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第６回産業福祉常任委員会会議録 

平成２９年４月２７日（木） 

    開 会   午前１０時１５分 

    閉 会   午前１１時００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平成２８年度一般会計補正予算（町民課所管分）専決処分 

  ②平成２８年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）専決処分 

  ③平成２８年度高齢者医療特別会計補正予算（第２号）専決処分 

 ●産業建設課 

  ①強風による農業施設被害状況について   

    

２．道内所管事務調査について 

 

 

３．次回委員会の開催について 

 

 

４．その他 

 

 

 

 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  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 

     

 



 

- 2 - 

 

○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      樫村 亨子 

■町民生活Ｇ主査      藤森 宏樹    ■町民生活Ｇ主任    岩浪  理  

■産業建設課長       藤代 弘輝    ■産業建設課主幹    永野  宏  

■建設Ｇ主査        山本 卓司     

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第６回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

大きな１、町からの協議報告事項について。まず初めに、町民課から御説明をお願いいたします。

はい課長。 

 

○町民課長 

 最初に町民課からの協議報告事項３件について概要のご説明を申し上げます。今回の案件につきま

しては、１点目から３点目のすべて平成２８年度予算に関する補正予算の専決処分についてでござい

ます。 

１点目一般会計の町民課所管分につきましては、歳入予算の調整と特別会計の繰出金の減額となっ

ております。２点目の国民健康保険事業特別会計につきましては、歳出で医療費の確定に伴う事業費

の整理、歳入では、国民健康保険税の収納状況と国道支出金等の確定に伴い財源の整理を行った結果、

一般会計からの繰入を減額するものでございます。 

３点目の後期高齢者医療特別会計につきましても納付金等の確定に伴い事業費の整理を行い、一般

会計からの繰入を減額するものでございます。 

以上３件の補正予算につきまして３月３１日付で専決処分とさせていただきました。５月臨時会に

おいて承認を求めることとなります。詳細につきましては、担当より御説明させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 主幹。 
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○町民課主幹 

戸籍年金担当の専決処分概要についてご説明いたします。１ページをご覧ください。１３款国庫支

出金、３項国庫委託金、１目民生費国庫委託金、１節社会福祉費国庫委託金につきましては国民年金

事務費委託金の確定に伴う減額で、国民年金事務に係る物件費基本額の減により、交付金が４万３千

円減額となりました。国民年金事務費委託金につきましては、予算額１８１万円から４万３千円減と

なり、１７６万７千円となります。 

以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 続いて。 

 

○町民生活Ｇ主査 

医療保険担当分を説明します。下段の歳出をご覧ください。４款の衛生費、保健衛生費、各種医療

対策費繰出金について、事業実績に伴う減額補正となっております。国民健康保険事業特別会計繰出

金につきましては、保険基盤安定繰出金５７万円、財政安定化支援事業繰出金８０万７千円、出産育

児一時金の８４万円の減額及びその他一般会計繰出金分の５７８万３千円の減額、合計８００万円の

減額補正となっております。後期高齢者医療特別会計繰出金につきましては事業費の精算分による２

８万３千円の減額補正です。 

なおこれらの繰出金の減額補正につきましては、特別会計歳入の繰入金で、同額が減額されており

ますので詳細につきましては後ほど特別会計の方から説明いたします。以上で一般会計補正予算につ

いての説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２８年度一般会計補正予算町民課所管分の専決事項専決処分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。よろしいですか。 

それでは引き続きまして②２８年度国民健康保険事業特別会計補正予算、第４号専決処分について

の提案説明よろしくお願いいたします。主査。 

 

○町民生活Ｇ主査 

平成２８年度国民健康保険事業特別会計補正予算専決処分の概要です。議案の２ページをご覧くだ

さい。歳入の款から説明をさせていただきます。 

１款国民健康保険税です。こちらにつきましては補正額５２１万６千円の増額です。現在までの国

民健康保険税の収入状況から鑑みまして増額補正をしています。次に２款使用料及び手数料は、補正

額２千円の増額、それから３款国庫支出金です。補正額３千４７９万１千円の減額ですが、歳出でも

この後説明させていただきますが、医療費等の給付の状況により収入する国庫負担金等の額が確定し

たことによる減額の補正となっております。内容は療養給付費の負担金に対し増が生じ、普通調整交

付金並びに特別調整交付金の収入が確定により減額が生じています。続きまして４款の療養給付費交

付金です。こちらにつきましては５１万３千円の減額です。こちらも現年度分につきまして、給付関

係の確定による収入の調整です。６款の道支出金です。１千３４７万８千円の減額です。財政調整交

付金が主たる収入ですが、普通調整交付金並びに特別調整交付金の収入が確定したことによる減額で
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す。次に９款の繰入金です。補正額は８００万円の減額です。内容は保険基盤安定繰入金の５７万円

の減額、財政安定化支援事業の実績により８０万７千円の減額、出産育児一時金、一時繰入金の実績

により８４万円の減額、それから事業の精査により、その他の一般会計繰入金が５７８万３千円の減

額です。１１款の諸収入です。こちらは８千円の増です。こちらにつきましては収入が確定し、延滞

金等によりまして増額を補正するものであります。補正額の収入の総額が５千１５５万６千円の減額

という形になっています。 

次の３ページの歳出に参ります。歳出はそれぞれの給付関係、各事業事務費等の精査により減額補

正を行っています。１款総務費８１万７千円の減額です。一般管理費徴収費から運営協議会費等の実

績に基づく減額です。２款の保険給付費３千７３６万１千円の減額です。それぞれの３月までの保険

給付の状況による実績額で減額等をさせていただいています。詳細はご覧いただきたいと思います。

続きまして、５款の老人保健拠出金、７款の共同事業拠出金につきましては、事業の確定による減額

です。８款の保健事業費特定健康診査関係は既に事業が完了しています、またそれに伴います事務費

関係を精査しまして３４万８千円の減額というところでございます。１０款の公債費です。こちらは

特別会計の資金繰りで用います公債費の利子関係です。本年度は利子関係の歳出がございませんでし

たので、１９万８千円の減額を行います。１１款の諸出金です。保険税の還付金等の実績により２１

万９千円の減額を行うものです。総計で５千１５５万６千円の減額を行い、現計予算から補正後の予

算で８億４５０万１千円とするものです。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２８年度国民健康保険事業特別会計補正予算、第４号専決処分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。何かございませんか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ５千１００万程度の減額になっているんですけども、どういったことがこういった減額に繋がった

のか。解る範囲で良いんですけども。 

 

○前中委員長 

 はい主査。 

 

○町民生活Ｇ主査 

後ほど清里町国民健康保険の医療費の動向というところで説明をさせていただきたいと思います

が、昨年度に比較しまして保険給付の医療費の部分が大幅に減額になっております。収入につきまし

ては昨年度同程度の税収がありましたということで、交付金の関係も大きな変動がないんですけれど

も、一番の要因は、医療費が下がったということで理解しております。 

 

○前中委員長 

 はい池下委員。 

 

○池下副委員長 

 うまく言えないんですけど極端いうと、病院に行く人が少なかったということなんでしょうけど



 

- 5 - 

も、プラスアルファ予防ということで皆さん健康診断なり、いろんな予防のワクチンなりを受けてい

る成果が出ているのかなというふうに思うんですけども、非常に町にとっては良いことかなというふ

うに思うんですよ。プラスアルファ高齢化率が上がっているにも関わらず、こういうふうに減額にな

るっていうことは、こういう方向で毎年進んでいけば良いのかなというふうには思うんですけど、人

口減少もプラスされているのかなというふうには思うんですけど、そこはしょうがないところはしょ

うがないんですけど、是非今後も予防とかそういう力を入れながら保健福祉課との連携もとりながら

やっていただけたらなというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 答弁ないですか。 

 

○町民課長 

 委員おっしゃられるように、今年度につきましては医療費が一昨年並みに落ち着いたと。言いかえ

れば昨年が突出していたとも言えると思います。こういったペースで進んでいくよう我々も被保険者

の方々に周知していきたいと思いますし、当然保健福祉課の方でやっています保健事業の方にも協力

していきながら、こういった方向で進めるように努力してまいりたいと思うところでございます。 

 

○前中委員長 

 はい。池下委員。もう１点。 

 

○池下副委員長 

 この関係は町でなくて道が所管するようになってくるんだけど、これがずっと続くというのはなか

なか難しいのかなとは思うんですけど、極力町民の皆さんの負担にならないような方向で、町も道の

方にそういう考えをどんどん言ってもらえた方が良いかと思いますので、そこらへん頑張っていただ

ければなというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 ３月の本会議の時にも予算質疑の時にも御質問いただきまして、その関係お答えしたところでござ

いますが、道からの医療費の負担金ですか。そちらの方が求められてくるのが今年秋以降という形に

なりますが、それによって求める計算の算定方法が提出されている部分につきましては、昨年の１年

分医療費が高かった分をベースにして計算されているところなんです。これが道の方では過去３年分

をならした中でやるという形で進められておりますので、今回の補正につきましても、そういったと

ころに影響が出ないように、なるべく一般会計からの繰入をなくした形の中で整理しておりますの

で、影響が出ないようにということで我々も努力しておりますし、道の方にも皆さんから保険料とし

て集められない部分を求められても、これはどうしていったという方法を今後考えていかなければな

りませんが、そういうことの無いように道の方に要望はあげていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 
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○前中委員長 

 他に何か。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 予算の時も質問したりしたんだけど、過去３年分をならした分っていうのは解らないでもないんだ

けどね。問題は町村が努力をした部分っていうのがきちっと反映されるような形のものになるんだろ

うかね。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 形的にはそういった部分も件数の中で反映されるというふうに伺っておりますが、私どもが見た中

ではその医療費のベース、かかった医療費、それと町の被保険者の方々の所得。これが一番大きな負

担を占めているかというふうに考えております。そういった中でオホーツク地区、第１次産業の多い

地区につきましては高い金額が提示されてくるといった方向で傾向が出ているといった形で見て取

れるかと思われます。 

 

○勝又委員 

 この２７年が突出していたんだけど、この要因の考察はされているのか。 

 

○前中委員長 

 はい主査。 

 

○町民生活Ｇ主査 

こちらにつきましては、疾病別の方の部分で集計してあります。集計という形でご理解いただきた

いと思います。これにつきましては傷病の部分で見ますと関節症炎ということで、例えば関節の狭さ

くであったりとか人工関節だったりとか、そういう部分が突出して昨年度は多かったというような部

分があります。あと通常の部分でありますが、癌の発症の方も幾らか割合としては高いような状況で

ありました。 

 

○勝又委員 

 傾向として、もしかすると前の年に我慢していたとかそういうことが繰返しみたいになってないの

かな。どうなんだろう。 

 

○町民課長 

 医療にかかる分では、私どもからも何とも言えませんが、たしかに年度末に具合が悪くなって、次

の年度というのはあるかもしれませんけれども、病院にかかられる方は我慢せずに行っていただい

て、重篤にならないうちに治療を受けていただくという方が保険者としても医療費が高騰しないで済
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むという部分もありますんで、コンビニ受診みたく何回もかかれっていう話ではないですけれども、

重くならないうちにかかっていただいて治療を受けていただく。そして重篤にならないで医療費も抑

えていただくというのが保険者的な考えでございます。 

 

○前中委員長 

 他に何かあれば。僕の方からちょっと聞きたい部分あったんですけども、町で行っている特定検診

は受けられるんですけども、国保会計の特定検診の受診と一般の企業というか、健保協会になると４

０歳以上は特定検診は受けられない。ただし清里町の場合は２０歳から４０歳までの方々は町の考慮

した中というか、財政支援の中で一般の企業も町で実施している特定検診が受けられるって話なんで

すけども、だいたいどのぐらいの持ち出しの金額なのか。解ればで良いんですけど。 

それともう１つの保険税還付金処理の仕方なんですけども、これは納付して還付したってことなん

ですけども、これに対して還付した時期によって利子だとかは算定しないんですか。還付利子税とい

うのは。 

 

○町民課長 

 まず保険税の関係は私からお答えしたいと思います。還付金につきましては何て言うんでしょう。

保険が移動した場合、年度当初国保に入っていましたと。それから社会保険に保険料払っていたけど、

社会保険に動かれましたとなった場合、還付が生じてまいります。そういったものがほとんどでござ

います。それから極端な話、亡くなられたということもあるかと思いますが、そういった場合の還付

です。それと還付加算金ですが、これにつきましては決まりに基づきましてかかる方にはお支払して

いる状況でございます。 

 

○前中委員長 

 やっぱりかかるってことですね。 

 他何かあれば、承りたいと思います。よろしいですか。なければ③平成２８年度高齢者医療特別会

計補正予算第２号専決処分について説明願います。主査。 

 

○町民生活G主査 

平成２８年度後期高齢者医療特別会計補正予算専決処分の概要について説明させていただきます。

議案の４ページをご覧ください。 

歳入の款から説明をさせていただきます。１款後期高齢者医療保険料、こちらにつきましては、補

正額８万１千円の増額ということです。現在までの後期高齢者医療保険料の収入状況から考えまして

も増額補正となっております。次に３款繰入金です。補正額２８万３千円の減額です。内容は保険料

の軽減の実績により決まる保険基盤安定繰入金が３６万６千円の増額事業の精査によります事務費

繰入金を６４万９千円の減額です。差引を行い補正額が２８万３千円の減額となっております。５款

の諸収入です。保険料の還付金等の実績により５万２千円の減額を行うというものです。補正額の収

入の総額が２５万４千円の減額という形になっています。 

下段の歳出に参ります。歳出はそれぞれの納付金関係各事業費等の精査によりまして減額補正を行

っています。１款総務費２７万９千円の減額です。一般管理費、それから徴収費の実績に基づく減額

となっています。２款の後期高齢者医療広域連合納付金７万６千円の増額です。保険料負担金は保険
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料の納付された分を後期高齢者医療広域連合の方に納付することとなっています。この実績に基づき

まして１２万３千円の増額です。また保険基盤安定負担金についても軽減額の実績により３６万円６

千円の増額、一方、広域連合に納付しています事務費負担金の確定により４１万３千円の減額でござ

います。３款諸支出金につきましても還付加算金等の実績により５万１千円の減額となっています。

総計で２５万４千円の減額を行い、現計予算から補正後の予算で６千５１７万７千円とするもので

す。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２８年度高齢者医療特別会計補正予算第２号専決処分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。全体を通して町民課何かあれば質疑を賜

りたいと思いますけど。よろしいですか。 

 

○町民課長 

 医療費の動向についてご説明させていただきます。 

 

○前中委員長 

 このレジュメですか。お願いします。主査。 

 

○町民生活G主査 

それでは別紙の資料をご覧ください。こちらのグラフの方になります。平成２８年度の国保会計に

よる保険給付費が減となっていました。このことに関わる平成２８年度の国民健康保険医療の給付の

状況についてご説明させていただきます。 

大きな額を占める療養給付費において、平成２７年度の月平均額３千７４５万４千円と比較する

と、平成２８年度の平均額で３千２８２万３千円と４６３万１千円ほど低くなりました。また平成２

６年度の３千３６０万円と比較すると７７万７千円ほど低い状況にありました。また、一番下にあり

ます高額療養費につきましては、平成２８年度の月平均額は４２３万６千円で平成２７年度の４４５

万円から２１万４千円低くなりました。平成２６年度の３２１万３千円に比較すると１０２万３千

円、３割以上高い結果でありました。平成２８年度の医療費の実績としては医療費総額では療養給付

費が減少していますが、高額医療費については減少が少額となっています。このことから、高額な治

療が少なかったことから医療費総額が減少したのかということで推測をしております。以上でありま

す。 

 

○前中委員長 

 ただいま手元のレジュメ２８年度国民健康保険事業の医療費の３年間の動向形態資料がございま

した。何か委員より質問があれば受けたいと思いますけども。よろしいですか。課長。 

 

○町民課長 

 最後に５月に予定されております臨時会におきまして、町民課関係の案件の提出につきましては、

４月１２日の委員会にご説明いたしました税関係の条例改正が専決承認が２件、それから本日説明い

たしました特別会計の２８年度補正予算に関する専決処分が２件であり、承認４件を提出する予定で
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ございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい。ご苦労様でした。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 その他で町民課の墓地管理関係って言いますか。管理者も町が主体でこれから管理していく。そう

いう中では賃借のされてない土地等については、きちっとした管理を町がしてかんとならん部分もあ

ると思うんです。それともう１点は、その墓地はあるんだけれども所在が確認できない、理者が解ら

ない。こういう問題を今後増やさないための対策というものもきちっと整理していかんとならんだろ

うし、あるいはどうかしたいというような要望が出てきたときにどういう形をしていくのか。合同墓

を町として設けていくようにするのか。最後避けて通れない死の問題から方向はいろいろあります

が、その墓地の部分に関しても時期が経てば経つほど難しくなってく部分もあると思うので、そのへ

ん整理をされて、今後委員会に提案をしていっていただきたいなとよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 今要望というかご意見のありました墓地の関係。こちらにつきまして例えば賃借されている区画の

管理の関係、それから所在不明者の調査の関係の部分につきまして、昨年度から戸籍等も含めて進め

ているところでございますが、なかなか難しい部分もあるということで進捗状況がちょっと遅いとい

う部分も確かにございます。そういったところの中でこういったものを増やさないという形の中で、

今後進めながら十分検討して進めてまいりたいと思っておりますので、またお話にもございましたが

合葬につきましても十分検討しまして、そういったものにつきまして進める場合については皆さんの

方にご提案しながら進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい、どうぞ。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今加藤委員の方から墓地の話が出たので、墓地管理組合っていうのがあるんですけどそこに管理等

を任せているっていうふうに思うんですけど、それに関して町は、条例等しっかり出来ているんです

か。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 墓地管理組合についての条例は特に定めていない状況になっています。墓地条例の中で管理者を置
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くという形の中で管理者を委嘱しておくという形の中では持っておりますが、墓地管理組合について

の条例は設けてはございません。 

 

○前中委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 墓地って非常にその難しい問題があろうと思うんですよ。先ほど加藤委員から言われたようにいな

くなった人とか連絡のつかない人、それから持っているけれども全く管理をしてない人とかいろんな

ことがあると思うんですけども、管理組合が全てやっているということに、町が土地を提供している

わけですから、町が全くそこに関与しないというのもおかしな話かなというふうに私思うんですけど

も、その辺今後町はどういうふうにやっていこうと思っているのか。そのへん解る範囲で良いので答

えられますか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 基本的に墓地の管理につきましては、町がやっているところでございまして、例えば共有部分です

とか未使用の区画の管理については、従前より町が行っております。ただ利用されている方々が組合

を設立されて、その設立の経緯というのは過去の話なので、私の方でどうだったってことははっきり

解りませんけども、設立をされて皆さんの使っている区画に対しては、皆さんで声を掛け合って管理

していこうという趣旨だったんではなかろうかと思っているところでございます。その中でやってき

ていますので基本的には全体としては町が管理していると。それと、今まではその墓地管理者という

方々を委嘱させていただいていましたので、年に１度なり墓地管理者の方々と組合の方々と１回集ま

って会議を開きまして、その中で情報交換等しながら管理の方法等についても話を一応していたとい

う形の中で進めていたということでございます。 

本年度から墓地管理者につきましては従来の仕事の部分が１０年ぐらい前から町が仕事を行って

いるものですから、なおかつ墓地管理者の方々についても高齢化されているという形の中で再度委嘱

するのが難しいといった形の中で、今回委嘱を解いて当面は町の方で対応していきたいという形の中

で委嘱を解いたところでございますが、そんな中で今までどおりの管理をしていくというのは、当然

町の方では考えているところでございましたし、その１戸の墓地の部分、こちらの方についてお声掛

けはいたしますが、従来のとおり墓地管理者管理組合が対応されていた部分がそのとおりやっていた

だけるっていう話は、また墓地管理組合とのお話し合いといった形なのかなというふうに考えてござ

います。答えにならなくて申し訳ないですが。 

 

○前中委員長 

 他に。 
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○加藤委員 

 整理がついてないということなので、少し整理をして、今後の在り方についての論議していただき

たい。１番大切なのは課長が今言われた管理者を置くことが出来るというやつを今年度から廃止しま

したと、その責任は町が十分にその管理ができますということなんで、できる体制をどういう形で行

おうとしているのか、先ほど言われたいろんな問題について整理をして、今後の運営のあり方につい

て提示をしていただきたいと思います。 

 

○町民課長 

 わかりました。 

 

○前中委員長 

 当町における墓地は５つありますけど、その維持管理、今後どのような方向で町がするのかという

のを細部にわたって決めていただきたい。それともう１点、近隣でも合葬墓、納骨塚とか隣りの小清

水でも現にもう設置されているっていう話もありますから、それらも含めて今後の中で検討していた

だければなと思います。 

 

○町民課長 

 十分検討した上でまたご報告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。ではご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは産業建設課所管の提案が１点ございます。提案の方説明願います。はい課長。 

 

○産業建設課長 

 それでは、産業建設課から強風によります農業施設の被害状況についてご報告させていただきま

す。 

去る４月１８日の低気圧通過に伴いまして、一部農業施設への風による被害が JAより報告されて

おりますのでご報告させていただきます。 

被害の状況につきましては１ページに記載しておりますが、夕方にかけて強まった強風によりまし

て農舎３棟、畜舎１棟、堆肥舎１棟、育苗ハウス１棟、ビニールハウス２棟が被害を受けており、関

係戸数は６戸となっております。写真を添付しております同じ方が所有します農舎１棟と堆肥舎１棟

につきましては、大きな被害となっておりますが、その他につきましては小規模と判断しております。 

２ページから４ページにつきましてはドコモ環境センサーによります上斜里・札弦・緑の気象デー

タとなっておりますが、いずれも午後６時ごろが風のピークとなっておりまして、中でも上斜里は２

７．１メートルを記録しております。被害施設の修理につきましては、まだ具体的に解りませんが、

一般的に共済や他の資金の検討になるものと考えています。 

続きまして、ただ今別冊でお配りしました資料は先の委員会でご説明させていただきました清里町

住生活基本計画が製本されたものとなっております。内容につきましては、昨年と今年の委員会にお
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きまして説明させていただいておりました通りであり、説明を省略させていただきますが、今一度ご

覧いただきたいと考えております。なおこの計画期間は平成３８年度までの１０年間となっておりま

すが５年を目途に状況に応じた見直しを行っていきたいと考えております。以上説明とさせていただ

きます。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま強風による農業施設被害の状況についての説明がございました。各員より何か質疑

があれば受けたいと思います。はい池下委員。 

 

○池下副委員長 

 農業被害ということで６戸ですか。町の中の被害は解らないんですか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○産業建設課長 

 町の中の被害というのは報告されていません。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。産業課でないんですけども、江南のデータっていうのは本町では取られ

てないんですか。 

 

○産業建設課長 

 この風等のデータは、以前はマメダスというのが町内６カ所ありまして、江南にございました。た

だ年数の経過で劣化してきまして、それで現在はこのドコモ環境センサーというので上斜里、札弦、

緑のデータしか取れない状況になっています。 

 

○前中委員長 

 わかりました。全体を通して産業建設課何かあれば何かございませんか。よろしいですか。はい。

それでは大変ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは大きな２、道内所管事務調査についてよろしくお願いいたします。 

 

○議会事務局長 

 平成２９年度の道内所管事務調査でございますが、別紙に記載の通り、日程が７月１２日から１４

日の３日間です。視察地が伊達市、江別市、当別町を予定しております。視察内容でございますが、

産業福祉常任委員会につきましては伊達市にコミュニティサービスについて。江別市において共生型

よるのみち、高齢者障害のある方との交流について。それから当別町において認定子ども園幼保型連

携認定子ども園について視察を予定で おりますので、 よろしくお願いいたします。 
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○前中委員長 

 何かございませんか。よろしいですか。 

 

○池下副委員長 

 これ２泊３日で行くんですけども全部回れます。日程的にきついんじゃないかと。 

 

○議会事務局長 

 ７月１２日ちょっと早いですが朝１便の飛行機で女満別発ちまして、千歳に９時半過ぎに到着する

予定です。その後バスで移動しまして伊達市の方に入りまして、伊達市でコミュニティサービスまた

総務文教常任委員会のコミュニティースクール等について視察しまして、その日はそのまま伊達市に

泊まります。そして翌日伊達の方から次の視察地であります江別市の方に２時間ちょっとかけて移動

する形になります。よるのみちでございますが、施設の営業時間が１０時から１７時となっておりま

すので、ちょっと迷惑になるかなと思いますので１０時半ごろめがけて行くような形になろうかとお

もいます。午前中、江別視察しましてその後当別の方に移動しまして昼食をとって当別町の地域バス

についてそれから認定子ども園についてを視察というような形になると思いますので、日程的には大

丈夫かなと思っています。 

 

○前中委員長 

 認定こども園の所管の当別の関係なんですけど、これはどちらで対応したら良い。 

 

○議会事務局長 

 社会福祉法人、福祉会の方に当別町の方と連絡してみないと解りませんが、社会福祉法人の方で細

かい話を聞くような形で一応考えていたのですが、ただ会場というか当別町の役場に行って話を聞き

ますので、また認定子ども園の方に押しかけて受け入れる場所が日中あるかどうかというのもありま

すのでそのへん協議して、もしよろしければ説明については当別町役場の方に来ていただくとか、で

その後生徒をとりあえずこんなことを打ち合わせしながら考えていきたいと思います。それで当別町

の視察終わりましたら札幌の方に１時間ほどかけて戻りまして宿泊という形をとりたいと思います。

で翌日につきましては前回の常任委員会にもお話しましたが江別の方で北海道消防操法大会の方を

視察していきます。 

 

○前中委員長 

 今僕質問したのは、所管をどこで担当するかということなんですよ。これ両方に委員会にかかって

いる、どっちでもいいんですけど。 

 

○議会事務局長 

 申し訳ありません。 

 

○前中委員長 

 江別のこれはケアハウス、またサロンなんですけどこれどういう施設。 
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○議会事務局長 

 障害者の方が御菓子やなんかを作って売るような施設であったり、子どもの方が放課後集まってき

て放課後の過ごし方について使用する施設であったり。 

 

○前中委員長 

 複合施設ですのでいろいろ。基本的に高齢者の施設ですよね。 

 

○加藤委員 

 それと日程最終的に札幌でということ、宿泊だったら江別最後にした方が良いような気がするし、

そのへん相手もあることなんで日程調整を。 

 

○議会事務局長 

 そのへん調整させていただきまして、伊達から進んでいきますと江別に行って当別形になるもので

すから、また視察先の方も決定を受けてこれから連絡しますので相手方の都合もありますので、その

へん調整させていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 事務局の方でその辺の時間は調整しながら。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。無いようなので、その他何かございましたら。はい。それでは産業常任委員会を

閉じたいと思います。大変ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第６回産業福祉常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時００分） 

 


