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第８回産業福祉常任委員会会議録 

平成２９年６月８日（木） 

    開 会   午前 ９時４８分 

    閉 会   午前１１時３１分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●保健福祉課 

  ①清里町ケアハウス条例の制定について 

  ②清里町認知症等高齢者ＳＯＳネットワーク事業について 

  ③平成２８年度「介護老人保健施設きよさと」の運営状況について 

 ●産業建設課 

  ①農業関連事業の実績について 

 ●焼酎醸造所 

  ①平成２８年度焼酎事業実績について 

 

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 
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○説明のため出席した者の職氏名 

 ■保健福祉課長       薗部  充    ■保健福祉課参与    長野 徹也 

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

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

 ■焼酎醸造所長       清水 俊行    ■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  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第８回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

 それでは第８回産業福祉常任委員会をただいまより開催いたします。 

大きな１、町からの協議報告事項について、まず最初に保健福祉課より提案説明がございます。は

い課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からは、３点についてご協議をいただきたいと思います。 

１つ目は清里町ケアハウス条例の制定につきまして、工事発注いたしまして建設主体、電気、設備工

事、それぞれ議会の承認をいただきまして、建設発注が整ったところです。ただ今は杭工事が行われ

ているというところです。それを受けまして条例を制定し、今後指定管理者の選考等を秋に向かって

進めて決定を進めていきたいと考えております。 

それから２点目につきましては、かねてより準備を進めてまいりました認知症等高齢者のＳＯＳネ

ットワーク。認知症等の高齢者が帰宅困難になったときに素早く情報提供を受けながら皆さんで捜索

をいただくものでございます。 

３番目につきましては平成２８年度の介護老人保健施設きよさとの状況について、ご報告をしたい

と思います。 

１点目につきましては長野参与から、２点目につきましては三浦主査から、３点目につきましては、

阿部総括主査からご説明を申し上げます。 

 

○前中委員長 

 それでは①清里町ケアハウス条例の制定について提案説明よろしくお願いいたします。はい、参与。 
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○保健福祉課参与 

 清里町ケアハウス条例の制定について、ご説明いたします。 

ケアハウスにつきましては、先月から建築工事が着工されているところでありますけれども設置に

係る基本的な事項を定めた条例案についてご説明いたします。 

それでは資料１ページから２ページの清里町ケアハウス条例案の概要という資料をご覧ください。

この資料に沿ってご説明いたします。なお条例案につきましては、３ページから５ページの後ろの方

にお付けしてございます。 

最初に、条文の構成についてです。第１条設置から第１５条委任まで全１５条の構成となっており

ます。 

続きまして、個別の条文の概要について順次説明してまいります。 

第１条設置、ケアハウスの設置目的について。家庭環境住宅事情等の理由により居宅において生活

することが困難な高齢者に日常生活上必要なサービスを提供することにより高齢者が健康で明るい

生活を送れるようにすることを目的として設置するものと定めております。 

次に第２条、名称、位置及び定員。名称はケアハウスきよさととしております。平仮名できよさと

という表記につきましては、老健と同じ付け方であり、町が設置する高齢者向けの施設として統一感

があります。何より町民の方に解りやすい名前をということを考えまして、このようにしたものであ

ります。位置につきましては、町内羽衣町３５から３９番地となっております。現状では３つの地盤

にまたがっております。定員については５０名としております。 

次に第３条、入居者の要件です。こちらではケアハウスに入居できる方の要件を列挙しております。

１つ目、自炊できない程度の身体機能の低下。または独立して生活するには不安が認められる者であ

って家族による援助が困難な者。２つ目、原則として６０歳以上の者。ただし夫婦による入居も認め

ておりますので、片方が６０歳以上であればその配偶者は６０歳未満でも可としております。３つ目、

日常生活を営むのに介助を必要としない者。これについては当初入居時点では要介護の方は想定して

いないということでございます。４つ目、共同生活に適用できる者。部屋は個室ということになって

おりますが、どうしても生活音等はしますし、また通路や食堂、浴室は共同でありまして、要件とし

て必要と考えるものであります。５つ目、所定の利用料その他の費用を負担できる者。６つ目、確実

な保証能力を有する身元引受人を立てられる者。この身元引受人につきましては支払いの保障だけで

はなく、退去の際の身元引き受けですとか亡くなった場合の身柄とか遺品の引き受け役の金品の処理

等も含め必要であると考えるものであります。 

次に第４条、入居の承認。入居する者はあらかじめ町長の承認が必要。承認にあたっては別途定め

る選考委員会による審査を経るとしております。 

次に、第５条、入居の取り消し。入居者が入居要件を満たさない場合、町長は入居許可を取り消し、

退去を命じることが出来るとしております。該当する場合の詳細につきましては規則等で定めること

を考えておりますが、例といたしましては虚偽の届け出で入居許可を得ていた場合、正当な理由がな

く滞納があった場合、あるいは共同生活の秩序を著しく乱す場合などを想定しております。１ページ

めくっていただきまして２ページ目です。 

第６条、利用料等。まず、利用者の利用料納入義務について規定をしております。利用料につきま

しては別に定めるというふうに記載しておりまして、これは規則で定めることを想定しております。

３番目、特別なサービスに要する費用等は利用者の負担としております。これにつきましては外部の
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介護サービスの利用について想定した規定でございます。 

次に第７条、利用料等の減免または猶予。災害等入居者の責めに帰すべき事由によらず施設の全部

または一部を使用できない時、特別な事情または特別の事情があると認められるときが減免または猶

予となってございます。その減免猶予の期間及び割合につきましては町長が定めることとしておりま

す。 

次に第８条、利用料等の還付。これにつきましては既に納めている利用料の還付についてです。条

件につきましては第７条と同じように災害等ですとかそういったことを想定してございます。 

次に、第９条、入居権の譲渡禁止。入居権につきましては、譲渡または転貸を禁止するとしており

ます。 

次に第１０条、損害賠償。故意または重大な過失により、施設設備及び備品等に損害を与えた時、

その損害の賠償または原状回復する義務について規定をしております。 

次に、第１１条、原状回復。施設の利用終了もしくは退去を命じられたとき、直ちにその利用に係

る施設設備を原状に回復する義務について規定しております。 

次に第１２条、職員。こちらでは、施設に必要な職員を置くとしておりまして、詳細は規則で定め

ることを想定してございます。 

次に第１３条、指定管理者による管理等施設の運営管理上、町長が必要があると認めるときは、指

定管理者に施設の管理を行わせることができるとしております。指定管理者の指定の手続及びケアハ

ウスの管理に関して、必要な事項については、この条例の他、清里町公の施設に係る指定管理者の指

定手続き等に関する条例の規定によるとしております。利用料及び介護保険介護報酬等を除いて指定

管理者の収入として収受させるとしております。これは老健と同じ形での手法を考えております。 

次に第１４条、指定管理者が行う業務。指定管理者は、ケアハウスを常に良好な状態で管理し、設

置目的に応じて最も効果的に運営することを原則として、次の業務を行うとしております。１つ目、

入居者に関すること。２つ目、入居者の利用料等の徴収に関する業務。３つ目、施設及び設備の維持

管理に関すること。４つ目、その他町長が必要と認める業務としております。 

最後第１５条、委任。条例で定めるものの他、必要な事項は規則で定めるとしております。 

条例概要についての説明は以上でありますけれども、条例につきましては冒頭申し上げましたとお

り基本的な内容を定めるものでありまして、さらに詳細な内容につきましては第１５条で規定すると

おり規則で定める他、より細かい内容につきましては、入居に係る契約書ですとか入居者心得などで

定めることを想定しております。説明は以上です。 

 

○前中委員長 

 ただ今、清里町ケアハウス条例の制定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。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 入居者の要件という中で原則６０歳以上、６０歳以上の配偶者と入居する者、配偶者と一緒に入居

する場合、配偶者の食事だとかその辺が非常に困難であるという方が夫婦で入りたいっていうのは、

例えば奥さんの方が、今食事の２人分が難しいよといったときに１人は何とか出来る。でも２人は出

来ないといったときには、夫婦で入れるんでしょうか。 
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○前中委員長 

 はい。参与で良いですか。 

 

○保健福祉課参与 

 ご希望すればというところですね。とりあえず私は大丈夫だけども、御主人の方だけ入りたいとい

う場合もあるでしょうし、御夫婦で入りたいという場合もあるというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 ２人のうち１人は何とか生活はできるよ。でも２人の面倒は１人で出来ないという時は、２人はオ

ッケーですよということで理解して良いですか。わかりました。 

 

○前中委員長 

 他に何か。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 入居の要件ということになろうかなと思うんですけども、例えば入るときに普通の賃貸のマンショ

ンだと保証金というんですか敷金というんですか、そういうものが発生するんですけど、この施設に

関してはそういうことは一切ないというふうに捉えて良いんですか。 

 

○前中委員長 

 はい。参与。 

 

○保健福祉課参与 

 考えておりません。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 それと定員が５０名なんですけども、これに関しては清里町民が優先的に入れるのかどうなのか。

そのへんはどうですか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 当初の募集におきましては、当然ながら清里町民の方に限定をして、当初募集をしていきたいとい
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うふうに考えております。その上で余裕がある場合において、町外の方もというふうに考えておりま

す。その後につきましては、随時入居申し込みは受けてつけていく形にはなろうかと思いますが、当

然ながら清里町の施設という考え方で運営を考えております。 

 

○池下副委員長 

 わかりました。 

 

○前中委員長 

 他に。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ちょっと今答弁の中で再確認なんですけども、広域という形があったとしても当初の募集は清里町

内に先に優先的にということが可能だということなんですね。 

 

○前中委員長 

はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 そのように考えております。 

 

○前中委員長 

はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 するともう一点、河口からお話があった、片方は大丈夫だけどって言った時のケース・バイ・ケー

スの中で、その６０歳に満たない夫であったり、奥さんであったりという方が６０に満たっていない

で片方はその６５以上で良いですよと言うとき、この場合の考え方も同じようにＯＫということの判

断で良いんですか。 

 

○前中委員長 

 はい参与。 

 

○保健福祉課参与 

 入られる方の方が、もしお一人の場合は、その方が６０歳未満ではないということですよね。御夫

婦で入られる場合は、片方が６０歳以上であれば良いですし、答弁したとおり奥さんの方だけ入りま

す、旦那さんの方だけ入りますという方が６０歳未満の場合は対象とはなりません。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい伊藤委員。 

 



 

- 7 - 

○伊藤委員 

 私も先ほどの河口委員の質問の答弁に対する確認なんですけども、御夫婦で片方が身体能力低下と

かしています。連れ添いさんはなんでもないという場合も入れるんですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ご主人が６０歳を越えていて、この方はもう身体能力の低下があってご飯作れない。奥さんは身体

能力自分のことはできるけど、旦那さんのことまでは出来ないわとなると、これが家族による援助が

困難なレベルといったわけですから、そこで夫婦で入りたいと言えばそれはお受けしますよという、

参与からご説明した当然ながら一緒に入りたくないということであれば、ご主人は入れるけど他は入

れないということなります。 

 

○前中委員長 

 はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ちょっと突き詰めた質問になるんですが、今おっしゃられる形だと配偶者、連れ添いさんが自分の

ことはできるけど相方のことはできないという、どういう基準になるんですか。そこを言われた場合

に選定する側としてはどこを基準にとるんですか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 生活の実態を見てみないと、明確に何か文言で線を引くってことは難しいでしょうけども、やっぱ

り現実に出来ないということが前提になりますから、ご主人の栄養状態が悪いだとかこのレベルにな

りますと、地域包括支援センターあたりでの包括的な支援を受けなくちゃいけないような状況の中で

あぶりだされると言いますか、明らかになるものと思います。ただ一般的にはお２人でいれば何とか

なりますしというふうには考えています。 

レアケースではないかなというふうには考えておりますが、それはもう実態を見ながら生活ができ

ない人を救っていかなくちゃいけないというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに池下委員。 

 

○池下副委員長 

 もう１点聞きたいんですけども、このケアハウスというのは要介護であると入れないということな

ので、要支援ということなんでしょうけど、そうなるとそこそこ元気な人がいっぱいいるのかなとい
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うふうには思うんですよ。だけど、寂しいし、しゃべる相手もいないしとかっていう方が入りたいっ

て言った場合は、入れていかなきゃならないのかなというふうに思うんですが。 

例えばこういうケースが考えられると思うんですが、入ってからちょっと仕事をしたいとかそうい

う方はどういうふうにして考えていますか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 就労の形態にもいろいろあると思います。食事の準備ができない、お風呂はなかなかできないとい

う方でも就労ができるケースというのはあると思いますので、一概に就労ができればだめだよとして

しまうと、この施設の目的は達せれないと思いますので、それはまたレアケースだと思いますけれど

も、やはりいろんな仕事の仕方はあると思いますので、仕事を持っているから、仕事ができるから、

これに該当しないよってことではないと思います。仕事しているけれども栄養状態が悪いとなれば御

飯を提供する。お１人ということでしょうけども、考えていかなければいけないとは思います。 

ただなかなか考えにくいケースではないのかなと。当然ながらそういう方よりも先に施設に入って

いただくべき方の方が多くいるだろうというふうには考えてございます。 

 

○前中委員長 

はい池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今質問したのは稀なケースなのかなというふうに思うんですが、例えばうちの町にあるシルバーセ

ンターあたりでしたら、冬の期間がほとんど仕事がない、夏の期間だけあるというふうな状況になっ

た時にケアハウスに入りながら月に何日間か仕事をしながらというふうに考えている方もいるかも

しれないので、そこら辺はできる前からしっかりと決めておいた方が良いのかなと思うので、そこら

へんをちょっと聞きたかったんですけど。 

 

○前中委員長 

 はい。課長。 

 

○保健福祉課長 

 まさにおっしゃるケースであれば当然あるんではないかなと思います。あの軽い作業であれば当然

ながら何て言うんでしょう、シルバーセンターの趣旨からしても社会との関わりの中で時間を見つけ

ていく。決して生活の糧を得るために働くわけではないわけですから。自分の能力の中でこれまで培

ってきた経験や技術を活かしていくということであれば、ケアハウスがそれをもって要件外だよとす

るのは、やはりおかしな話でしょうから、そこのところは特段問題にあるところではないのかなとい

うふうには感じていますけど、ただ大前提としては一人ではいられないよという人のところは譲れな

いわけで当然あると思われます。 

副委員長おっしゃるケースもあるというふうに考えております。 
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○池下副委員長 

 わかりました。 

 

○前中委員長 

 他に。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ちょっと整理をしておいた方が良い部分が、ケアハウスは、健全な高齢者の中で元気な人が入る場

所ですよという表現でスタートしているので、要綱の部分の中で、身体介護が必要になる人を優先す

る、その意味合いも分かりますが、最初建てようとした説明の中とニュアンスが変わってきているの

で、微妙な部分があるんだろうと思いますが、そのへんきちっと整理されておいた方が良いと思いま

すので。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 今言ったのは対象者ではないということじゃないところをご理解いただきたいと思います。当然な

がら、待ち行列ができますので、そこに優先順位というところがあるだろうなということでご理解い

ただきたいと思います。 

ですから私が言いたかったのは対象者ですよと。働けるから排除するものではないですよというこ

とですのでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。勝又議員。 

 

○勝又委員 

 １点だけなんですけど良いですか。家庭環境等住宅事情等の理由により、という部分でのその住宅

事情における、その要件というのは特に定めたものがないんですけど。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 住宅事情と言いますか、住まいというところでの大きな意味の住宅事情というふうに捉えていただ

いたら良いかな。ですから、冬は除雪が困難であったりだとか、住宅が町から遠くて買い物が困難だ

とか、住宅という言葉が出てきて直接的な住まいということもあるでしょうけど、広い意味で捉えて

いただいたら良いかなと思います。具体的に住宅を持っているからだめだとかそんなことには決して

なりませんので。 
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○前中委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 こういうケースはどうなんでしょう。例えば５０名が募集定員ですけども、あまり入居がないとい

うことになったとき、例えば半数ぐらいしか入ってないとか、３０名程度しか入ってないといったと

きに原則６０歳という例えば５７歳とか、５８歳の人で入居を希望された場合、どういうふうに考え

ているのかなというふうに思いますけども。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 法令等におきましてケアハウスというのは提起されておりますので、６０歳というのはそれによる

提起でありますので、それを下げることはできません。ケアハウスでなくなってしまうということで

ご理解をいただきたい。 

 

○池下副委員長 

 わかりました。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。 

私の方から何点か。今後、この条例の他に細目に関しては規則を設けるということなんですけども、

これは時系列的に今後どのようなタイムスケジュールで考えるのか。 

それと入居要件における審議委員会と言うか、選考委員その構成要件も後に定めるように謳っては

いるんですけど、大まかな形でどのように検討しているのか。 

それと管理費という考えの中で就労するときは大丈夫かという意見も出たんですけども、管理費は

所得制限という所得に応じた管理費用の設定はされているから、そういう形で徴収可能かなと思うん

ですけども、利用料において民間であれば一括徴収だとか分割徴収、月々の支払いでなくて、多用途

にわたった徴収方法があるんですけども、この辺の検討は今後するのかしないのか。３つぐらいの話

したんですけど。 

 

○保健福祉課長 

 はい。詳細につきましては社会福祉協議会が今指定管理の候補者となってございますので、こちら

と一緒につくり上げていきたいというふうに考えています。 

若干本来の話と外れますけど、実はあの社会福祉協議会が社会福祉法の改正がございまして、組織

が今ちょうど変わっているところになります。この２９年度スタートをもちまして、例えば評議委員

だとか理事だとか幹事だとか選任解任するのが、別途選考委員も定めてやらなくちゃいけないという

ような大きな法改正がありまして、実は理事につきましても法改正がなければ来年まで任期があった
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ものが、この６月で一旦全員解任で、新たに理事が選任されると評議委員会を経て決定をされると。

さらには役員選考を理事会の中で行っていく。まずはこの６月に行われようとしているところなもん

ですから、新たな体制の中でそのへんについては整理をしていきたい。 

当初、工期が１年で来春にはでき上がるというようなところでは、この指定管理の徹底、例えば６

月の議会で条例制定をいただいた上で追加承認をいただくとかそういうタイトなスケジュールのこ

とも考えていたところではありますけども、２カ年に延びたことと、この制度改正が重なってしまっ

たものですから、このタイミングではなかなか難しいということで、指定管理についても９月の議会

に御提案を申し上げていきたいということで、新体制の中で細かなところを御説明しながら進めてま

いりたいと思っております。指定管理者の正式な決定を待ってやろうというふうに思っておりません

けど、体制が変わったタイミングでまた進めていきたいなというふうに思っておりますので、規則に

ついては、後程またご協議をさせていただきたいと思います。 

それから選考委員会の考え方ですけれども、選考委員のイメージとしては、選考できるだけの技術

的な知識等もなくて選考することにはならないと思いますので、ある程度知識のある方を内部外部あ

わせてというふうに考えてイメージしています。もちろん、社会福祉協議会とも相談をしていきたい

とは思っていますが、ですから例えば介護保険施設、老健、特養、介護等も含めてですけど一般的に

はそこでは、当然ながら選考委員会を経て決定をするんですが、それは内部の施設内部の多職種でや

りますね。老健でやれば医師、看護師、介護士それからケアマネジャー等の中の多職種の中で揉んで

決定をしていく、でも施設内部ですよということです。 

ケアハウスについては、施設のものも当然入らないといけないと思いますけども、外部の方も入れ

た上で決定をしてくと。それから申し込みがあったところで当然ながら施設の中で条例等の対象者要

件に合致するかどうかは、当然ながら審査がされるわけですけど、それを経た上でこの委員会で間違

いなく該当する方ですよとあるいは当然ながら順番をテーブル上に登録されていると思いますが、場

合によっては、その人の状況を見て、そのテーブルの回る順番も調整をかけるということになろうか

なと今のところ考えております。 

その上で退去者が出たときには優先順位の高い順からお声かけをすると。こういった施設の例では

私は入りたいわと手を挙げたからといって必ず入りますということにはならないケースも多くある

のかなと。もうちょっと頑張りたいわとか状況が変わりましたわということもあるやもしれない。こ

れは介護保険施設にはよくあることなんですけども。そういうこともあるのかなと、当然ながら選考

委員会の中で承認をいただいた順番の中から声掛けをしていくと。こういうイメージでもってルール

をつくっていきたいということで、今後相談をしながらというふうに御理解をいただきたいと思いま

す。 

それから利用料については月額の利用料になってございますので、これを分割するというのは基本

的にないだろうというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 解りました。ちょっとその中の関連もう一つ何点かあるんですけども、管理料の中でどうしてもＮ

ＨＫの受信料だとか、そういう部分も発生してくるのかなと思うんですけど、それは発生しますよね。

課長。 
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○保健福祉課長 

 あくまでもＮＨＫの規定ですけれども、社会福祉施設の利用者については、徴収料金は免除という

ことになっておりますので。 

 

○前中委員長 

 間違いないですか。 

 

○保健福祉課長 

 その規定ですから、それは間違いない。 

 

○前中委員長 

 解りました。全体を通して条例の中のことですけど、まだ細目規則等がまだはっきりしてませんで、

また委員会にその旨の決定がなった段階でまた質疑を受けたいと。河口委員。 

 

○河口委員 

 入られた時にそこが世帯主として入るということ。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 そこが住居で、利用者そのものが世帯主になります。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい。 

それでは、②清里町認知症等高齢者ＳＯＳネットワーク事業について提案説明よろしくお願いいた

します。はい主査。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

私の方から、清里町認知症等高齢者ＳＯＳネットワーク事業についてご説明させていただきます。 

資料の６ページをお開きください。清里町認知症等ＳＯＳネットワークの概要となっております。

資料に沿って説明いたします。 

１．目的。認知症等により徘回のおそれのある高齢者が行方不明になった場合に対象者を早期に発

見保護ができるよう各関係機関や地域との連絡体制を構築し、認知症等高齢者やその家族が地域

において安心して生活ができるよう支援することを目的とします。 

２．実施主体。実施主体は清里町とします。事務局を、清里町地域包括支援センターにおきます。 

３．対象者。町内に住所を有するおおむね６５歳以上の者であって、徘回により所在不明になるお

それのある者とします。 

４．ＳＯＳネットワークの事業内容。（１）通常時①認知症等高齢者を把握する②事前登録届の保

護者等への説明と受理、台帳整理③各事業者への協力依頼と登録④協力事業者との連絡体制の構
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築⑤連絡会議の開催となっておりまして、この中の①と②の業務につきましては、既に徘回対策

として地域包括支援センターにおきまして通常業務の中で取り組んでおります。認知症の方の状

況を定期的に把握し、確認し、行方不明等の事案発生の可能性が高くなってきた場合に御家族へ

書面にて情報提供の同意をいただき、事前登録を行っています。またお知らせメールについては

今後活用できるよう、関係部署と調整を図ってまいります。③から⑤の協力事業者への協力依頼

や連絡体制の構築部分につきましては、今後各事業所等へ個別に依頼を行い、情報提供の方法な

どを取りまとめ、取り組みを進めていきます。 

また事案が発生した場合の捜索活動は警察が行うものであり、この事業での協力依頼というの

は御家族等へ同意を得た上で事業所の通常業務の範囲内で行方不明の方を見かけたなどの情報

がありましたら地域包括支援センターに情報を提供していただくものであります。 

次に（２）行方不明時の捜索依頼と対応。行方不明時の事案が発生した場合の捜索依頼と対応

の方法についてご説明いたします。①の捜索の依頼についてですが、家族等から地域包括支援セ

ンターに捜索依頼があった場合は、初期対応として状況を確認し、緊急捜索が必要と判断した場

合には、警察に通報し協力依頼書に基づき、協力事業者へ捜査協力を依頼します。また警察から

捜査協力の依頼があった場合には、捜索依頼書に基づき捜索の協力を行い、協力事業者へ捜査協

力を依頼します。②の消防分署への連絡となっておりますけれども対象者発見時の緊急搬送に備

えて捜索情報の提供を行います。③の捜索時の連絡調整、解除連絡については関係機関への連絡

調整と対象者が発見された際の協力事業所への解除連絡を行う内容です。次に７ページをお開き

ください。 

５．協力事業者等。となっておりまして、今後ＳＯＳネットワークの協力を依頼する協力事業所の一

覧となっています。この一覧の中の５段目、各新聞店から８段目の観光協会まではほとんどが商

工会の会員となっております。商工会自体の加盟についてもご依頼いたしますが、各事業所には

個別に協力事業所の御案内をする予定でいます。また自治会連合会や清里分署等の関係組織につ

いても説明を行い、協力していただけるよう取り組みを進めていきます。 

６．協力事業者の役割についてです。協力事業者については先ほども御説明いたしましたが、通常業

務内での捜索活動への協力ということで、例えば事案が発生した時にこちらから提供した情報内

容と合致する方がお店の前を歩いていたなど、そのような情報提供や対象者を発見した場合の連

絡をお願いするものです。また、協力事業者については、年に１、２回程度の会議を行う予定で

す。民生児童委員、自治会連合会についてはＳＯＳネットワークの普及啓発や地域包括支援セン

ターへの情報提供を役割としてお願いいたします。消防清里分署は状態により救急搬送警察署に

ついては捜索活動の主体として一連の業務が役割となります。 

８ページをお開きください。清里町認知症等高齢者ＳＯＳネットワークの行方不明事案発生時

のフローチャートを図でお示ししたものです。基本は家族からの捜索依頼や相談により始まりま

すが、近隣市町村の住民が行方不明になった場合、他町村のＳＯＳネットワーク事務局からの依

頼があることも想定されます。相談依頼は、事務局である地域包括支援センターに入り捜索活動

の主体である警察署との連携のもと必要であれば協力事業所へ情報提供の依頼を行います。 

このフローの最後の方ですけれども、行方不明者が発見された場合は、情報提供を行った協力

事業所すべてに解除通知を行い、捜索活動の終了を周知いたします。９ページをご覧ください。 

清里町ＳＯＳネットワーク事業要綱について御説明いたします。第１条の事業の目的から第４

条の事業の対象者までは概要でご説明いたしましたので、割愛いたします。 
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第５条は、対象者の事前登録と廃止について定めています。認知症により所在不明になる可能

性のある方については、あらかじめ地域包括支援センターでＳＯＳネットワーク事業の説明を行

い、情報提供の同意を得た上で台帳への事前登録を進め、事案発生時にスムーズに行動できる準

備をいたします。１０ページをお開きください。 

第６条は、協力事業者の登録と廃止、役割について定めています。ＳＯＳネットワーク事業の

趣旨に賛同いただき、登録申請書の提出があった事業所を協力事業所として登録し、ネットワー

クを構築していきます。 

第７条は、捜索協力の依頼について定めています。事案発生により協力事業所等に情報提供す

る場合は、必ず捜索協力依頼書により家族等の同意を得て情報提供いたします。 

第８条は捜索協力の解除について定めています。 

第９条は、連絡会議の設置について定めています。 

第１０条は守秘義務について定めています。 

第１１条は、その他必要な事項について町長が定めることを規定しています。 

附則で、この要綱を平成２９年６月１５日から施行することを定めています。以上で説明を終わ

ります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま清里町認知症等高齢者ＳＯＳネットワーク事業についての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。はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 非常に大事な取り組みだとは思うんですけども、協力事業者の中で、例えば宅配業者ですとか移動

販売やっている方ですとか、そういう方々にも協力業者としてお手伝いいただけると、よりもっと有

効にＳＯＳネットワークというのが動くんじゃないかというふうに思うんですけども。そのへんの関

係はどうなんでしょう。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 協力事業者については、商工会をもう既に根回しはさせていただいておりますけど、商工会の方に

も御相談をさせていただいています。商工会の会員の方については個別には御案内しますけれども、

今皆さん漏れはなくと。それからあくまでもここにＳＯＳ、この７ページの５の通りにということで

はなくて、有効に機能するように私たちに想定漏れがあるということであればもちろん広げていきた

いとも思っております。 

一番大切なところは、こういった事業者の皆さんに自らの事業を置いといて捜索をしてくれという

ことではなくて、自分たちの業務の中で見たもの・聞いたもの。この辺の情報提供、目の前に対象者

がいれば、声かけ保護をお願いしたいというようなことですので、負担をかけるものではないので御

理解をいただいて、協力いただけるものというふうに考えております。以上です。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 重ねてになりますけども、例えば宅配業者いろんなクロネコさんだとかいろんな宅配業者がありま

すけども、そういう業者さん、あとはトドックですとか、そういう移動販売で町内をぐるぐるまわっ

ている業者さんとかに協力お願いするというのは何かしらのハードルはあるんでしょうか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 コープさっぽろについては協定が既に結ばれていますので、そういう情報は入ってきます。その情

報をこの中で活用していくことになると思いますが、それ以外のところは気づいたところは多分情報

はくれます。ただお願いするとなると協定を結ぶとか大きな事業所、法人についてはそういう手続も

必要になってくると思いますので、それについて今後事業者に相談をしながらやっていきたいと思い

ます。御理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の協力業者等の案のところをみているんですが、これでいくと町内はなんとなく解るんですけ

ど、今の堀川さんの意見じゃないですけども、郊外もあり得る話ですよね。それに対する対応とかと

いうのは、例えばこの清里農業協同組合に協力業者になってもらって、その清里町農協から組合員と

畑とかにいるような郊外の方々にもいくようなというイメージを持っているものなのか、ちょっとお

聞かせ願いたいんですが。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず、町外事業者のところですが、今堀川委員に対しては大手事業者のイメージでお答えしました。

町外のところについては８ページのイメージ図の家族等の１番最初の右方のところに、他町村ＳＯＳ

ネットワークというのがあります。これが逆に清里町のＳＯＳネットワークで、町外にお願いすると

いうことができますので、そうすれば、町外の方の近隣町村の方にも清里町で認知症等の高齢者が戻

られるやつが戻ってこなくなったということでお願いすることができますので、一般的なその町外対

応ということはそれで十分なのかなと。 

それから農協組合の方のイメージですけども、農協は事業者さんの捉え方で組合員さんまでという

ふうには私たちは今のところは考えておりません。なかなか皆さんに正しい情報をお伝えするところ
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というのは、難しいかなと。もちろん町民の皆さん全員がご同意いただいて、皆が情報を共有してで

きるのが理想ではありますが、なかなかそこまでは難しいかなと。ここでの農協というのは農協の事

業所というイメージで捉えています。 

 

○前中委員長 

 はい。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 たぶん今僕の質問の仕方が悪かったのかなとちょっと思っているんですが、町外っていうことでな

く、郊外の場合には、これが完璧なものではないということも重々解っているんですが、これだけで

はたぶん郊外に関してはなかなかこれが機能していかないんじゃないかなとイメージがあるんです

が、その点でどのように考えているのかお聞かせください。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 郊外の方でもそういう対象者は当然いらっしゃいますけれども、そのへんにつきましては、地域の

民生委員さん地区担当もいらっしゃいますし、ここで農家の皆さんにとなるとなかなか今良好な方法

は思いついていません。ですから農協イコール農業者の皆さん全部というイメージは持っていないと

ころです。 

ただ伊藤委員おっしゃるとおりで、郊外の対象者が郊外でいなくなったら、当然ながら人目につく

機会も少ないですし、そこに住んでいて働いていらっしゃる方に協力をいただくことは有効であるこ

とは当然そうだとは思いますけど、今のところそこのところまでイメージできていません。検討させ

てください。 

 

○前中委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 検討していただけるということで、ちょっと安心しているんですけど、たぶんそういうものも含め

た上で農家だけではなく、先ほどからおっしゃっている例えば宅配ですとか農家以外の方でも郊外に

仕事を持たれるような方もおられると思うので、その辺も検討の中に入れていただいて、今後進めて

いただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ちょっと視点違うんですけど、このネットワークっていうのは９ページにも出ていますけど、認知
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症等高齢者の把握、それから認知症の高齢者の事前登録でうちの町だとそんなに何１０人にも何１０

０人もということはなかなか無いのかなというふうに思うんですけども、高齢者になると、例えばス

マホとかそういうのを持っている方はほとんどいないというふうには認識するんですけれども、町が

そういうふうに把握した中で認知症の方が登録した段階でその登録者の例えば靴とかそういうもの

に電波を発信するものをつける案は町としては出なかったのかなというふうに思うんですけど、そこ

ら辺どうですか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 ＧＰＳの普及とともにそういったモバイルの普及とともに実はそういう商品を出しているところ

もございます。ですからそれなりの費用を投下すれば仕組みとして整えられないことはないと思いま

すが、ただ、いろんな課題がありまして一番はその認知症の方が発信装置をちゃんと身につけてくれ

るか。そういうことが課題だったから靴というところに今は行き着いているようですけど、必ず靴を

履くのかというところもありますし、そこにかなり大きな投資が必要です。随分お金がかかります。 

売り込みは結構来ていますので、承知してないわけではないんですが、例えばその何１０人にも何

１００人もいないだろうとおっしゃっていただきましたが、まさにそのとおりでありまして、冒頭三

浦主査の方からすでに地域包括支援センターの方で登録台帳整理をしているんだという話がありま

した。ついこの間までは２名ほどの登録があったんですけど、それ以前にはもうちょっといたんです

けど転出入院等により今はゼロになりました。 

それから今地域包括支援センターの方では、今後登録が必要だと思われる方をリストアップを４件

ほどしていて、当然ながら家族、本人が理解できれば家族なりの同意がなければ外に向かって情報を

出してしまうわけですから、できないことでありますので、今４人ほどは今後家族等の同意を得て登

録をしたい。さらにもう１人この登録リストに追加をしなければならないという方が今来ているとい

うようなことで随時行っています。 

ただ数は少ない中で先進的な取り組みとしては、事例もあるし売り込みもあるようですけど、まだ

そこまで踏み切れない。１００万～２００万のレベルではなく投資も必要になりますので、その辺の

ところは今後状況をみながら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 

 はい池下委員。 

 

○池下副委員長 

 認知症の方も外へ出られるときは必ず自分の靴を履くだろうなというふうに思っていたんで、出来

ればこういうものがあって徘回しているときに電波を発信するということが可能であれば、そんなに

苦労しないで見つけられるのかなというふうには思っていたので、現段階でゼロということで、今後

どういうふうな推移になっていくのか解らないけども、極端に言うと課長が言うように経費が相当か

かることなんですけども、じゃあ一体どのぐらいかかるのかなというのも調べてみる値はあるかなと

は思うんですけど。 
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とりあえず、今このネットワークからっていうことであれば、別にそれ以上私も求めはしないし、

１度を調べるだけの価値はあるんじゃないかなというふうには思ったので。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 業者からの紹介はきておりますので、承知してないわけではございません。それは担当者の方は話

も聞いていますし、十分承知しております。それ以外の事業所となると、先進事例ということでいろ

んなところから情報は入ってきていますし、承知はしております。 

それから認知症を理由に、徘徊している方を常に監視するものではないです。そこは誤解が無いよ

うにしておきたいなと思います。もちろん理解されていると思いますけど、この機会ですので認知の

方がいわゆる散歩をしている。散歩レベルもあれば徘回レベルもあると思います。でも徘徊であって

も戻って来れれば問題はないわけで。これは帰宅困難になった時のということで。 

例えば徘徊そのものをできれば止めない方が良いと思うんです。目的があってやっているところで

ストレスの発散にもなるし、運動の低下の防止にもなるし、そんなことがありますので、ただこの機

会ですから皆さんにお願いしておきたいのは、あの人はいつも歩きまわっているな、どこの誰だなと

ちょっと気にかけておいていただければなと。行動パターンというのはだいたい固まりますので、そ

こから手をつけるというのがやっぱり早期発見にもつながりますので、清里の方みなさん気にかけて

いただいているんで、それによって、これまで大事には至っていないというところでありますけども、

これを機会により一層みなさんに関心を持ってもらって、みんなで緩やかに見守る、この認知症ＳＯ

Ｓネットワークをやることで徘徊も含めて、認知症に対する誤解は無いように、こういった会議の中

で、第１回の会議の中で約束はできませんけど、担当者の方としては認知症サポーター講座を開いて、

まずは皆さんに理解も深めていただこうということも考えてございます。以上です。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。参考までに、実は私の親族ですけど、他町村ＳＯＳネットワークの関係

なんですけども、認知症で行政区を超えてたまたま保護したんですね。その時間が夜中だったと。結

局は署にも通報はしたんですけども、そこに宿泊せざるを得ない。管轄の署では問題ないですけども、

管轄外の連携、同じ署と言えども、網走管内斜里署もあれば網走署もある。そういう実態の中の連携

と言うのが、その人の話によると次の日になって、その保護者が引き取りに来たという話を４月に聞

いたばっかりなもんですから。そこら辺の他町村ネットワークをどれだけ設立されているか、今説明

なかったんですけども、連携がしっかりとれているのかどうなのか。そこら辺はやはり今後とも十分

連携をとっていただきたいなとは思ってはいるんですけど。そういう会議は今までありますでしょう

かね。 

 

○保健福祉課長 

 網走地域徘徊見守りＳＯＳネットワーク連絡会議というのが組織されておりまして、それぞれの市

町村にＳＯＳネットワーク、うちは実は遅れている方だったんですけども、立ち上がっているところ、
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立ちあがっていないところありますから、そういうところがあっても無くても担当者集めて情報共有

をしながら、だからこそ先ほど言いました他町村のＳＯＳネットワークから、情報提供依をいただく

ということもあります。うちからお願いすることもあるということででき上がっていくと思います。 

それから具体的な保護は誰がするのかというような役割分担そのものについてはそこまでのとこ

ろはありません。ケース・バイ・ケースですし、実はじゃあ清里町で保護した時に保護する義務があ

るかとか法的な話になってくると複雑な話はいっぱい出てきます。警察においてもそうですし、警察

は警察のルールの中でやらなくちゃ。ただ捨てておくことはできないので、その中でできる最善の方

法をとっていくとは思われますけどね。当然ながら家族に迎えに来てもらう。 

 

○前中委員長 

 町内に限ってあればそういう形では可能かもしれませんけど。他町村になってきたときの問題とい

うのが。 

 

○保健福祉課長 

 どこの町においても、いろいろなそのときどきの置かれた状況ってあると思います。家族がいなか

ったらどうするんだ、家族の方も通報できないこともあるかもしれないので、当然ながらすぐに迎え

に来てもらうのが当然だとは思いますけども、そのとき捨てておくのかとそんなことにはならないと

思います。ただ、そのときにどこに義務があるのかとそういう話になっていくと法的な整備の話にな

ってきますので、ここはまだまだ曖昧なところです。 

はっきり言いまして、よその町の方の保護は市町村に義務があるのかというと、それはあるのかな

いのか微妙なところです。古くからある法令もあったりとか、いろんなものを引っ張り出しながら人

道的に保護をしていくしかないのかなというふうには思っております。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。それでは③平成２８年度介護老人保健施設きよさとの運営状況について

説明、統括主査。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

それでは１２ページ最後のページになりますが、２８年度の介護老人保健施設きよさと運営状況と

いうことで御説明差し上げます。 

まず上段からですけども、入所通所関係の利用状況でございます。昨年の４月から本年３月までの

１２月という形でございます。２８年度それから昨年２７年度の対比ということで作表をしてござい

ます。 

まず昨年度もこの時期に実績関係はご説明をさしあげているところでございます。２８年度におき

ましては、２７年度と対しまして入所関係、それから短期入所等につきましては若干の回復傾向に最

終的にはあるのかなと。またこれまでの説明の間でもありましたが、昨年から途中からは、老健の施

設長医師の異動があった関係で、その後の医師の処遇、所見の状況を見まして入所関係の状況が若干

ではありますけれども落ち着いてきたという状況にございます。また、通所部分につきましてはほぼ

横並び、若干微減のところもございますけども稼動状況ということで記載をさせてもらっているとこ

ろでございます。平均しますと６６．９、６７人前後という部分と、そうしますと入所関係は６３．
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３と比べますとやはり若干の好転が見られるということでご承知おきいただければとこのように思

うところでございます。 

次の２なんですけども、入所者の状況であります。入所経路ということで入所に至る部分の状況、

在宅から施設からまたは病院からという形の内訳、そして縦の方につきましては入居者の住所地とい

うことでございまして、現在のところ合計しますと６８名ということでなってございます。 

３番目にもありますけども利用者の介護の区分ということでございます。平均しますと２．９とい

うことがございます。入居者におきましてでございますけれども、要介護２を軸としまして、それぞ

れ分布ということでご覧いただければというところでございます。また通所におきましても平均とし

ましては１．８という状況でございます。要介護１もしくは２を中央分布としまして介護認定を受け

ている方の状況を掲載させてもらっているというところでございます。 

４番目にまいります。今度は年齢の区分でございますけども平均年齢で入所は８８．２、通所で８

５．６ということでございまして、分布としまして年齢の区別につきまして載せているところでござ

います。 

５番目ですけども職員の配置状況でございます。３月末の一応こちらとしましては２９年当初とい

う表記をさせてもらっております。前年度対比でございます。こちらにつきましては所定の必要基準、

それから現在の状況、それから１年前の状況ということで掲載をさせてもらっているところでござい

ます。若干看護師等におきましては常勤換算では減を生じているところでございます。職員の区分分

布につきましてはこのような掲載になっているところでございます。 

６番目ですけれども、昨年度多床室ひと月換算としまして、それぞれ収入所得の段階におきます利

用料の区分を掲載してございます。こちらにつきまして指定管理を受けております社会福祉協議会か

ら年間の各実績ということで報告をいただいたものを掲載させてもらっているというところでござ

います。説明は以上です。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２８年度介護老人保健施設きよさとの運営状況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賜ります。何かございませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

 入所者の状況という中で、７２名のうちの３４名が清里町で、他町村が３８名という状況の中で、

それがどこまでということについては時系列では確認してないんですが、申込みをずっとしていたと

だけどなかなか入れない。で結局は他のところに行かざるを得なくて行きました。けど、実際他町村

から申し込んだときに、さっと入れたっていう事例などがありますので、それはいろいろな状況があ

ったんだろうと思いますが、さっきのケアハウスじゃないですけども、長年生きてきた清里町で最後

ここに入ることができないで他に行ってしまうというケースが聞かれていますので、その辺について

も状況を把握して地元の方が優先的に入れるというようなことが、ぜひ検討していただきたいという

ことがひとつ。 

もう一つは利用者の介護度区分の中で、要介護３、４、５だけで３６名。約５割で、ここは今度ケ

アハウスができました、老健があります。最終の清楽園さんが３つの施設の上手に連携をとって、清

里町の介護を上手に運営していただきたいというのは、当初からずっと言っていることなんですが、

ここを見ますと、やはり自己完結型の施設なのかなという、例えば、本来は介護度の上がってきた時
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に清楽園さんの部分と年間にどのぐらいの入れ替わりと言いますか、自己完結型、結局要介護の方が

最後ここで看取られちゃうのか、あるいは清楽園に行くのかということを考えた時に、この数字を見

るとやはり自己完結で最後空いたところにまた誰かが入ってくるという形が多いのか、その辺のどの

ような形が理想的に動いているのかをちょっとお聞かせいただきたい。 

 

○前中委員長 

はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 介護保険法上の施設ということでございますので、これにつきましては広域型の老健ということで

ございます。この７０床というベッド数については、斜里郡３町で他町村がやらないという分も含め

ての７０床とベッド数コントロールは北海道が行っていますので、これにつきましては清里を優先す

るということは基本的にはできないと。その中でも、概ね半分は清里が使わせていただいていますと

いうことでご理解をいただきたいと思います。ここで清里を優先するというようなことは申し上げら

れないことです。 

それからケアハウス、老健、特養の流れというのは、河口委員おっしゃっている通り、私も同じ考

え方でお答えをずっとしてきたと思いますが、そもそもこれにつきましては第６期の介護保険事業の

中で、そこから特養については、要介護３以上とそこからスタートをしておりますので、今後ケアハ

ウスなりが整備された時点の中での利用者さんの流れというのが整理をされていかなくちゃいけな

いというふうに思っております。 

現在は特段お申し込みいただいて、利用者さんのご希望の中で処理をさせていただいております。

ただもう既に平成２７年度から要介護１には清里町においては、老健がお受けすることになっており

ますので、だんだん徐々に比率は変わっていっているとは思います。 

将来にわたっては、そういったＡＤＬの変化に介護度の変化にあわせた住まい方というのは当然前

々からおっしゃっている通り必要になってくるというふうに考えておりますので、今のところは介護

度が重くなったから特養に移ってくださいというようなことの運用はしてございません。以上です。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に。はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ちょっと確認なんですけれども、職員の配置状況なんですが、２８年当初から比べて増の部分、マ

イナスの部分１カ所ありますよね。看護師及び准看護師なんですが、配置基準で、もともと当初７．

１で今現在６．８、ギリギリなんですけれども。この部分に関して今後どのように考えているのかお

聞かせください。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 
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○保健福祉課長 

 配置基準のところも若干補足で説明させていただきますけど、配置基準というのは、実績に配置基

準上の率で求めるものです。ここにある配置基準と法令上の配置基準は若干違います。これは定員で

計算してありますから、定員が１年間まるまるずっと埋まっていたとすれば６．８であったり、１７．

２ということです。 

２８年度は平均の６６．９に看護師・介護士あわせて３対１ですので、まず３対１を求めて、それ

から看護師についてはそのうち、おおむね７分の２で計算していくのが本来の配置基準になります

が、そういうことではなくて常にマックスを求めているわけですから御理解いただきながら、それか

ら御心配いただいています６．８についてですけれども、老健の方では既に２人の方の看護師の採用

の確保をしたということで、報告を受けています。１人は正職員として１人はまだ派遣。それを１年

間の派遣契約をその上で正職員を考えていきたいということも伺っているということなので、２人確

保したということでご理解をいただきたい。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に。なければ、全体を通してあれば受けたいと思いますけども、よろしいです

か。河口委員。 

 

○河口委員 

 文言のことなんで、改めてと思っていましたけども、ケアハウスの条例の１条の中で、高齢者が健

康で明るい生活を送れると目的として設置。今認知症のところ、明るいというところにちょっと引っ

かかっていた部分がありまして、それはいろいろあるんでできれば認知症高齢者ＳＯＳネットワーク

に書かれているように安心して生活を送れるという方がなんかスッとくるなという気がしたので。特

に今大きな問題ではありませんけど。 

 

○前中委員長 

 要望ということで受けてください。変えるとか変更という話でなくて。 

 

○保健福祉課長 

 ここはもともとさっき加藤委員もおっしゃったようにところで出しているところもありますし、明

るいは、どんな状況でも明るくというのをやっぱり目指すところで。 

 

○河口委員 

 ハードルが上がるんだろうと。ぜひ目指してほしいんです。それはもちろん。 

 

○保健福祉課長 

 いろんなリハビリテーション、レクレーション提供しながら、明るく楽しく生活してもらうことを

目指しておりますので、それはご理解いただいて。 

 

○前中委員長 

 ということでよろしいですか。以上もちまして保健福祉課終了したいと思います。どうもご苦労様
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でした。 

 

○保健福祉課長 

 どうもありがとうございました。 

 

○前中委員長 

 少し待ってください。それでは産業建設課、町からの協議報告について提案がございます。はい。

主幹。 

 

○産業建設課 

農業関連事業の実績ということでご説明をさせていただきます。議案１ページをご覧願います。 

平成２８年度農業関連事業の実績でございますけれども記載されている事業でありますが、収支に

つきまして町の会計を通らず各団体へ直接支払われている事業を記載しているところでございます。 

まず、低所得安定対策直接支払推進事業でございますけれども、こちらにつきましては清里町地域

農業再生協議会による運営でございまして収入支出ともに１３８万４千７１０円、主な用途として事

務費ということになっております。 

次に鳥獣被害防止緊急捕獲等対策推進事業でございます。こちらにつきましては清里町農作物鳥獣

被害防止対策協議会による運営でございます。収入支出ともに１１４万９千２００円となっておりま

す。取り組み内容でございますけれども緊急捕獲事業ということで、町の報奨金、捕獲報奨金事業の

上乗せ事業ということで、鹿については１頭あたり８千円、キツネにつきましては１千円の上乗せ事

業ということになります。あわせて、一斉捕獲事業もやっておりまして、これにつきましては旧青葉

牧場における個体数調整のための捕獲と有害駆除員の射撃技術講習会を実施しているところでござ

います。 

次に経営所得安定対策交付金でありますけども、こちらにつきましては国から直接各農家に支払わ

れるものとなっております。内訳につきましては農家戸数２０２戸ございまして、営農の継続支払い

につきましては１３億３千８５６万１千円、数量払いにつきましては２４億４千３１１万円、産地資

金につきましては、１億６千７３７万７千円となっておりまして、合計３９億４千９０４万８千円と

いうことになっております。関連事業全部すべて合計しますと３９億５千１５８万１千９１０円とい

うことになります。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま産業建設課から農業関連事業の実績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。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。よろしいですか。はい。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 別なことなんだけども、二十一号の橋なんですけど、今通れる状態で、また今年も工事をするって

ことなんだけど、通行止めにはならないのかな。 
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○前中委員長 

はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 二十一号橋は昨年から２ヵ年で予定していまして、昨年はかなり長い間通行止めでご迷惑をおかけ

しましたけど、今年に関しましては通行止めなしでやっていくというふうに聞いておりますので、昨

年のようなことはないと考えております。 

 

○前中委員長 

 他に何かあれば。よろしいですか。なければ産業建設課終了したいと思います。ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 続いて焼酎醸造所１点、２８年度の焼酎事業実績について説明がございます。よろしくお願いいた

します。はい所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは最初に焼酎醸造所からの報告事項３件についての概要の説明をいたします。 

１点目は、平成２８年度焼酎事業実績で、製造数量と販売結果でございます。 

２点目は、平成２８年度製品販売実績で製品ごとに前年度との比較となっております。 

３点目は、平成２９年３月３１日現在の在庫状況でございます。 

詳細につきましては担当より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい担当。 

 

○焼酎醸造所主査 

それではご説明いたします。平成２８年度焼酎事業実績についてですが、まずは焼酎事業の実績か

らご説明いたします。１ページ目、平成２８年度焼酎事業実績をお開きください。 

上段の表、製造数量の内訳でございます。平成２８年度では前年度２７年度より６回多く仕込みを

行っておりまして、じゃがいものみで行っております。２２回の仕込みとなっておりまして製造数量

は４万１千８２３リットル、製造予定数量４０キロリットルより多少多く製造という形になってござ

います。 

下段の表につきましては販売結果の集計でございます。それぞれ度数ごと、種類ごとの商品で、金

額で記載してございます。 

一番下の合計をご覧いただければと思います。平成２８年度は１億３６５万２千３０４円となって

おりまして、前年度より９１３万６千８０４円の増、前年対比１．０９倍の伸びとなってございます。

こちらの販売結果の詳細につきましては、次のページ２ページ目をご覧ください。 

製造販売実績となってございます。先程申し上げましたとおり全体では前年比１．０９倍の伸びと

なってございまして、売れ筋の商品といたしましては、前年と変わらず北海道清里樽、こちらの方が

金額ベースで全体の前年と同様に約４１％占めてございます。 
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販売の本数につきましては４万６千６５８本、金額で３千８９３万９千９１７円の売り上げとなっ

てございます。お酒の容量にいたしまして３２．６キロリットル強となってございます。 

その他、金額ベースで前年度１２％から１．５％ほど増えまして１４％程度に、北海道清里。いわ

ゆる定番の方、同じく１４％弱が北海道清里原酒、こちらが販売数量となっておりまして、こちらの

３商品で全体の約７割。７割ちょっと切るぐらいなんですが６９％を占めている状態となってござい

ます。 

なお平成２８年度全体全体の販売数量につきましては、２５度換算で６８キロリットル弱となって

ございます。 

最後に在庫状況でございます。３ページ目、在庫状況の表をご覧ください。タンク貯蔵及び樽貯蔵

で保管してございます。はい。 

上段がタンクで貯蔵しているもの、いも、その他アルコールあわせまして１３万３千２６７リット

ルこちらの方が在庫となってございます。中段樽貯蔵につきましては、６万２千６０４リットルとな

ってございます。 

なおタンク樽ともに実際の度数、２５度換算していない、実の数字での表記となってございますの

でなってございます。下段につきましては現在３月３１日現在の製品在庫となってございます。すで

に製品化しております在庫の数量となっております。主なものは北海道清里こちらのシリーズでござ

いますが、翌月ですので３月３１日現在でしたので、４月の出荷見込みの分という形で、例月ですね、

翌月出荷見込みの３分の１から半分ぐらいを在庫として抱えてございますので、特に多重の在庫等は

なってない状態でございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今平成２８年度焼酎事業実績についての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。はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 すいません。私の見方がちょっと変なのかわからないのでちょっと教えていただきたいのですが、

定番の方ありますよね。平成２８年度の製品販売実績で平成２８年度の北海道清里販売数量は１万７

千２１２本ということで良いんですよね。それに対して、在庫状況でタンク貯蔵分の定番で瓶換算し

たら５千１１７本で製品の方で定番だと合わして６千、７千弱という見方で良いんですかね。単純に

それだとすごくロスしませんって思ったんですけど。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員、もう一度この今示した数字の提示。 

 

○伊藤委員 

 まず２ページの平成２８年度製品販売実績で平成２８年度累計で上から４番目ですか。販売実績で

要は１万７千本近く売れている状況の中で、今の在庫状況を見るとタンクの、次３ページなんですが、

タンクの貯蔵状況で定番で瓶換算で５千１００本あまりと今製品の在庫で１千５００本。余りだと６

千５００、６千、７千弱分しか今在庫が無いということになっちゃいますよね。実際年間１万７千本

とか売れている中で、その在庫数で大丈夫なんですかってことをちょっと聞きたかったんですが。 
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○前中委員長 

 わかりました。はい。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ３ページの一番上段４４度原酒貯蔵量を見ていただきたいんですが、７万１千３９８リットルとな

っております。定番は原酒を割りますので、その分が原酒として蓄えられているという形になってお

ります。 

 

○伊藤委員 

わかりました、すみません。 

 

○前中委員長 

 他に。はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 ２８年度で１億円の大台を突破したというので、まずは率直におめでとうございますというふうに

申し上げたいと思います。 

２年前にいろんなことでお話を伺ったときにもハードルは高いんですけども、何とか１億円を突破

したいという話も伺っていましたし、いろんな大変な時代を経てきて６千万円台の売上というような

大変な時代もありながら、ここまで持ち上げてきたことに職員の皆さんの販売努力また関係機関の皆

さんの販売に対する思いですとか努力というふうにまず敬意を表するべきだと思いますし、敬意を表

したいと思います。 

この後いろんな抱える問題も値段の関係もありますし、施設の改修ですとかまだまだいろんな問題

がありますけども、是非これからも強い気持ちで焼酎を売上がまだまだ伸びるように、また知名度も

上がるようにということで努力していただきたいなとそんなふうに思います。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今堀川委員さんの方から御意見いただきました。それを参考にして今後とも努力していきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 何かございませんか。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 釘を刺すようですが、１億円を突破したことは非常に好ましいことですが、いつも委員会の中で言

っているんですが、売り上げ実績は良いですけれど、特別会計なんですよ。１億円を売るために幾ら
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かかってどういう状態ですよと。こういうものを常に提示していかないと駄目でしょうということが

あるわけでしょう。 

今確かに６千万のときありました。６千万の時は一般会計から持ち出してないんですよ。 

だけど、この１億円超えたときに今何ぼ持ち出ししているんですか。今後将来に向かってどうなっ

ていくんですか。そして、焼酎を守っていくためにどういう形がベターなのか常時考えてかないとな

らない。そのためにいろんなことを今から考えてかなんとならん時に１つの部分だけを見て判断して

いくことは余りにも無責任。十分その辺を検討して、前々回の委員会ぐらいでも私言いましたけども、

これ行政の仕組みがこうなっているから仕方ないんです。 

実績だけ、予算については当初で決まっているからそれで良いと、こうなっちゃうんですが、そう

じゃなくてあくまでも特別会計なんで、この辺を踏まえて利益は出さなくても良いといつも言ってい

るんですよ。でも収支がゼロになる努力、そのための方策をどうしていくべきなのか。それと、清里

焼酎をなくさないためにはどういう施策がどういう方法が将来に向かってあるのか。 

６千万円から１億になってどれだけの清里町における経済効果や宣伝効果なったのか。今情勢はま

た大きく変わり、ビール業界が焼酎を売りにきている。これにどうやってじゃがいも焼酎を清里の焼

酎の位置づけをしていくんだと。いろんな問題がたくさんあるので。売れないよりは売れた方が良い

です、これは間違いないでしょう。ただしその収支はどうなっているのか、将来に向かってどうやっ

ていくのか。十分に検討を重ねていっていただきたいと。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 加藤議員の申されたことを含めまして、これからも値段も含め流通経路も含め、検討していきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ちょっと聞きたいんですけど１億３６５万ですか売り上げて、このうち町内の売上がいくらで町外

がいくらか、解れば教えていただきたい。 

 

○前中委員長 

 大丈夫ですか。 

 

○前中委員長 

 はい所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ２８年度の町内小売実績で２千５０７万７千円となっております。それ以外が町外という形になり
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ます。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 町内が２千５０７万円。そのうち清里町役場として買っている金額は解りますか。 

 

○前中委員長 

 解ります。 

 

○池下副委員長 

 多分総務課が解るかなというふうには思うんですけども、結構いろいろな記念行事とかで町も購入

していますので。 

 

○前中委員長 

 次回委員会までによろしくお願いします。清里町として購入した清里焼酎ということでよろしいで

しょうか。 

 

○池下副委員長 

 全銘柄の金額だけで良いです。 

 

○焼酎醸造所長 

 役場購入分ですね。 

 

○池下副委員長 

役場購入分です。 

 

○前中委員長 

 はい。 

 

○焼酎醸造所長 

 次回の委員会の方で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。他になければよろしいですか。それでは焼酎醸造所関連を終了したいと思います。

ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは大きな２意見書の検討についてよろしくお願いいたします。事務局。 
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○議会事務局 

それでは２番目の意見書の検討について、産業福祉所管の意見書が１件提出されておりますのでご

説明いたします。意見書の検討についての１ページをお開きください。 

産業福祉所管の１件の意見書につきましては、清里地区連合会長久郷康之氏より持参提出されてい

るものです。提出された意見書の語尾等を修正したもので説明いたしますので、４ページをお開きく

ださい。 

平成２９年度北海道地方最低賃金改正等に関する意見書でございます。主な内容といたしまして

は、現在、北海道の最低賃金が７８６円でありますけれども雇用戦略対話における全国最低の８００

円確保というところにまだ到達をしていないという状況の中、北海道最低賃金の改正にあたり３項目

の措置を講じるよう要望があがってございます。 

意見書の内容につきましては、記以下を読み上げます。 

１．できる限り早期に、全国最低８００円を確保。平成３２年までに全国平均１千円を目指すとい

う目標を掲げた雇用戦略対話合意経済財政運営と改革の基本方針及び日本最高戦略、さらには日

本一億総活躍プランを十分に尊重し、経済の自律的成長の実現に向けて最低賃金を大幅に引き上

げること。 

２．設定する最低賃金は、経験豊富な労働者の時間額が道内高卒初任給を下回らない水準にするこ

と。 

３．厚生労働省キャリアアップ助成金を有効活用した最低賃金の引き上げを図ること。同時に中小

企業に対する支援の充実と安定した経営を可能とする実効ある対策を図るよう国に対し、要請す

ること。 

以上ですが、６月定例会に委員長名での意見書の提出また内容のご協議をお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 ただ今平成２９年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についての検討について提案ございま

した。 

各委員より質疑を受けたいと思いますけどよろしいですか。これで提出するということで。はい。 

それでは大きな３、道内所管事務調査について。説明お願いします。事務長。 

 

○議会事務局長 

 それでは道内所管事務調査についてご説明申し上げます。 

総務委員会でも申し上げたとおり７月１２日から１４日までの３日間の予定で実施するところで

ございます。内容につきましては先ほど説明しましたので省略いたしますので、これでご了承いただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 ただ今道内所管事務調査についての説明がございました。何か委員よりございましたら受けたいと

思います。よろしいですか。 
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○堀川委員 

 全然関係ないですけど。 

 これ２部刷る必要ないと思うので、省略できるとこは省略していただいた方が手間もかからないで

すし、いかがでしょう。 

 

○前中委員長 

 これは両委員会で、別々の目的で報告ということで今当町の場合、全委員会所属しているからこう

いう形にはなっているのかなと思うので、本来であれば委員会別々であれば別々にやっぱり提出する

というのは何て言うんですか。質問十分わかるんですけどもどうでしょうね。ということで理解して

いただけますか。委員会としての提案ということで。今後検討しますということで。よろしいですか。 

それでは大きな４次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会でございますが、８月９日水曜日、この場所で予定しておりますのでよろしくお願い

いたします。 

 

○前中委員長 

 何かございませんか。よろしいですか。それでは、５．その他。 

 

○池下副委員長 

 ちょっと良いですか。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 これの話が出たんでちょっと聞きたいんですけど、これはどこで作っているんですか。総務課です

か。 

 

○議会事務局 

資料のこの上のページは私です。 

 

○池下副委員長 

 そうなんだ。できればここに日付を入れてくれたらなあと思うんですよ。 

 

○議会事務局 

わかりました。 

 

○池下副委員長 

 面倒くさいかもしれないんですけど。これとこれが合体しないんですよ。なかなか。できれば入れ
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ていただきたいなと思いますので。 

 

○前中委員長 

 以上です。よろしいですか。他に何かあれば。ちょっと僕の方から１点だけですけど、７月４日の

日程的なものというのは飛行機だとか決まって議員研修。 

 

○議会事務局長 

 決まっています。はい。後でご説明します。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第８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３１分） 

 


