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第１０回産業福祉常任委員会会議録 

平成２９年８月９日（水） 

    開 会   午前１１時２０分 

    閉 会   午後 ０時１７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国民健康保険事業都道府県化に係る納付金及び保険税の試算状況について 

 ●保健福祉課 

  ①「清里町障がい者計画・障がい者福祉計画」及び「清里町高齢者保健福祉計画・第７期 

介護保険事業計画」の策定について 

  ②ケアハウスの運営資金収支（案）について 

 ●焼酎醸造所 

  ①平成２９年度焼酎事業実績（第１四半期）について 

 

２．次回委員会の開催について 

 

 

 

 

３．その他 

 

 

 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  前 中 康 男    副委員長  池 下   昇 

     委 員  村 島 健 二    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員   なし 
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○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     

■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    原田  了 

 ■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１０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説明がございます。まず町民課から。はい課長。 

 

○町民課長 

 最初に町民課からの協議報告事項１件につきまして、概要を御説明いたします。今回の案件は、国

民健康保険事業都道府県化にかかる納付金及び保険税の試算状況についてでございます。都道府県化

の実施まで８か月を切りましたが、すでに北海道では納付金の試算を複数回行い、激変緩和措置等の

検討を行っております。 

清里町においても現時点で、最新の北海道試算データによる納付金額、標準保険税率に基づきまし

た国民健康保険税の試算を実施しておりますので現在の状況につきまして、お知らせいたします。以

前の委員会におきましても清里町は所得水準、医療費水準ともに高い地域であること。また法定外の

繰入を実施していることもありまして保険税の上昇が見込まれることをお伝えしておりましたが、試

算の内容につきましては非常に厳しいものとなっております。詳細につきましては担当よりご説明い

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。担当主査。 

 

○町民生活Ｇ主査 

国民健康保険事業の都道府県化について御説明申し上げます。議案の１ページをご覧ください。保
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険税率の試算及び納付金の納付金保険税の流れについてご説明申し上げます。 

平成３０年度以降の保険税については、北海道が市町村の医療費水準や所得水準などをもとに、市

町村ごとの納付金を決定します。あわせて納付金の納付に必要な市町村ごとの標準保険税率を示しま

す。市町村は北海道が示した標準保険税率を参考にして保険税率を決定し、賦課徴収を行い納付金と

して北海道へ納めます。（２）の下に書いてあります図をご覧ください。点線の中が現在の保険税及

び給付等の流れです。被保険者と清里町、医療機関との間で保険税の納付や給付、支払等が行われて

いました。平成３０年度からはここに北海道が加わり、清里町が北海道へ納付金を納付し、給付に必

要な費用を北海道に交付金として受け取ることが加わります。この他に給付に必要なお金として国や

北海道からの補助金交付金がありますが、今回は納付金と保険税の話が中心でありますので省略して

います。 

北海道に納める納付金の試算について、平成２９年６月に北海道より通知がありました。北海道で

は前年度の保険税と比較して２％以上の負担が増える市町村に対して激変緩和措置をとることとな

っています。議案では５年と記載していますが、８月４日の説明会で実施機関が６年間、平成３０年

から平成３５年の中で行うとの説明がありましたので６年に修正をお願いいたします。なお、６年間

の中で２％ずつ引き上げていき、標準保険料に達した時点で終わることとなります。清里町において

もこの２％以上増える市町村に該当しています。納付金を納めるために必要な保険税額は、激変緩和

前で２億６千３６０万３千１６円となっていましたが、激変緩和後では２億５千２４８万９千３７２

円となり１千１１１万３千６４４円減っています。この緩和額は初年度のため最大額であります。翌

年度以降は段階的に減少していくことになります。 

北海道により１人あたりの保険税試算についてご覧ください。北海道試算の表をご覧ください。こ

の１ページに記載しています、以下の法定外繰入一人当たり保険税の段までの表につきましては北海

道による試算の試算として平成２９年６月に通知があった数値であります。実際の数値ではありませ

んのでご了承ください。北海道の試算では平成２７年保険税は１９万１千３５０円、激変緩和前では

２０万５千３０１円であり、１万３千９５１円、７．３％の増加でありますが、激変緩和措置により

１９万５千１７７円となり、３千８２７円、２％の負担増に収まるとの試算であります。なお給付や

所得に変更がない前提でありますが、清里町では４年目に標準保険料に到達し、激変緩和措置が終わ

ることとなります。 

今、激変緩和措置により２％の負担増でおさまるということでお話をさせていただきましたが、清

里町は、今回の算定データの基礎となった平成２７年度は国民健康保険特別会計の決算時のマイナス

分を補てんするために一般会計より国保会計に補てんする措置を行っていました。これを法定外繰入

れということで呼んでいます。この法定外繰入分については、本来被保険者からの保険税等で給付を

賄うことが保険の仕組みであり、保険税等ではおさまり切れずに決算が赤字になることからその分を

一般会計より補てんを行うことであります。この北海道の試算では法定外繰入については、平成２７

年度において一人当たり２万３千６５４円と算出されました。法定外繰入後と比較すると激変緩和措

置により軽減された一人当たり保険税は１９万５千１７７円と法定外繰入額２万３千６５４円をあ

てた平成２７年度の保険税額１６万７千６９６円と比較すると差額が２万７千４８１円、１６．４％

の増加となります。これが下段の表であります。 

続きまして２ページをご覧ください。２ページの北海道算出の激変緩和適用後の税率を清里町に適

応した場合の賦課額についてをご覧ください。以下の数値は、平成２８年度の当初賦課の所得を基礎

に算出を行っております。また北海道による試算は個々の被保険者の所得割資産割等を集計した算出
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ではなく、全体の所得額試算額により算出のみですので、清里町において激変緩和後の税率を、平成

２８年度の個々の被保険者に適応し算出を行っております。下の表になります。必要保険税総額は２

億５千２４８万９千３７２円でありますが、清里町の個々の積み上げによる算出では２億４千７７７

万８千８００円となり、４７１万５７２円不足する状況にあります。下に再度北海道による通知があ

りました１人あたり税額についてグラフを掲載させていただいております。激変緩和前の標準税率で

は２０万５千３０１円であるものが激変緩和装置により、１９万５千１７７円に軽減されています

が、法定外繰入前よりも負担は増えていること、平成２７年保険税と比較するとさらに大きく負担が

増えていることが解るかと思います。 

次ページの資料をご覧ください。北海道算出の標準保険料率を、清里町に適用した税額について説

明させていただきます。具体的な数値の前にご留意していただきたい点がございます。この税率は北

海道から示された税率であります。平成２７年等の給付実績と平成２８年度の課税に用いた所得で算

出されたものですから、今後数値は改めて算出されます。また、この税率で国民健康保険税を賦課徴

収しても清里町においては納付金の財源としては不足することが予想されます。以下の資料は現時点

における北海道による試算を当てはめたもので、今後変わるものであります。税率について説明させ

ていただきます。激変緩和がされたとしても保険税全体で所得割が７．９％から８．５５％、資産割

で５０％から５０．３４％、均等割で４万２千円から４万７千２２５円、平等割で３万９千円から４

万１千２４７円と算出されています。すべての率が上がることとなります。町民の皆さまに納めてい

ただく際には、年齢により介護分が無かったり、所得、固定資産税の負担状況により実際の保険税は

変わっていきますので、幾つかのモデル世帯を設定し、試算結果を御説明させていただきます。 

下の激変緩和後、保険税をモデル世帯に適応した場合の試算をご覧ください。１番目のモデル世帯

１は農業の現役世帯、世帯人数４人を想定しています。年間で５万２千８００円、８．１％の増加と

なっています。モデル世帯２は高齢者世帯夫婦を想定しています。年間で９千６００円、５．８％の

増加となっています。モデル世帯３は、高齢者の単身世帯を想定しています。年間で１千４００円、

５．８％の増加となっています。モデル世帯４は、今回の試算で一番増加額が多かった世帯です。年

間で６万１千７００円、８．５％の増加となっています。 

続きまして、最後のＡ３のグラフがついた資料をご覧ください。こちらのグラフにつきましては、

縦軸は保険税額であり、横軸に平成２８年度の税額による各世帯を順番に並べて記載をしています。

下の表につきましては、平成２８年度所得による賦課徴収の階層別の表となっております。こちらの

階層別の表の一番下８９万円限度額と記載されています欄をご覧ください。平成２８年度限度額超過

世帯は２０世帯でありましたが、激変緩和後の税額でも４５世帯ということになっております。グラ

フの方をご覧ください。グラフでは右上の平らな部分、こちらの部分が限度額超過世帯になります。

こちらの部分が長くなりまして限度額世帯が増えていることが解るかと思います。また税額が１５万

円の税額階層から平均で負担増加額が１万円を超え、現在の税額が多いほど税額が多くなっていま

す。グラフでは赤い部分が試算税額と平成２８年度の税額を現してしていますが、大きくなっている

のがご覧いただけるかと思います。なお７３万円のところで一部平らになっていますが、介護分が課

税されていない方の限度額到達により生じているところであります。限度額超過世帯を除き、税額が

多くなるほど負担額が大きくなっています。また税率を引き上げると、さらにこの赤い部分が上に引

き上げられ大きくなっていきます。資料の説明は以上になります。 

今後、北海道から８月１７日に第３回の試算結果通知が発せられる予定となっております。８月３

０日から３１日に会議が開催され、その内容が説明される予定となっています。この次回の試算では
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公費１千７００億円の投入の考え方が反映されたものとなり、医療費についても、現在の試算では平

成２７年度までを基礎に算出していますが、平成２８年度の数値も含め算出されますので、新たな税

率等の試算結果となります。これを参考に清里町において税率の試算協議を行い、平成３０年度の税

率を検討していきます。新たな情報が届きましたら改めて常任委員会においても御説明申し上げたい

と思います。以上で国民健康保険の都道府県化についての説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいま国民健康保険事業都道府県化にかかる納付金及び保険税の試算状況についての協議

内容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。解りましたか。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今基本的に示されている数字より２８年度の医療費を基礎にして今回提示されると。そういう段階

において清里の提示額は上がるのか下がるのか。この１点だけ。要するに２８年度の医療費の総額、

清里町でやっていた部分が一般会計からの持ち出しが全道からの環境から見て多いのか、少ないの

か。それによって変わってくると思うんですが。それらを含めた中で提示されるであろう２８年度分

を入れた時には現在の試算より大きくなるのか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 あくまでも予想の域でございますが、２８年度の医療費につきましてはちょっと傾向的ですが、２

４ぐらいからずっと２６まで下がってきて２７年が跳ね上がりました。２８年にまた２６年度のレベ

ルより若干下回るぐらいに下がりました。ということは若干下がる方向に動くのではないかと。それ

と２７年の皆さん農家の方いらっしゃいますけど、農業所得がすごく良かったです。それが２８年度

に影響しています。それで、２８年度所得というのが２９年度の今回の今年の分の保険税の算定に使

われているわけですが、いずれかそこに入っていきますと、また２７年度分より２８年が少し下がっ

ていますので、またそこで若干差があるかなという傾向なんで、３年間というスパンの中で見るとい

うことになっていますので、今回の９月の試算がそれを全部が反映できるわけではないんですけれど

も、最終的には３年間のスパンで見るということになっていますので、それらが反映してくると若干

下がるんではないかというふうには考えておるところでございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に。よろしいですか。補足ありますか。はい。課長。 

 

○町民課長 

 先ほど説明あったかと思うんですが、公費の投入が一応１千７００億円、全国でということがある

んですけども、それの反映がまだなされてない状況で９月に出てくるのがそれの部分が入ってくると

いうことがありますので、その部分でも若干下がるのかなと。ただあまり期待するほどではないのか

なという気はしていますが。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。最終的に解った段階でまた説明ということでよろしくお願いします。町民課何か

ございましたら受けたいと思いますけども。よろしいですか。どうもありがとうございました。 

 

○前中委員長 

 それでは保健福祉課より２点ほど提案説明ございますけどもう１点、追加ってことも受けておりま

すけども。説明のほどよろしくお願いいたします。はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 １点目につきましては清里町障がい者計画、障がい者福祉計画それから清里町高齢者保健福祉計

画、第７期の介護保険計画の策定に迎えまして、そのスケジュール等をお示ししていきたいと考えて

おります。 

２点目につきましては、ケアハウスの運営資金収支案について検討してまいりましたので、これに

ついてご説明したいと思います。 

３点目口頭になりますけども慶応義塾大学医学部に公衆衛生学研究会というゼミナールがござい

まして、こちらの方が過去に清里町で活動していたんですが、来年からまた清里町において活動した

いのということで下見に参っておりますので、それについて口頭ですが説明させていただきたいと思

います。随時担当よりご説明申し上げます。 

 

○前中委員長 

 それでは①点目の清里町障がい者計画、障がい者福祉計画及び清里町高齢者保健福祉計画、第７期

介護保険事業計画策定について提案説明をよろしくお願いいたします。 

 

○保健福祉課参与 

清里町障がい者計画、障がい者福祉計画及び清里町高齢者保健福祉計画、第７期介護保険事業計画

の策定についてご説明いたします。 

本町におきましては、これまでもこれら計画に基づき各種福祉施策に取り組んできているところで

ありますが、今年度、現行の計画の最終年度を迎えるため新たな計画の策定について執り進めること

といたします。それではお配りしております、お手元の資料に沿ってご説明いたします。 

まず１点目、障がい者計画、障がい者福祉計画ということで資料の１ページ、２ページについて説

明いたします。計画の期間につきましては、現行の計画の対象期間が平成２７年度から２９年度まで

の３年間となっておりまして、新たな計画につきましては平成３０年４月から３カ年の計画といたし

ます。計画の策定につきましては、障がい者計画は障がい者基本法、障がい者福祉計画は障がい者総

合支援法において市町村が計画策定するというふうにされております。 

計画の基本方針として障がい者計画は、障がいの有無に関わらず誰もが相互の人格と個性を尊重し

合いながら障害のある人が自ら選択する地域で生活し、あらゆる分野の活動への参加と地域社会にお

いて他の人々と共生する社会を実現するための施策に関する基本的な事項を定めることとなってお

ります。 

本町における今後の障害者施策の基本的な理念方向を示す計画となります。一方、障がい者福祉計
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画は、これまでの実績及び地域の実情等を踏まえ、障がい者福祉サービス等の提供体制及び自立支援

給付等の円滑な実施を確保することを目的とした計画としており、障がい者福祉サービス等の今後３

年間の見込みなどを盛り込むこととなっております。他の計画等との関係につきましては、両計画と

も本町のまちづくりの最上位計画である第５次清里町総合計画と整合性を図るものといたします。さ

らに障がい者計画は道の障がい者基本計画と整合性を図り、障がい者福祉計画につきましては、国の

基本方針を踏まえ策定するものといたします。 

２ページ目ですけれども、計画策定のための組織といたしましては、町長からの諮問を受けた清里

町保健福祉計画策定委員会において審議いただくこととしております。まちづくり参加条例等による

計画への町民意見の反映につきましては、計画策定委員会の委員の公募、計画策定経過等の公開、計

画案に対するパブリックコメントの実施により意見の反映を行うことといたします。 

計画の策定スケジュールにつきましては既に８月１日広報において委員の公募を行っております。

今後は本日の委員会説明を経て、来月上旬を目途に第１回の策定委員会を開催し、年内を目途に計画

案を取りまとめて答申をいただいた上で委員会に報告をし、年明け目途でパブリックコメントを実施

し、年度内に新たな計画を策定というスケジュールで考えております。 

続きまして、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画について、資料の３ページから４ページで御

説明いたします。新たな計画の期間につきましては、障がい者計画等と同様、平成３０年４月から３

カ年の計画といたします。本計画につきましては高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画を一体的に

まとめた計画であり、高齢者保健福祉計画は老人福祉法、介護保険事業計画は介護福祉法で、それぞ

れ市町村における計画策定について定められております。 

計画の趣旨につきましては急速に少子高齢化が進展し、単身高齢者や高齢者のみの世帯の増加、認

知症高齢者数の増加などが見込まれる中、こうした長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉をいかに構

築するかという大きな課題に対し、基本的な政策目標とそれを実現するための主要な施策、例といた

しましてケアハウスを中心とした地域包括ケアシステムの構築や介護予防健康づくりの推進、認知症

支援や地域包括支援センターの機能強化などについて盛り込む計画となります。 

また、これまでの実績も踏まえ、将来人口及び介護保険被保険者の推計を行い、介護サービス料を

算出して、今後３年間の介護保険料についても算定するものとなります。他の計画との関係につきま

しては同様に、第５次清里町総合計画と整合性を図りながら、道が今後策定いたします北海道高齢者

保健福祉計画、介護保険事業支援計画がすでに策定しております町の健康づくり計画、国民健康保険

特定健康診査等実施計画とも整合性を図るものといたします。 

計画策定のための組織といたしましては、先ほどご説明いたしました障がい者計画等と同様、清里

町保健福祉計画策定委員会において御審議いただくこととしております。まちづくり参加条例等によ

る計画への町民意見の反映及び計画スケジュールにつきましては、障がい者計画、障がい者福祉計画

等の策定と同様に進めていきますので説明の方は省略させていただきます。計画の策定につきまして

の説明は以上です。 

 

○前中委員長 

 はい。ただ今、清里町障がい者計画、障がい者福祉計画及び清里町高齢者保健福祉計画第７期介護

保険事業計画の策定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。何かござ

いませんか。はい伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 確認の意味でちょっと聞きたいんですが、清里町障がい者計画及び清里町高齢者保健福祉計画等々

は、この清里町保健福祉計画策定委員会においてどっちも今回公募２名ですよね。一般公募、その２

名の方がどっちにも関わっていくんですか。 

 

○前中委員長 

 はい参与。 

 

○保健福祉課参与 

公募委員の方以外にも各種団体等の委員に入っていただくんですけれども、どちらの計画にも関わ

っていただきます。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。よろしいですか。続いて②ケアハウスの運営資金収支（案）について提案説

明よろしくお願いいたします。はい参与。 

 

○保健福祉課参与 

それではケアハウスきよさとの資金収支案についてご説明いたします。ケアハウスにつきまして

は、今年度も建築工事が進んでおりまして、６月の定例会では設置条例について議決をいただいたと

ころでありますけれども、この度資金収支案について策定いたしましたので、お手元の資料でご説明

をいたします。 

まず、はじめにこの収支案の前提について資料はないんですけど、口頭でご説明をいたします。入

居者についてですけれども、開設後できるだけ速やかに５０名の定員が埋まるようすすめていく考え

ではありますけれども、今まで視察で伺った施設のお話も踏まえ、事業が軌道に乗るまでは、ある程

度時間が必要だというふうに考えまして、平成３０年の秋スタートを予定しておりますけれども、平

成３０年、３１年ではなくて、数年後ということでこちらの方の収支案は作成をしております。そこ

で一般の入居者の方とあと支援が必要な特定の入居者の方を半々の数字で見ております。今まで伺っ

た施設でも入居して時間が経過する中で、どうしてもそれまで支援が必要な方々も介護の必要性が出

てきたり、あるいは介護度が上がるというのは、どこの施設でも避けられないというふうに伺ってい

るのでこうした想定としております。 

入居者につきましては定員５０名に対して４９名で見ております。４９名の内訳としては、一般が

２４名、特定が２５名で試算をしております。この数字にしたのは、独立行政法人福祉医療機構によ

るケアハウスの経営分析指標の全国の数字なんですけれども、その資料でいく９８％を適用したもの

です。他の今まで視察をした施設におきましても平均して年間１割前後、１割弱入居者の移動がどう

してもあるというふうに伺っておりまして、その際どうしても空室になるロスの期間が生じてしまう

ためこういう設定にしております。 

それでは次に利用料収入について、資料５ページからなんですが、６ページの方ご覧いただけます

でしょうか。これまでサービスの提供に要する費用につきましては、階層区分収入１５０万以下の方

については月額１万円というふうに御説明をしていましたけれども、この資料の下の方の図にありま

すとおり、施設の定員規模等により定められた基準額との差額について、市町村運営への場合、交付
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税措置されることとなっております。本町のケアハウスの場合基準に照らすと月額５万８千８００円

となっておりまして、仮に１万円負担の方の場合、差額が４万８千８００円で、このサービスの提供

に要する費用の枠の中に入ってありますけれども、プラスして寒冷地加算７９０円、事務用冬季採暖

費１８０円が加算され一人あたり４万９千７７０円が交付税措置されるという表になってございま

す。なお、２月のみさらに除雪費５千６９０円が一人あたり加算となります。一人あたり月額の上限

額こちらも５万８千８００円というふうに固定になりますので、この表でいきますと２６０万１円以

上の収入の方は一律５万８千８００円となっております。なおこの利用者の方の費用負担につきまし

ては、その他に生活費居住に要する費用居室分の電気代と上下水道代がありますので、この交付税措

置の説明については、あくまでサービスの提供に要する費用についてということで御理解いただきた

いと思います。 

ケアハウスの運営につきましては老健と同様に町の指定管理ということで、施設側には町の委託料

という形で収入が入ることになりますけれども、この利用料収入につきましては、その利用者が実際

に負担する額だけではなく、この交付税措置された額も含めて町の収入ということで積算をしており

ます。 

それでは戻っていただきまして５ページ、資金収支案という資料をご覧ください。まず順番に収入

から説明をしてまいります。介護保険事業収入につきましては先ほどご説明した、特定は２５名いら

っしゃるということで２５名分を積算しております。積算にあたっては、ある程度こちらの方で想定

した介護サービスを利用するものとして試算をしております。全体のうち介護予防報酬分（国保連）

が 9割、介護予防負担金収入が 1割となっております。利用料収入につきましては、先ほどご説明

したとおりサービスの提供に要する費用については、交付税措置分も含めており、その他、生活費居

住に要する費用、居室分の電気代と上下水道代も含めたものを４９名分ということで計上しておりま

す。その他利用者当該給食費収入、雑収入につきましては管内他施設等も参考に計上しております。

なお受取利息配当金、収入前期未払い金収入につきましては項目としては想定されるんですけれど

も、現時点で額の想定が困難であるため、０円ということで置いております。 

続きまして、支出についてご説明をいたします。まず人件費ということですけども、ちょっと資料

があっちこっちいって申し訳ないんですが、７ページの資料をご覧いただけますでしょうか。人員配

置と左上に入ってございます。上から順番にいきますと施設長が１名、丸で囲ったところが実際に人

がいるところというふうにご覧いただければと思います。施設長が１名、その次に生活相談員、右側

の特定入居者生活介護ということでちょっと薄く網掛がかかっているところに①と入っている人で

す。この方が計画作成担当者と兼務しております。介護職員につきましては左側の一般の方は２名、

右側の特定の方は１名、栄養士が１名、事務員が１名合計７名ということで、体制をとっております。

今まではできるだけ経費をおさえなければということも重視をいたしまして、法令上認められる最小

単位の６名で体制を組もうということで考えてきましたけれども、先月末に視察してきました施設に

おきまして比較的元気な方で支援が必要ないという場合であっても、何かあった場合に備えて特に食

事の時間については安全管理上２人はいた方が良いよというご助言をいただきました。あと支援では

無いんだけれども、いろんなことを相談されるので、そういったあたりはどうしても人が６名はちょ

っと厳しいんじゃないかということをいただいたこともありまして、町としても利用者の安全確保と

いうことを第一に考えたいということで朝食対応の早番、夕食対応の遅番を２名ずつとした場合ロー

テーション、休暇も考慮して組んだところ７名の人員が必要であると判断したものであります。 

また資料５の５ページの方に戻っていただきまして支出についてですけれども、金額の比較的大き
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な主なものについてご説明をいたします。人件費につきましては、今御説明をした７名体制で施設長、

生活相談員、特定の介護職が職員ということで、あと一般の介護職員２名と栄養士、事務員の４名に

ついては臨時職員ということで想定して試算をしております。次に、給食費につきましては視察先で

伺ったお話ですとか、あと今老健の方で給食委託をしている事業者の話も参考にしながら想定をして

おります。支出の表の真ん中あたりになりますけれども、燃料費支出、水道光熱費支出こちらも比較

的大きい額になっておりますけれども、こちらの方につきましては、他の施設の実績も参考にしつつ、

このケアハウスで整備いたします温泉熱のヒートポンプですとか太陽光発電といった効果も勘案し

て設定をしております。さらに表のやや下部の方、業務委託費支出ということで記載をしております

が、こちらのケアハウスが外部サービス利用型であることから介護サービスに係るもの、あとその他

委託につきましては調理、宿直、屋外管理、草刈り等になりますけれども、そういったものについて

視察先で伺ったお話なども参考に想定をしております。それ以外の項目につきましては他の同規模施

設なども参考に想定をしております。資金収支案についての説明は以上です。 

 

○前中委員長 

 はい。ただいまケアハウスの運営資金収支案について説明がございました。各委員より質疑を受け

たいと思いますけど。どなたかございませんか。 

 

○池下副委員長 

 ７ページのケアハウスの定員の方の表あるんですけども、職員が７名ということで臨職も含んでい

ますけど一番下の方に厨房５って書いてあるんですけど、受託事業者の判断というふうになっていま

すけども、今現在も老健なんかでも外部委託していますけど、非常に人がいないという実態がありま

して、ケアハウスが出来ても当然そんなに人はいないのかなというふうには思うんですけども、そこ

ら辺に関してどういうふうな考えでいるのか。それと、いつ頃を目安にそういった受託事業者の募集

をかけていくのか。そこらへんちょっとお聞きしたいんですが。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 厨房に限らず、現在清里町で働いていただける方を探すのは大変難しい状況でございます。これに

つきましては受託事業者が何を配置するか、必要な人数を想定し、配置をいただくということになり

ますので、町としても情報等あればもちろん支援をしてまいりたいと思いますが、受託事業者の方に

責任を持って集めていただくということになりますし、またこれらの配置については町が直接発注で

はなくて指定管理者の受託者が発注することになると考えています。指定管理者そのものにつきまし

ては９月議会で議会の承認をいただけるように今準備をしてまいります。それを受けた後、段取りは

して参りますが実際に指定管理者として契約になるのは３０年からと思っておりますので、３０年に

なれば指定管理者の方から委託先というようなことの具体的な動きが始まる。もちろん、前段からい

ろいろ準備は必要だというふうに考えております。以上でございます。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。他に何かございませんか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ちょっとした確認なんですが、今の話だと職員数７名体制でいかれるという中で、支出の部分で職

員３名分の給与等と臨職４名、どこまでが職員でどこまでが臨職という形なんですか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 施設長、相談員、計画作成担当者これケアマネージャーですね、この施設はそう呼びます。この３

人については正職員というふうに考えてございます。７ページでいけば〇の隣りに何もないのが正職

員。その下介護職員これが臨となっています、それから栄養士、事務職員というふうに考えてござい

ます。 

 

○伊藤委員 

 解りました。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。よろしいですか。 

 

○勝又委員 

 １点良いですか。はい。 

 

○前中委員長 

 良いです。 

 

○勝又委員 

 一般 24人そして特定２５人という部分での職員の配置だろうと思いますよね。ただその先程の話

の中にもありましたけど、どんどんやはり介護が必要になってくる状況というのがこれ否めないと思

うんですよね。介護の必要な人が増えていった時に、この部分での職員体制で対応がきちっととれる

のかなということをちょっと懸念されるんですけども。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず一般というのは介護認定に至らない元気だけれども、ケアハウス対象者食事の心配があるよと

か１人だと不安だよという人がそれから特定と言っているのはずっと御説明しましたけど、要支援の
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人たちは、この施設の清里ケアハウスきよさとの対象者として考えていますよとここは変わらないわ

けです。ただその比率としてはこの収支案というのは４年、５年経過をしていくということを考えて

いますから、要支援１、２の人も最初は少なくても要支援１、２は増えるだろうということで見込ま

れる、どちらかというと最大の側で計画をしてやらないと収支は成り立ちません。コストがかかりま

すし。ということで具体的には、このときには要支援の方１、２の方は２３人程、要介護の方は２ぐ

らいということで想定をしています。 

ただ要支援であっても要介護であっても、施設の７人の職員で生活・身体介護を行うことはありま

せん。身体介護・生活介護がもし必要になってきたりするのであれば、お掃除を手伝って身だしなみ

をやってあげるよという生活介護であったとしても職員がやるものではありません。これもすべて外

部サービス提供型ということになりますので、この施設と利用者さんとの契約ではありますけれど

も、そこにサービスを提供する介護をする方たちはよその人事業所から来る方ということになってい

ます。この７人でやるものではないということで御理解いただきたいと思います。 

それでさらにはこの外部サービス提供型というのは夜勤者をおきません。ですから本当に介護度が

ついても、１、２。最大いっても２でしょう。私たちは２は想定していません。１程度までで、そう

なったとすれば老健なりに移っていただけるように支援をしていきたい。老健あたりでは当然ながら

独居者ですから受けていただけるような努力しただく中で、地域包括ケアシステムの中で特養、老健、

ケアハウス、在宅と、こういう中で大きな流れをつくっていかなければ成り立たないということで考

えておりますので、介護度が介護、２人想定していますけども、２人入ったからこの７人で介護をす

るわけではないです。 

皆さんも視察をされていましたアニシティ深川を、議会にご提案するにあたってまた相談にいって

まいりました。私たちの考えというのはこういうことだよということで、どうでしょう成り立つんで

しょうかというのを勉強に行ってまいりました。御存じの通りアニシティ深川は定員５０で、特定施

設外部サービス型特定施設入居者生活介護という介護保険制度をやっています。この特定施設入居者

生活介護という介護保険制度上の定員は２０しかとっていません。３０を前提に考えていますけど２

０しかとっていない施設です。考え方としては清里町がやろうとしているケアハウスと全く同じもの

なのかなということで考えておりますので、最後相談をしてきました。その上で食事帯は２人いた方

が良いというようなことで、アドバイスをいただきましたので７人体制で、最初から７人いるとは思

っておりませんけども安定をしたところでは７人体制を組んでいきたいなというふうに思いますし、

それからそこで勉強してきたのは、この職員の皆さんは介護はしていませんよ、ということです。ず

っとお話をしないといけない、それに手がかかりますよ。だけどあそこも例えば施設内の掃除はこの

職員たちでするんですよ。相談を受けたら、掃除は途中で中断して相談を受けて、また合間で掃除は

できるんですと、いうようなこともおっしゃっていましたので、そんなようなことを勉強しながら最

後こういうような形で数字をお出しいたし成り立つものというふうに考えています。以上でございま

す。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○保健福祉課長 

 もう一つ口頭で良いですか。 
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○前中委員長 

 すいません。口頭説明よろしくお願いします。 

 

○保健福祉課長 

 慶応義塾大学医学部に公衆衛生学研究会というゼミナールがございまして、研究会ではフィールド

ワークとして、夏休みの２週間程度を利用して同じ地域に５年間連続して通って、その学生さんたち

が地域住民の健康状態、労働実態といった生活の状況の調査、把握を行って、それをもとに衛生指導

の実際を体験し、地域住民の健康や維持増進に繋げるというこういったようなことを目的として活動

をしています。これは昭和３１年に今の羅臼町から始まったことで、今は、石狩市の浜益で活動して

います。浜益で５年目ということだそうです。実は清里町において昭和５７年から昭和６２年までの

５年間、神威地区、札弦第３、青葉、清泉を対象に活動を行っていました。当時この公衆衛生学の学

生として来られていた方に元厚生省、老健局長の三浦先生がいらっしゃいました。一昨年清里町に来

町いただいて網走市オホーツク振興局で講演をいただいたというような縁があって、今その先生は慶

応大学に戻られて教授をされていると。その研究会が、来年度からの５ヵ年を清里町で活動したいと

いうことで明日１０日から１４日までの５日間、事前の調査に来町することになりました。この話は

６月の半ばぐらいにあったものですから、なかなかご報告する機会がなかったわけですけども、とい

うことです。 

来町されるのは、慶應義塾大学医学部の吉村講師。それから研究会の学生７名が予定されています。

町としては研究支援をしていきたい。その上で成果については町の健康づくりや予防に役立てたい

と。お互いにともに研究していきたいというふうに考えてございます。明日からの５日間この慶應大

学医学部公衆衛生学研究会が来町されるということでご報告をさせていただきます。 

 

○前中委員長 

 はい。ただ今口頭説明がありましたけども何かありますか。それでは、大変ご苦労様でした。どう

もありがとうございました。 

 

○前中委員長 

 続いて焼酎なんですけど、続けてよろしいですか。そしたらちょっとお昼延びますけども。 

 

○前中委員長 

 それでは焼酎醸造所の提案説明ございます。提案説明の方、所長より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１件についての概要を説明いたします。平成２９年度焼

酎事業第１四半期分の実績で販売数量と販売金額でございます。詳細については担当より説明させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 
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○前中委員長 

 はい。 

 

○焼酎醸造所主査 

それでは御説明いたします。平成２９年度第１四半期４月から６月分の販売実績でございます。一

番下段の合計欄ご覧ください。平成２８年度販売額４月から６月が２千６２０万４千２７５円でござ

いまして、これに対しまして平成２９年度は２千４５７万７千９７１円の販売実績となっておりまし

て、前年対比９３．８％金額にいたしまして１６２万６千３０４円の減となってございます。 

売り上げの減少の主な原因と考えられますのが、取り扱い全体としては、５０％超えています。道

内向けの流通額の減少が主因なのかと思われます。また昨年第四半期につきましては、醸造所内に直

売所がございまして、こちらの方で販売しておりましたが、きよ～るが開館してからは閉鎖してござ

います。今年度はその分がございませんので、この分の売上減の差額分というのが原因の１つと考え

られます。 

合わせまして前回委員会でご質問ありました役場関係の出荷分につきましてなんですが、役場内で

３つの課に対しまして２４万２千３００円の取り扱いを行っております。なおこの分につきまして

は、直接販売した分こちら醸造所の直売という形で扱った分でございまして商店の方から購入された

分等につきましてはうちの方では把握できないということになっていますので申し添えいたします。 

毎回ご指摘受けております特別会計の運営状況につきましては７月までの執行状況ということで

ちょっと中途なんですが、歳入調定額累計で５千１４９万１千円に対しまして、支出額累計が２千９

６４万６千円となってございます。以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今平成２９年度焼酎事業実績第１四半期について説明ございました。各委員より質疑を受けた

いと思います。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 実績が下がった部分が直売でなくなった部分がここに反映されているってなっているんですが、基

本的にはこの製品の販売の部分に観光協会におろした分も自動的に上がってきているんじゃないで

すか。 

 

○前中委員長 

 はい所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 焼酎工場が直に売っているときには生産価格のまま定価でやっていますので、そこの差額があるん

ですけど、きよ～るは小売店になりますので、小売りに対しての流通額で流しますので、そこの差額

が若干ありますので、その分が焼酎で直売する時と比べると売り上げが同じように売っても売り上げ

が下がるという形になっています。 
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○前中委員長 

 解りました。 

 他に。よろしいですか。全体を通して焼酎部門何かありますか。よろしいですね。ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 大きな２、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回につきましては９月４日月曜日を予定しております。 

 

○前中委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第１０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０時１７分） 

 


