車こちらの

管理といたしまして４０万１千円。併せまして２千８１万５千円となっておりまして、前年比４０５

万３千円の減額となっております。繰越金諸収入につきましては前年同額のそれぞれ３０万と１万５

千円となっておりまして、歳入合計前年比６２２万７千円の増で１億２千４４８万２千円となりま

す。 

続きまして、下段の表、歳出の方でございます。こちら総務費につきましては、前年対比で２５５

万６千円の増で６千２７万９千円。製造費は３６７万１千円の増で６千４１７万３千円。公債費は前

年同額の３万円となっておりまして、合計で前年比６２２万７千円増で１億１千４４８万２千円とな

っております。 

歳出の内訳といたしましては、次の２ページをご覧ください。こちらは款別性質別節別予算分類表

となっております。表の上の人件費でありますが一般職員の人件費といたしまして、給料職員手当等

共済費負担金補助及び交付金合計で３千５７万８千円でございまして前年比６０万３千円の増とな

っております。２９年度につきましては本年度２８年度同様の体制で計画しておりまして、管理職を

含む４名分の人件費となってございます。 

中段につきましては物件費となっております。総務費の方から御説明いたします。縦計をご覧くだ

さい。物件費の中は、総務費でございます。総務費は焼酎販売事業、施設維持管理事業、車両管理事

業、こちら３事業から成ってございます。こちらの賃金でございますが、休日等の施設管理費こちら

の臨時職員分といたしまして、前年同額９２万３千円。報償金につきましては、販売報償金といたし

まして前年同額の１６万円。旅費についてでございますが、こちらの方前年比６千円減の８２万６千

円としております。事業費、消耗品費は、３事業合わせまして、さきほどの焼酎販売事務事業、施設
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維持管理事業、車両管理事業、こちら３事業合わせまして５８万２千円で８千円の減となっておりま

す。燃料費は施設の車両の燃料といたしまして７千円減の、３５万１千円。食糧費は変わらず１万円

でございまして、印刷製本費につきまして５万８千円減の５１万５千円となっております。こちらに

つきましては、内容的にはパンフレット、ポスター、封筒等の印刷物となっております。修繕等につ

きましては１１万２千円減の５２万６千円としておりまして、こちらにつきましての老朽化、小破修

繕料として計上しております。事業費合計１９８万４千円としており、前年比で１８万５千円の減に

なっております。 

続きまして役務費につきましては６４９万８千円となっておりまして、前年比４４万円増となって

おります。内訳につきましては通信運搬費３３万３千円の増の３９８万４千円。広告料、その他広告

手数料、製造責任保険料、車両保険料等々の合計となっています。委託料につきましては電気保安業

務、消防設備点検、汚水汚物処理、施設維持管理等の委託料に対しまして９８万７千円。前年比６万

７千円の減となっております。使用料及び賃借料につきましては、コピー兼ＦＡＸ機のリース料、こ

ちらと機械の借上げ分といたしまして、８５千円増の５１万５千円を計上してございます。負担金補

助及び交付金につきましては、展示会等への出展負担金、会議負担金など１５万４千円となっており

ます。公課費こちらにつきましては、１６２万６千円の増となっておりまして、１千７６５万４千円

となっております。内容は消費税分で前年比１６万円の増で２９６万円。酒税は前年比１４６万６千

円の増で、１千４６７万７千円。その他自動車の重量税として１万７千円となっております。 

続きまして製造費でございます。先ほど総務費より１つ、こちらの縦計ご覧ください。 

共済費につきましては、臨時職員分の社会保険料といたしまして前年３万１千円増の６４万２千円

でございます。賃金につきましては、本年度４０キロリットル製造から６５キロリットル製造へ製造

数量の増、出荷量への対応を出来るようにするための増といたしまして、２９年度につきましては１

千２１８万６千円で２８年度より１２５万１千円の増となっております。消耗品費は前年当初予算比

４２８万１千円の増額で、２千８５１万９千円としております。こちらは売り上げ増に伴います瓶や

キャップなどの資材消費の増が見込まれるためでございます。印刷製本費につきましては前年当初比

で１０万３千円の減となっておりまして６２７万２千円としております。こちらにつきましては売上

げの増に伴います資材消費の増見込まれておりますが、資材の見直し等コスト削減を行ってまいりま

して多少の減をみております。燃料費につきましてはボイラー稼働のため、重油費等となっておりま

して、単価の上昇分こちらのほうで１５万８千円増の２０２万８千円とさせていただいております。 

続きまして光熱水費につきましては電気料金の単価アップによりまして７万５千円の増で２３５

万５千円。修繕料につきましては４３万４千円減の８６万２千円、こちらの方は製造機器類の修繕を

行います。事業費合計につきましては４千３万６千円で前年比計３９７万７千円の増額となってござ

います。 

役務費につきましては、ボイラーの点検手数料、情報料の増による汚泥引き抜き等で６９万８千円

の増。こちらで１４５万９千円となっております。原材料費は８５４万４千円で製造数量が４０キロ

から６５キロを増加することによります原材料購入によるため、１７４万６千円の増となっておりま

す。備品購入費につきましては、醸造作業用の密閉パックこちらの方の購入といたしまして１２７万

５千円を計上しております。負担金補助及び交付金につきまして前年同額の３万１千円です。醸造費

計６千４１７万３千円としております。前年比３６７万１千円の増となっております。公債費は変動

なく３万円。歳出合計で前年比６２２万７千円の増で１億２千４４８万２千円となっております。 

次に来年度の販売製造計画をご説明いたします。３ページの方お開きください。まず１つ目、１番
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なんですが、製造計画でございます。２８年度の４０キロリットルの製造でございましたが、２９年

度につきましては６５キロを予定しております。仕込回数につきましては３４回。じゃがいもにつき

ましては１回当たりで１千２７０キロ。大麦が約１千キロを使用する予定となっております。販売計

画につきましては、各度数ごとに積算してございます。販売本数、販売数量、販売額等それぞれあり

まして構成比率は販売額での比率となってございます。販売数量で見ていきますと、一番多い度数の

方が２５度製品でございまして、こちらが５３．２キロリットルほどでこちら表に記載ございません

が、販売数量を全体の７５％が２５度製品なってございます。販売数量計７０．２キロリットル。種

類外の物も含めまして１億３３５万１千円となってございます。年度別製造販売数量では平成１９年

度から平成２７年度までの数量を記載してございます。平成２８年度見込みといたしましては、現在

のところ製造数量４０キロでございまして販売数量６５キロ。来年度を持ちこしの在庫数量は約３０

０リットル程度としてございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度清里町焼酎事業特別会計予算について説明提案ございました。各議員質疑を

受けたいと思います。河口委員。 

 

○河口委員 

 ９月の一般質問中で、焼酎工場の品質の関係で濾過装置について検討されてはということでお話で

ていました。本年度獺祭でしたか。異物混入で回収されていることがありました。過去に回収という

ことが現にあるということを聞いております。この辺の設備ついては品質についてだけは十分に勘案

してほしいということの要望を９月の一般質問でも、特にさせていただいたんですけども、この辺の

認識をどう考えているでしょうか。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

ただいまの品質管理の関係でございました。この関係昨年異物混入等ありまして、その後部分的な

改修でございますが、修繕等行いながら状況見ながら瓶詰等の作業をおこなっている状況でございま

して今後の抜本的な設備の改修関係のこれらが、出てくるかなと思っておりますがそれまで現状の設

備の中で利用をしていきたいというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 良いですか。他にございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 製造量が増えるということで原材料の確保というのは、順調に心配なくいっているのでしょうか。

大麦は窮屈であるという話も昨年聞いたので、そのへんちょっと教えてください。 
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○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 原材料の関係でございますが、麦の関係につきましては２年前に業者と契約をするという形になり

まして、２年後に２６年の時点で２９年にはこれだけ必要ですということでお話をして、ある程度そ

の量については業者の方で確保していただくんですが、その年の麦の状況によっては、若干数量が減

るという可能性もあるんですが２年前に契約しているということもございますんで、業者のほうに

は、こちらからの要望分については、極力確保していただくという形で努力していただいている状況

でございます。 

 

○堀川委員 

 じゃがいもの方も大丈夫ですか。 

 

○焼酎醸造所長 

 じゃがいもの関係につきましても現在２名の農家の方で実際に納めていただいているんですが、２

９年から１名増やすといいますか。総体の量も増えるという部分もございますので、１名増やした中

での３名体制での形でやれればなと。ただ今回新たに入られる方については初めてということがござ

います。試験的に３分の１ということではなくて全体で調整しながら納品をしていただくというよう

な形で今考えております。 

 

○前中委員長 

 ほかに何かございませんか。よろしいですか。無いようなので、それでは焼酎醸造所の提案説明は

これをもって終わります。ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 ２．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、２月２７日月曜日です。 

 

○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。 
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  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第２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４時４０分） 

 


