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第 12 回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年７月８日（水） 

    開 会  午前 11時 35 分 

    閉 会  午後 ２時 01 分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●産業建設課 

  ①令和２年度一般会計補正予算（産業建設課所管分）  

 

●焼酎醸造所 

  ①令和２年度焼酎事業実績（第１四半期）について  

  ②高濃度エタノール製品の製造販売について 

 

 ●保健福祉課 

  ①令和元年度介護老人保健施設きよさと運営状況について  

 ②清里町高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画の策定について 

 ③清里町障がい者計画及び障がい(児)福祉計画の策定について 

 ④高齢者等訪問事業について 

 ⑤清里町診療所について   

 

２．所管事務調査について 

  ①道外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  伊 藤 忠 之    副委員長  勝 又 武 司 

    委  員  前 中 康 男    委  員  村 島 健 二      

     委  員  古 谷 一 夫    委  員  堀 川 哲 男 

       委  員  岡 本 英 明    ※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 

■産業建設課長       河合 雄司  ■産業建設課主幹      酒井 隆広 

■産業振興Ｇ総括主査    吉田 正彦   

 ■焼酎醸造所長       永野  宏  ■焼酎醸造所主査      廣谷 淳平 

■保健福祉課長       野呂田成人  ■保健福祉課参与      進藤 和久 

■保健福祉課主幹      水尾 和広  ■福祉介護Ｇ総括主査    寺岡 輝美 

■福祉介護Ｇ主査      長屋 智洋  

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    書  記  世 良 奈都子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

 ○伊藤委員長 

  それでは第 12 回産業福祉常任委員会を始めたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 予定を変更しまして産業建設課の方から進めたいと思います。産業建設課の方から１点提案が

ございます。説明お願いいたします。課長。 

 

○産業建設課長 

 それでは産業建設課からの協議報告事項につきまして概要の御説明をいたします。令和２年度

一般会計補正予算（産業建設課所管分）につきましては、１点目は６月定例議会において補正さ

せていただきました畑作構造転換事業において割当内示が届いておりませんでした病害虫抵抗

性品種の導入にかかる補助について追加の補正を行うものでございます。 

 ２点目は、産地生産基盤パワーアップ事業により清里農協が実施する高性能コンバイン等の導

入に係る補助について補正を行うものでございます。詳細につきましては、担当よりご説明させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 それでは補正予算の概要についてご説明いたします。１ページをお開きください。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、畑作構造転換補助事業であります。畑作営

農の大規模化に伴う労働力不足や自然災害の増加など畑作産地が直面するさまざまな課題への
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対応力を強化するため、省力・効率作業体系の導入、輪作体系の適正化に向けた作付体系の改善、

気象災害や病害虫リスクの軽減に向けた取り組みなどを支援することにより生産性を向上させ、

持続可能な畑作産地への構造転換を図る事業でございます。 

 病害虫抵抗性品種の導入につきましては、生産性向上に向けた新技術の導入としてジャガイモ

シストセンチュウ抵抗性品種栽培面積に対しまして、１アール当たり 300円を定額補助するも

のでございます。事業主体は清里町農協となっております。この病害虫抵抗性品種の導入につき

ましては、先月の第４回定例議会におきまして、補正いたしました畑作構造転換補助事業の他の

項目と同様に当初から申請をしておりましたが、北海道の予算都合により内示保留となっていた

もので北海道の補正予算成立に伴い補助内示があったため、今回の補正となったものです。 

 事業量は 14 万７千 893 アールで補正額４千 436 万８千円を計上いたします。財源といた

しまして、畑作構造転換事業補助金として道支出金４千 436 万７千円、一般財源１千円となっ

ております。 

 続きまして、同じく農業振興費、産地生産基盤パワーアップ事業でございます。産地の高収益

化に向けた取り組みや生産基盤の強化を図るための取り組みを総合的に支援する事業でござい

ます。清里町農業協同組合が保有しているコンバイン 32 台のうち 11 台を高性能コンバイン

９台に入れ替えるとともに自動操舵システムを全台導入することにより、作業効率を高めて刈取

期間を短縮し収穫する小麦の品質を向上させることにより、農業所得の向上を図るとともにコン

バインの台数減と刈取期間の短縮により労働負担の軽減を図る事業内容となっております。 

 事業費４億４千 838 万７千 500 円のうち補助対象経費である税抜額４億 762 万５千円に

対し、補助率２分の１以内の２億 381 万２千円が補助額となります。補正額２億 381 万２千

円を計上し財源としまして産地生産基盤パワーアップ事業補助金として道支出金２億381万２

千円を計上いたします。以上で、説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 ２点目の産地生産基盤パワーアップ事業につきまして、補助事業の事務の進捗状況につきまし

てと、補正予算についてのご説明を追加して説明したいと思います。 

 前回の常任委員会においてお知らせした時点では、農協と北海道が事業計画についての調整を

行っておりましたが現在は既に調整が終了しており、国の資金管理団体であります北海道農政事

務所において計画の確認作業を行っているとこでございます。農政事務所から承認があった時点

で、北海道から計画変更の承認、割当内示が行われることとなっております。 

 先日、北海道に確認いたしましたところ、農政事務所において事業計画について大幅な修正を

求められることは稀であるため、北海道としては７月中旬に経営計画の変更承認、割当内示を行

う予定で事務を取り進めているということでありますので、町といたしましても承認される見込

みであると考えるところでございます。 

 補正予算につきましては、本来であれば計画の承認、割当内示があったのちに補正すべきであ

ると考えますが、状況といたしましては７月中旬に承認、内示がされる見込みでありますので、

この事業を円滑に進め年度内に完了するためにも計画の承認、割当内示があった時点で速やかに
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補助申請、補助指令が行うことができるよう内示前ではありますが、今回の臨時会において補正

予算を提出するものでございます。以上、説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、産業建設課の方から令和２年度一般会計補正予算についての説明がございました。皆さん

何かご質問等はございませんか。それでは産業建設課全般について何かございませんか。 

 それでは産業建設課を終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

 続きまして、焼酎醸造所に入りたいと思います。 

 焼酎醸造所の方より２点提案がございます。説明よろしくお願いいたします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 説明の前に１点修正がございます。議案でありますけれども１点目の四半期ごとの実績であり

ますが資料１から２ページございまして、２の高濃度エタノール関係については口頭説明でござ

います。それでは、焼酎醸造所より提出議題２件ございます。 

 まず１点目の令和２年度焼酎事業実績（第１四半期）についてでございます。お手持ちの議案

１ページをご覧願います。左下の小さい表でありますけれども４月から６月までの売り上げに係

ります前年度対比を表しております。単月では４月、５月ともに 31％、６月につきましては

49％でございました。第１四半期の累計で見ますと 38％、金額ではマイナス１千 380 万と大

幅な落ち込みでございます。５月 25 日にコロナウイルス緊急事態宣言解除されたこともあり

まして、６月につきましてはやや回復の兆しが見えてきた感がありますが、コロナ関連の連日の

報道を見ておりますと、東京では第２派の兆候が出始めておりまして、今後、全国的にどのよう

に波及していくのか情報収集に努めた上で販売対策を図ってまいります。 

 第１四半期の商品の売れ行きでありますけれども、表の左の番号でいきますと３、４、５番、

22 番、27 番、この５製品、上位５位含めまして全体の 70.5％占めております。通常、上位５

位でありますと、24 番の原酒５年と 28 番のミニボトル３本セットがレギュラーメンバーなん

ですけれども、６月は父の日がございましたので贈答用ということで 27 番のギフトセットの

売上が伸びた結果となっております。28 番のミニボトル３本セットにつきましては、購買層で

ありますけれども、観光客が多いということもございまして、外出自粛の影響が出たものという

ことになってございます。町内の消費動向でありますけれども、人の流れ、売り上げともに芳し

くなく、きよ～るにおいては、売店の売り上げが前年比で 50％下回っておりまして、焼酎でい

きますと観光客が客層というところもありますので、さらにかなり下がっているというところで

ございます。 

 ７月に入ってからの人の流れについては、戻りつつあるというところでありますので、このま

ま順調にいけば最終的には 70％程度まで回復するのではないかということで、話をうかがって

おります。このように著しく売り上げが落ちている状況でございますけれども、販売促進の取組

みといたしまして、外出自粛の推奨で家飲み需要が高まっているということを受けまして、焼酎

ホームページのオンラインショッピングで５月 18 日から 31 日までと、６月１日から 14 日

までの期間におきまして５千円以上の購入につきまして宅飲み無料キャンペーンを実施したと
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ころでありまして、昨年同時期と比較して、ホームページ上の売り上げ増に繋がってございま

す。送料無料の５千円という設定でありますけれども、昨年のホームページ上での購買データを

もとに赤字にならないように設定したものでございます。 

 町内における販売促進の取り組みでありますけれども、町の特産品である焼酎の消費拡大とい

う点からの取り組みといたしまして、企画政策課と消費喚起の施策について協議したところでご

ざいます。 

 続きまして、右側の青色の表でございますけれども、こちらの表でありますが、平成 26 年９

月に現在の清里、北海道清里シリーズに商品をリニューアルしたところでありまして、翌年度の

27 年度から令和元年度までの５ヵ年の平均売上額を表したものでございます。右側の下に単月

累計の対比を掲載しておりますので、参考にしていただきたいというふうに思います。 

 補足でありますけれども、前回の常任委員会におきまして古谷委員より本年度予算の計上のあ

り方及び焼酎５ヵ年計画の整合性について御指摘をいただいたところでございます。現在、見直

しの作業中でございますが、歳入の見立てにつきましては、青色の表について５ヵ年の月ごとの

平均売り上げを整理してございますので、現況と今後の推移を勘案した中で歳入につきましては

こちらの平均売り上げを基準とした修正金額を提示させていただきたいと考えてございます。 

 歳出におきましては製造費における瓶、コルク、オーク樽の資材をどの程度ストックしておく

のか、あるいは毎年何キロリットル製造、そして貯蔵するのか、というのが焼酎事業会計の予算

立ての難しいところでございます。現在の計画上で 65 キロリットルの販売 250 キロリットル

貯蔵というものをベースとしておりますが、長期的な運営を見据えた中で適正在庫数量、販売数

量を精査してまいります。 

 続きまして、次のページをご覧願います。こちらの表は１ページの青色の表をグラフ化したも

のでございます。上の表の折れ線グラフでありますけれども、月別の販売額推移でございまし

て、赤線につきましては平成 27年から令和元年の５ヵ年平均でございまして、青線につきまし

て令和元年度の実績でございます。水色の線につきましては今年度のものとなっております。 

 グラフの特徴でありますけれども５ヵ年の平均の線と昨年実績の線が同じように描かれてい

るということでありまして、その年の特異的な事象に影響を受けることはあるんですけれども、

アルコールという嗜好品の焼酎という限られた商品においては、ある一定の需用があるというこ

とが、この表で改めて読み取れているというところでございますので、販売戦略の時期対応等に

ついて参考となるものでございます。下の棒グラフでありますけれども、今年度の月別、形態別

の販売実績の表でございます。棒の中にパーセンテージ記載しておりますけれども、見やすさを

重要視しましたので細かいところにつきましてはパーセンテージ表示は省略してございます。 

 グラフの特徴でありますけれども道内の卸に占める割合は 50％を占めている状況でありま

す。お酒の業界は生販三層と言いまして生産者、卸、小売りという業界ルールが特に崩れづらい

業種でありまして、基本卸を通すことが原則となりますので卸メーカーとの取引というものが大

きく売り上げを伸ばすポイントになるかなというふうに思われます。 

 あわせて流通の形態も変化しておりますのでオンラインショッピングでのクレジットカード

決済の対応をしていきたいと考えております。加えて、地域特産品としての性格も持ち合わせて

おりますので町内消費についても取り組んでいかなければなりません。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 
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 ただいま焼酎醸造所より①番、令和２年焼酎事業実績（第１四半期）について説明がございま

した。委員の皆さま何か御質問等はございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 先ほど年間65キロリットルの販売と250キロリットルのストックをベースにしながら５ヵ

年計画を作っているという説明があって、令和２年度予算でオリンピック需要で約１千 200万

の上乗せ、そして現時点で１千 200 万もう既に売り上げが落ちている。両方合わせて現時点で

２千 500万円がほぼ飛んでいる状況の中で、現計予算でいくと１億２千万円位が財産売払収入

でどこかで資金ショートを起こしてしまう、このままでは。間違いなく資金ショートしてしまっ

て、それから補正をかけるのか。どの段階で調整をかけるのか明確にしておいた方が基本的には

９月位の定例会の中で、資金ショートとか、それともう１回今度製造に入ってしまうので製造計

画をどれだけコントロールするか投資的経費も含めてやっていかないと間に合わないのが実態

じゃないのかというふうに推測なんですけれども、それは遠慮しないで実態を明確に早めに８月

の常任委員会あたりにもう１回細かな数字等、令和２年度の事業計画の見直しを含めて提示した

中で９月の定例会の中において適正な補正、一方では販促のための取り組みが必要だと思います

けども、それだけでは追いつかない実態が現実的にあると思いますので、それを抱えないでしっ

かりと対応するといった考え方が必要ではないかというふうに考えるわけですが、所長としての

見解をお示しいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ただいまの質問でありますけれども、資金ショートでありますが、今試算しておりまして９月

位が厳しいのかなということで、当初予算で組みました繰入金がありますけれども全額入れてい

る状態です。それでも少なくなる。実入りが少ないものですから一時融通を持って、まずは対応

しようかなと。それでも９月にはなかなか厳しい状態になると思いますので、補正なりあるいは

一次借り入れ、これでやっていくような対応になるのかなと。 

 ただ、製造の予算等々もありまして、そこの精査をした中で９月にやるのが良いのか、12月

にやるのが良いのかそこは今検討中ですけれども、いずれにしても資金のやりくりと言うところ

が９月を境に厳しい状況になりますので、補正を組んだ中で改めて一般会計の繰入金を組ませて

いただくか、それについて今まさに精査中ですので、整理出来次第、ご提案させていただきたい

と考えているところであります。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 緊急的に会計間融通をやりましょうかという議論と、当初予算で限度額借入金２千万円を組ん

でいるので、それでやりくり。ただ、やはり歳入と歳出のバランスをしっかり特別会計として担
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保していくという意味で、本予算を触らないでそういった手法論だけで最後１2 月まで引っ張

れるかどうか非常に難しい話であって、ある一定の枠の中で当然９月補正、12 月補正、３月補

正、会計の閉鎖の前の専決によって全体調整をせざるを得ないというのが実態じゃないかと思う

ので、そこを無理して引っ張らないで課題とか問題点を明らかにするというのは、適時必要とす

る補正は補正としてやっていくという考え方に立たなければ、問題の先送りとは言いませんけれ

ども、解決しえない部分で執行するものは執行してしまって歳入が見えない。既にこれは厳しく

言いませんでしたけれども、棚とか樽とかはもう既に発注しているはずです。棚の工事は。入札

で。本来であればこれだけ落ちるのがわかっていたならば事業を止めておいてどうするかという

精査をした上で。ただ、町内の経済循環もあるので入札をしたということも理解しますけど、普

通は特別会計を管理して１億４千万ぐらいの予算であって、そういった投資的経費がこれだけ落

ちていればどこかの事業を止めながらコントロールしなくちゃいけないのが当たり前の話なん

ですけれども、出すものは出す、入れるものが入ってこない。その中で現実論としては一般会計

の繰入れしかないわけです。それを前提とした時にどうあるべきかということをもう１回明確に

９月補正を前提として示していただくのが本来の会計制度上のあり方じゃないか、それも含めな

がら是非しっかりと検討を加えていってください。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ただいまのご質問ですけれども、前回も同じような観点からご質問いただいたところでありま

して、私達醸造所職員につきましては重々承知しているところでございます。今、数字の精査を

しておりまして出来次第ご提案をさせていただくというところで考えておりますので、ご理解い

ただきたいということと、工事につきましてはこれから改修３億４千万だと思いますが、年次的

にかかる分ということで計画的にやっていかないというところで、なぜ、今年棚の工事とドアの

工事をしたのかというところも私が異動したあとなんですけど、計画があるということで聞いた

ところでありますので、それについても色々とコロナの部分ありまして早期の発注もあります

し、逆を言えば圧縮予算の中では止めるべきだったという意見も両論あるのかなというふうに思

いますけれども、そこら辺は発注というところで執行させていただいたというところであります

ので、これについても御理解をいただきたいというところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 十分理解した上でお話していますので、ただ、基本的に最後になれば一般会計からの繰入れし

かないというのが事実であって、それを上手に理論構成しようとしてもなかなか出来ないのが事

実であって、そこをもう１回シビアに見ていきながらきちんと持続的継続的どちらにしてもほぼ

１億程度しか競争力の限界値もあるわけであって、焼酎に対する需要は落ちていないと言いつつ

も現実的に全国的に伸びている訳でも何でもなくて、ある一定のシェアの中を分け合って安定的



‐8‐ 

 

なところに来ているわけであって、それを前提にして戦略を組まざるを得ないのが事実の話であ

って、そういったことも含めて、もう１回そこを早い段階で修正するなら修正していくというこ

とが事実であって１回作った計画をそのまま３億数千万の投資的経費もそれは将来に必要かど

うかについてもきちんと並行しながら精査していく、こういった状況に陥るという前提に立って

ないわけであって、そこも含めてもう１回、５ヵ年計画についても精査をかけていくという責任

は特別会計としてはあるという事実を認識してもらう必要がある、このように考えますので。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 実入りが少ないというところでいくと、最終的には繰入金に頼らざるを得ないということは明

白なものでありまして、これはある程度、致し方ないのかなというところで考えているところで

ございます。あわせて経営のやりくりなんですけれども、今までいろいろな説明の中で収入と支

出のバランスという言葉がよく使われていたと思いますが、そこを明確な数字をもってご提案し

たいと考えているとこであります。これはなかなか時間がかかるものですけども、これについて

も同時に取り組んでおりますので精査出来次第ご提案させていただくというところでご理解い

ただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。ほかございませんか。なければ、②番高濃度エタノール製品の製造販売につ

いて説明お願いいたします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 提出議題２番目の高濃度エタノール製品の製造販売でございます。本日現在、製造本数であり

ますけれども 22１本、110.5 リットルでございます。町に 177 本納品しておりまして、使用

された方からは感謝の声をいただいております。あわせて未配布であります施設ですとか町内業

者、町民の方より使用したいとの問い合わせもいただけるところでございます。 

 今後の製造予定数量でありますけれども、来月の中旬位までとなりますが、当初予定の 200

リットルとしておりますけれども、できる限り使っていただきたいというふうに思っております

ので、できる範囲で製造してまいりたいと思います。 

 補足でありますけれども、６月 25 日の北海道新聞の朝刊におきまして、本製品の記事が掲載

したところであります。記載内容に医療機関等の提供という表現がございまして、清里クリニッ

クに提供しているところでございます。前回の６月 10 日の常任委員会におきまして、原料由来

のメタノールが微量に含まれておりますので医療機関においては使用は推奨できませんという

説明をさせていただきました。関連しての質疑もいただいたところです。これに関してでありま

すけれども、医療行為および医療従事者において使用するものではなくて、清里クリニックの事

務所内限定ということで使用しておりますので申し添えます。 

 なお、札幌国税局の鑑定官室に成分分析を依頼しておりまして検査結果でありますけれども、

メタノールは 137 ミリグラムパーリットル、１リットル中 137 ミリグラムと含有されている
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ということがわかりまして、これについては食品衛生法上の基準値の 10 分の１というところ

であります。匂いなどを気にされるコメントもいただいておりますけれども、安全上の問題はご

ざいませんというところでございます。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、所長の方から高濃度エタノール製品の製造販売について説明がございました。委員の皆様

何か御質問等ございませんか。それでは焼酎醸造所全般とおして何か質問等ございませんか。そ

れでは焼酎醸造所の方を終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

 それではお昼の時間になりましたので、ここで１時まで休憩といたします。 

 

休憩  午後 ０時 04分 

再開  午後 １時 00分 

 

○伊藤委員長 

 休憩を解きまして、第 12 回産業福祉常任委員会の方、始めていきたいと思います。 

 保健福祉課、今回５点ほど提案がございます。説明のほどよろしくお願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課から記載の５件につきまして、１点目の老健きよさとの運営状況につきましては、

進藤事務長より、残り４件の保健福祉課案件につきましては、それぞれ担当よりご説明申し上げ

ます。担当。 

 

○保健福祉課参与 

 それでは介護老人保健施設きよさと運営状況についてご説明いたします。１ページ目をご覧く

ださい。 

 １つ目、入所者・通所者の利用状況につきまして、はじめに入所部門におきましては、入所は

元年度平均が 60.5人、短期入所が 7.9 人、合わせて入所計 68.4 人となり、利用率は 94.9％

となりました。通所部門におきましては、２月までは順調に推移しておりましたが、新型コロナ

感染拡大の影響によりまして、3月は感染防止のため、施設外部からの利用者との接触が多い通

所部門のサービスを制限し、週 1 回、水曜日の午前中に介助が必要で、かつ自宅での入浴が確

保できない方を対象として、入浴サービスのみの提供、訪問リハビリは中止としたため、1.5人

と減少しております。 

 続きまして２つ目、入所者の状況は、3月末現在、定員 72名のところ清里町 19 名、斜里町

33 名、小清水町 8 名、大空町が 1 名、短期 4 名の合計 65 名が入所しておりました。３月か

らは、コロナウイルス感染対策として外部からの感染を防ぐため、新規入所者の制限を始めてき

たところです。 

 続きまして３つ目、利用者の介護度区分につきまして、3 月末現在の状況について、入所者の

平均介護度は要介護 2.9、通所者は要介護 1.7、通所はコロナ対策のため縮小営業をいたしまし
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たので、利用者数は少ない数字となっていますが、年間を通しても概ね 1.6～1.8 の間で推移し

ております。次のページをご覧ください。 

 ４つ目、利用者の年齢区分といたしましては、3 月末現在、入所者は 70 歳から 98歳の方が

入所され、平均 87.8歳、通所者は 69歳から 100 歳の方が利用され、平均 83.2歳となって

おります。 

 次に５つ目、入所者の在宅復帰支援の状況につきましては、一覧のとおりでございます。亡く

なった方を除く退所者に対する復帰者数を記載しております。 

 次に６つ目、職員の配置につきましては、30 年度と比べますと、管理栄養士が育児休業から

復帰したこと、また理学療法士の採用などにより、増えております。 

 最後７つ目、施設の入所料金につきましては、ご覧のとおり、利用者の収入状況による介護度

別の料金を記載しております。30年度と比べますと 31 年度は４月から報酬単価が上がったこ

とと 10月からの消費税導入により、料金が改正となっているところです。以上で報告とさせて

いただきます。 

 

○伊藤委員長  

 保健福祉課の方より令和元年度介護老人保健施設きよさと運営状況について説明がございま

した。委員の皆様何か質問等ございませんか。よろしいですか。次、②清里町高齢者保健福祉計

画及び第８期介護保険事業計画の策定について説明よろしくお願いいたします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査  

清里町高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画の策定についてご説明いたします。 

本町においては、これまでも高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、各種福祉施策

に取り組んできているところでございますが、今年度、現行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、お手元の資料に沿ってご説明い

たします。資料の 3ページをご覧ください。 

１の計画の期間について、現行の計画の対象期間は令和３年度から５年度までの３年間となっ

ており、新計画については、令和３年４月から３ヵ年の計画といたします。 

 本計画は、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で、介護保険事業計画は介護保険法で、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。 

 計画の趣旨については、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、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、介護予

防・健康づくりの推進、共生・予防を両輪とする認知症施策の総合的な推進、地域包括ケアシス

テムの推進、介護現場の人材確保や生産性の向上、それらのことについて、盛り込む計画となり

ます。また、特別養護老人ホーム清楽園の建て替え要望が町、議会に提出されておりますので、

どういった結果になるか未定ですが、検討し盛り込んでいきたいと思います。 

 これまでの実績を踏まえ、将来人口及び介護保険の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算定するものとなります。 

 他の計画との関係については、道が策定する道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画、
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また、町の第６次清里町総合計画、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。 

 ３の計画策定のための組織としては、町長から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。次のページをご覧ください。 

 ４の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、計画策定委員会委

員の公募を行い、審議会は公開といたします。また、審議経過をホームページ等で公開し、計画

案におけるパブリックコメントの実施により意見反映を行うものとします。 

 ５の計画策定スケジュールについては、本日の委員会説明を経て、８月広報において公募委員

の募集を行う予定です。９月上旬を目途に委員会を設置し、第１回目の策定委員会を開催後、年

内を目途に計画案を取りまとめ、答申を頂いたうえで委員会に報告し、年明け目途でパブリック

コメントを実施いたし、年度内に計画を策定というスケジュールで行っていきます。 

 次のページをご覧ください。清里町高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画ニーズ調査につい

て説明いたします。今回の計画にあたり２種類の調査を行っております。はじめに回収率です

が、①の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査は、一般高齢者から要支援までの 500 人を抽出し、

500 件中、379件の 75.8％となっております。 

 次に、②の介護実態調査は、要介護１から５までの在宅で過ごされている方 96件中、59 件

の 61.45％となっております。合計で 596件中、438 件の 73.48％となっております。 

このニーズ調査は、厚生労働省老健局介護保険計画課、振興課、老人保健課、総務課認知症施

策推進室が示してきている調査票に、清里町独自の項目を追加したものです。 

 清里町独自の項目は、生活の中で不安に感じていること。人生の最終段階の過ごし方、こちら

は在宅看取り意向ということになりますが、こちらの方を加えております。 

 ①の介護予防・日常生活圏域調査は、要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を

把握し、他の情報と合わせて、地域包括ケア見える化システムに入力し、地域の抱える課題を特

定します。なお、この調査は生活機能評価の基本チェックリストを網羅しておりますので、総合

事業の対象となる虚弱高齢者の把握が行えます。虚弱高齢者とは認定を受ける前の高齢者のこと

ですが、こちらの把握が行えます。 

 ②の介護実態調査は、実際に在宅でサービスを受けている方や、認定は受けているけれどサー

ビスは使っていない方、短期間の入所と在宅を繰り返している方を調査しております。 

 どんなサービスを利用しているか、在宅介護での不安や負担を感じる内容や、今後必要と感じ

るサービス、サービスを利用しない理由、介護者の就労などをお聞きしております。 

 この調査結果につきましては現在委託業者に集計依頼中ですが自由記載欄に多かった事項を

挙げますと、１番に運転ができなくなった時の受診や買い物が不安であること、２番目に多かっ

たのが福祉サービスや職員についての感謝、３番目は介護保険料が高い、こちらの内容が多かっ

た事項でした。今後、詳細がまとまり次第、再度お知らせいたします。 

 この後、この結果と地域ケア会議で出された課題、他の計画との整合性、施策の突き合わせな

どを行いながら策定委員会で計画を策定していく予定です。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 担当の方から、清里町高齢者保健福祉計画及び第８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。委員の皆様、何か御質問等ございませんか。古谷委員。 
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○古谷委員 

 計画の策定の組織の関係でいくと、前回の計画においても公募委員含めてある一定の人数なん

ですけども、現実的に医師とか歯科医とか福祉団体の代表とか、さらに法律的にはきっと被保険

者を必ず入れるという話になっていると思いますし公募委員、どちらかと言うと指定管理業者だ

ったりある意味で利害関係者やそういった方たちも当然いらっしゃるわけで、逆に言えば外部的

な専門的見地に立つ人達が本当にいるのかどうか。非常にインナーだけ、前から色んな委員会が

沢山あってこういった計画作るんですけども、うちの町は町内におけるそういった利害関係や委

託先の関係者のみで計画をつくっている。そして専門的といった場合については、医師や歯科

医、そういった人たちは現実的には会議の出席率はほとんどない。という実態の中で計画が今回

も立てられていくとしたら極めてもう一度、もう既に誰に委嘱するか既に決めているんじゃない

かと思うんですけども、やはりその計画をつくるベースとなる委員会の在り方についても検証し

ていく必要があるのではないか。単純に従来型で出席しない専門員や関係者ばかりでやってい

く、やっぱり外部的なこれだけ 1,600 人を超える高齢者全体に関わってくる、ある意味では総

合計画以上に大事な計画というふうに私自身は認識する訳なんですけども、そこにやはりもっと

専門的な外部の委員を入れて客観的な視点からも今後のあり方についてしっかりと方向性のチ

ェック、検証、新たな方向性の中で提案や提言というものを盛り込むような体制をつくった中で

議論されるべきではないか、このように考えるところなんですけども、アンケート調査について

は非常にしっかりやられると思いますので、それを評価しつつそれをどういうふうに生かしてい

くか専門的見地というのは必要であって、アンケートだけやっても結局今言ったインナーとか従

来型の審議であればそれが生かされないということも非常に危惧されますので、その方向性につ

いて今どのように整理されていくのか事務担当としての見解をお伺いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいまの議員の御質問でございます。うちの町は小さい町でして、委員の選定については難

しく、おっしゃられたとおり同じ人が委員という形で多くなっているのが事実でございます。そ

んな中でお医者さんの関係ですとかもおっしゃられたとおり、色んな会合にやってはいるんです

けども、多忙なため出てこられない体制が出ております。 

 昔はこの委員会を時間をずらして夜に行ったり、そういう形をとって行っておりましたけれど

も、その時点でもなかなか難しいところがございました。そんな中でも例えば家族の人ですと

か、そういう方にも入っていただいてこのニーズ調査の中も含めた中で御説明をし理解をしてい

ただいて計画を立てる、そしてパブリックコメントをかけてやっていく形でなるべく町民の方の

意見をこの計画の中に反映できるような形で進めていきたいとこのように考えておりますし、今

議員からもご指摘をいただきましたので、可能かどうかわかりませんが、北海道職員のオホーツ

ク総合振興局の職員ですとか網走保健所の職員とかにも声掛けができるのであれば考えていき

たいなとも思っておりますので、まだそこまで進んではいないんですけども、それらのついて考

えていきたいと思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 
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○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 非常に重要な計画という形で一般質問の中でも出させていただいたんですけれども、やはり今

言ったように他の計画と押しなべて言うんですけども、内部関係者だけで計画を立てていくとい

う事が今後の在り方で本当に良いのか。やはりこれだけ重要な計画において、第三者的立ち位置

にいて外部的な専門的知見を持った人の知恵を入れていく時代になってきている。それが今課長

があったとおり振興局にしろ、どこにしようと内部関係、行政関係者でしょ。自分たちにとって

都合の良い形の中で形式論的にやっていくのではなくて、これだけ重要な計画や介護保険料とい

う具体的な個々の負担に跳ね返ってくる。 

 さらに今後需要が増えて行くという状況においては、ある意味では本当に専門的従来において

は、初期の段階においては大学の専門の社会福祉の専門の先生に何回か来ていただいて委員に入

っていただいてやってきた経過も、そういった外部的な意見も真剣に考えていかないと、単に形

式的に審議をしました、答申を受けました、答申をそのままという形ではなくて実質的な審議が

少しでも行えるような形というものが重要になってくると認識しているんですが、その辺につい

て今後どの程度まできちんと対応できるのか。見解をお願いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 なかなか大学の教授さんとなれば、伝手の関係とかもあるんですけども一昨年でしたか、私ど

もの方の研修にも釧路の大学のそれらの専門の人に来ていただいて講師もやってもらった経過

もございますので、可能かどうかも含めまして今後の検討材料としてやっていきたいと。これは

検討といっても本当に前向きな形でやらなければいけないと思っておりますので、できるだけ早

いうちに方向性については協議をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。それでは続きまして③番、清里町障がい者計画及び障

がい（児）福祉計画の策定について、説明よろしくお願いいたします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

清里町障がい者計画・障がい福祉計画策定要領についてご説明いたします。６ページをお開き

ください。説明の前に１点訂正及び補足がございますのでご説明いたします。障がい者福祉計画

につきましては、障がい者総合支援法におきまして、児童福祉法第 33条の 20 第１項に規定す

る市町村障がい児福祉計画と一体のものとして策定することができるとされていることから、本

町におかれましても障がい福祉計画及び障がい児福祉計画一体のものとして策定するものであ



‐14‐ 

 

り、障がい福祉計画におかれましては、障害及び第２期になります障がい児福祉計画一体のもの

として策定するものでございます。障がい児の「児」の表記が抜けておりましたので、訂正及び

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

それでは議案についてご説明いたします。本町におきましては、第５次清里町総合計画の方針

に沿って、障がい者計画・障がい及び障がい児福祉計画を策定し、障がい福祉施策に取り組んで

きているところであります。今年度、計画の最終年度を迎えることから、新たな計画の策定を執

り進めるものであります。 

 計画の期間につきましては、障がい者計画、障がい及び障がい児福祉計画いずれも令和３年４

月から令和６年３月までの３ヵ年といたします。計画策定につきましては、障がい者計画につき

ましては障害者基本法において、当該市町村の障がい者のための施策に関する基本的な計画を策

定しなければならないとされており、障がい及び障がい児福祉計画につきましては、障害者総合

支援法において障害福祉サービスの提供体制の確保等に関する計画を定めるものとされており

ます。 

計画の基本方針として、障がい者計画は、障がいの有無にかかわらず、お互いの人格と個性を

尊重し、障がいのある人が、自ら選択する地域で生活し、様々な活動への参加、地域において他

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計画を定めることとなっており、

本町における障がい者施策の基本的な方向を示す計画となります。 

一方、障がい及び障がい児福祉計画は、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、障害福祉サービス及び相談支援に必要な見込量および地域生活支援事業の実施に関

する事項を盛り込むこととなっております。他の計画との整合性等につきましては、両計画とも

本町の上位計画であります第 6次清里町総合計画と整合性を図り策定してまいります。 

さらに、障がい者計画は、北海道の障がい者基本計画と、障がい及び障がい児福祉計画は国の

基本指針を踏まえ、第２期子ども・子育て支援事業計画との整合性も図り策定してまいります。 

 次の７ページをお開きください。計画策定にあたり、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。 

 また、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、計画策定委員の

公募、計画策定経過等の公開、計画（案）に関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。 

 計画策定スケジュールにつきましては、８月上旬に計画策定委員の公募を行ってまいります。 

９月上旬に委員会を設置し、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

員会に報告し、年明け１月にパブリックコメントを実施し年度内に計画を策定する予定です。 

 ８ページをお開きください。両計画策定にあたり、今後ニーズ調査を行ってまいります。 

 対象者につきましては、本町に住所を有する者で障害者手帳等の交付を受けている者および障

害福祉サービス等の受給をしている者で、抽出により実施してまいります。調査項目としまして

は、障がいの状況を把握するとともに、住まいや暮らしについて、活動や就労について、障がい

福祉・医療サービスの利用状況、相談相手、災害時の避難、教育、権利擁護等について、選択肢

を設け、日常生活や就労等で抱えている課題等を把握し、計画策定へ繋げてまいります。調査時

期は、７月中に調査票を送付し、８月中に回収、集計を行っていく予定となっています。以上で

説明を終わります。 
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○伊藤委員長 

 ただいま清里町障がい者計画及び障がい児福祉計画の策定についての説明をいただきました。

委員の皆様、何か御質問等ございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 この件についても昨年の一般質問の中でさせてもらい、今年からスタートするという形で当町

の福祉のまちづくりの中で一番大きく立ち遅れているのがこの分野。特に障がい児、子どもの時

期から学校卒業して就労支援も含めた生涯にわたる切れ目のない支援という仕組みがやはり地

域の中で包括的に構築されていないという事実、実態について、もう１回正面からこの計画では

是非向き合っていただきたいという形。それと抽象的な計画ではなく具体的に個々の家庭や家族

や個人に対する支援の具体策を明確に計画の中に織り込んでいただきたい。それに伴う人材の確

保というものをどのように行っているのか。それと、どうしても見えてくるのは行政現場では非

常に苦労されていると思うんですけれども、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校、養護学校

を含めた専門の障がいの学校を卒業した後のフォローとかの具体的な筋道が見えていないとい

うのが当町の実態にあるのではないのか。長い間、福祉の町づくりと言いながらも、難しい課題

の中でなかなか重点的な施策を打ってきていないのが事実だと思いますので、ぜひとも今回の計

画においては第２期の障がい児福祉計画を含んでいるという意味合いも前期の障がい児福祉計

画を見ていただければわかるとおり、ほんの数行、３行か４行書いているだけで具体的な書き込

みが何もない。これは障がい児の福祉計画としての手をなしていないという事実がうちの町の実

態の反映じゃないかと思いますので、しっかりとその辺をやっていただくことが将来にわたって

切れ目のない子供達が成人をしていく障がいを持った方々、それがそれを抱えた家族に対する支

援のあり方だと思いますので、福祉のまちを標榜する以上、そこをしっかりと今回に計画の中で

は取り組んでいただきたい、これを強く要望したいと思いますので、担当課長の見解をお願いし

たいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 議員おっしゃったとおり、うちの町の弱いところでございまして、先ほど小さい町と言いまし

たけども、地域の社会資源、障がい者に対する資源が本当に少ない町なのかなと思います。その

中で何をやっていかなければいけないのか。保健センターに保健師がいて色々とやってはいます

が保育所と離れている、幼稚園と離れているというところで、御存じのとおり子育て世代包括セ

ンター、これは市町村に対して必置ではないですが努力義務で定められております。これの設置

をしたいということで新聞でも見ていらっしゃるかもしれませんけど、保健師２人を入れて人的

資源をまず整えて、そこから入っていかなければいけないのかなという私の考えでございまし

て、理事者と話をして進めている最中であります。ただ、なかなか資格職の応募が来てないのが

実態でございます。 

 職員の採用は総務課になりますので、総務課とも話しながらコロナの影響でどうなるかわから
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ないんですけれども、各学校へ訪問しながら。 

 保健師につきましては、国保連合会の場所を借りての面接もできますので、それらも含めてや

っていこうという考えでございます。できるだけ早いうちにやっていかなくてはいけないと思っ

ておりますし、この計画の中にどうやっていくかというところもやっていかなければいけないと

思っています。 

 また、うちの町から障がいを持たれた方が隣町などの学校へ行っているんですけども、そこの

担任の先生が先月も来られまして、この子が清里町で働きたいんですということがございました

ので、それが就労支援 A、B、うちはこの方法は取ってはいないんですけども、例えば斜里町の

方から入ってくるだとか、それとも正規に雇用するとか会計年度職員にするだとか、うちの委託

業者の方に入るのであれば、そこでの職員の採用ですとか、その辺も含めた中できちんとした道

と言いますか、そういうのを構築していかなければならないのかなと考えておりますので、でき

るだけ具体策を入れながら進めていきたいと思います。 

 また、小学校では学級崩壊とか、そういう方向にも進んでございますので、小さいうちから保

健師、保育士がその子を見て斜里の通園センターの方との繋ぎ込みができるような形を今後もや

っていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 十分に事務局としては認識されていると思いますので、そういった取り組みを行っていただき

たいと思います。特に小学校は大規模改修をやって特別支援学級は、ほぼ半数くらいの教室とし

ては普通教室と同じくらい教室がある。その中でやっていくわけですから結局、連続性の問題

で、最初の入り口の家庭の部分と、保育所、幼稚園、通園センター、小学校、中学校、高校、そ

の後また中学校から養護学校へ行ったり、特別支援学校に行ったりして、戻ってきて就労と言っ

た場合についても含めて今までまたいできたというのが事実ではないかと。言い方はきついです

けれども。ただ、現実としては他町村においては就労支援センター等については、ほぼ８割方は

小さな町であろうが作ってきているし、特に指定管理だとか例えばうちの町でいけば直営の焼酎

工場があったり指定管理のレストランがあったり色んなサービス業があったり委託事業でやっ

ている清掃があったり、一部はもう既にそういった方を就労させながらA型 B型の認定を取ら

ない中でも積極的にやっている形があるわけで、そういった動きに対してきちんと行政がなぜア

プローチしていかないのか、公共事業の中においても直接的な経営している中においても、また

委託事業、指定管理事業についても、ある一定の若い世代を中心とした障がいを持った人達がき

ちんと就労できるような仕組みを作れる要素が沢山あるのに、ほとんど触れることなく非常に難

しいだとか先送りしているのが事実じゃないのかと思うので、ぜひ今回の計画の中ではそういっ

たことも含めて、その可能性について調整をしながら具体的な事業施策の落とし込みをやってい

くことが必要ではないかと強く要請をしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 
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○保健福祉課長 

 うちの町の職員への叱咤激励も含めた中の御意見だと思います。実際にそのような方がいらっ

しゃった部分の繋ぎ込みが、町の職員としても私も含めて出来ていなかった部分かと思います。

それは、まずは計画に載せて、やらなくてはいけないというところを示さなければ出来ないとこ

ろでございますので、今回の計画で示していけたらと思います。 

 ただ、やはりこの町は小さな町として支援がないというのは実態でございますので、それらも

含めた中でどこまで出来るのかも含めて、それから隣の町、市町村の社会的資源をどのように活

用させてもらえるのかということも含めながら計画を策定していきたいと考えておりますので

御理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。池下議員。 

 

○池下議員 

 今の課長の答弁を聞いて思うんですけども、小さい町だからこそ出来る手厚い計画というのが

あると思います。策定というのはなかなか難しいのかなと思いますけども、小さい町にいるから

こそできる支援の仕方というのは、日本全国どこにいてもそういった施策をやっているところも

あるわけですから、是非うちの町も取り組んで欲しいし、この調査対象者も 300 名抽出すると

ありますけれども、一番大事なのはその現場にいる人、見守っている方、親、そこに対する町と

しての支援の仕方が一番重要だろうと。障がい者、障がい児の方に対する支援というのも大事で

はありますけれども、見守っている方というのは、ずっと何年間も見守るわけです。そこら辺も

十分踏まえた上でやっていただきたいし、障がい児は団体もあるわけです。にじいろの会とかあ

るわけです。そういった人たちの父母の方とひざを突き合わせて、どんな悩みがあるかというこ

とを真剣に聞くという事がいかに大事かということ、そしてそれをできる範囲で最大限やる、取

り組むというのは、小さな町の小さなことからスタートしていくことが障がい者の支援かなと思

いますので、そういうところも十分やりながら計画を作っていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 議員おっしゃるとおりだと思いますが、ただ私の言っている小さな町というのは、仕事、働く

場所の部分がやはり小さな町であることによって数が無いというところで、ご理解いただきたい

と思います。また、家族のお話もしていただきました。本当に障がいを持たれている親御さんは

自分が高齢者になって歳を取って、うちの子どうしたらいいだろうというそれが本当の不安だと

思います。それらも含めた中でどのような形ができるのか。本当に良い計画を作っていきたいと

私自身は考えているところでございますので、御理解をいただけたらと思いますので、よろしく

お願いいたします。 
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○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。 

 それでは④番、高齢者等訪問事業について説明お願いいたします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 高齢者等訪問事業について、説明いたしますので、９ページをご覧ください。 

 １、この事業の目的です。新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの中止や外出の

自粛によりご近所や他者との会話も減少し、家庭で過ごす高齢者等が多くなっています。そこで

心配事の相談を含む「人と人、顔と顔を合わせた会話の再構築」を図る目的から、清里町高齢者

等訪問事業実施要綱を作成し、町民が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう支援するもの

とします。 

 ２、身分です。この事業に従事する職員は、清里町会計年度職員とし、保健福祉課福祉介護グ

ループに配属し、雇用の契約期間は令和２年８月１日から令和３年３月 31 日とします。 

なお、今回この事業の実施については、３月 31日で終了としますが、コロナウイルスによる

繋がりの減少の再構築をするという目的であるということと、すでに福祉サービスにて訪問事業

を実施していること、さらに支所機能の活用等で新たな訪問活動の充実などの展開も可能であり

ますことから今後の方向性を定めていきたいため、今年度限りを予定しております。 

 ３、既存施策との連携についてであります。清里町福祉サービス事業実施要綱の訪問サービス

事業において、清里町社会福祉協議会及び清里町地域包括支援センターとの連携を密にしながら

事業をすすめ、必要に応じて高齢者・障がい者事業の制度への早期勧奨や福祉サービスなどの社

会資源につなげていきます。現在、訪問事業はコロナウイルス感染拡大予防の対応のため、電話

での応対をしていることから、緊急医療キット等の情報交換などが遅れている状況です。 

また、高齢者等の了承が得られた場合は、可能な範囲で聞き取った情報を民生委員へ提供し、

定時訪問事業に活用させていたたき、地域との繋がりも再構築していきます。 

さらに実施している清里町高齢者保健福祉計画・第 8 期介護保険事業計画策定のための調査

や、障がい者計画、障がい者福祉計画策定のための調査のほかに、町民の声を計画に反映し、今

後の施策の参考とさせていただきます。 

 ４、訪問事業の対象者は、清里町に住所を有する在宅者で介護保険等のサービスを受けていな

い方で、１つ目として 65 歳以上の一人暮らし又は夫婦の高齢者で支援が必要なもの。２、身体

障害者手帳の交付を受け、支援が必要な者。３、精神保健福祉手帳の交付を受け支援が必要な者、

４、療育手帳の交付を受け支援が必要な者。５、特定疾患受給者証（難病）の交付を受け支援が

必要な者。６、その他町長が必要と認めた者です。 

 対象となる人数は、65 歳以上高齢者 1,473 人中、介護保険サービスの認定者 284 人を除

いた 1,189 人と障害者手帳受給者 201 人、療育手帳 45 人、精神手帳 45 人、難病は、こち

らで把握している分ですが 25 人。の中から訪問サービスで訪問されていない方を調整してい

きます。10ページをご覧ください。 

 ５、訪問事業の内容についてです。巡回安否確認、心配事相談を含む対話、生活指導を行いま

す。 

 ６、秘密保持です。訪問事業に従事する職員は、訪問で知り得た個人情報を他人に漏らしては

ならなく、その職を辞した場合も同様とします。 
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 ７、委任です。この事業に関し、必要な事項は清里町長が別に定めるものとします。 

 ８、この事業の施行は８月１日とします。また、３月 31 日でその効力を失うものとします。 

 なお、この事業につきましては、地域協力隊を活用した高齢者訪問事業から会計年度職員を利

用した事業展開へ変更することから、事業の実施は保健福祉課、予算措置は総務課、企画政策課

は地域おこし協力隊の募集を取り下げるものといたします。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま、担当の方から高齢者等訪問事業についての説明がございました。委員の皆さんが何

か御質問等ございませんか。ありませんか。池下議員。 

 

○池下議員  

 参考までに聞きたいんですけど、担当の説明で 1473 人中 1189 人と…、訪問サービスを受

けていない方が対象ということですが、実態としてはどのぐらいの人数と捉えていますか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 そこまで抑えてはいないので、社会福祉協議会の方の福祉サービス事業の中の訪問事業、大体

単身のお年寄りのところは行っているんですが、正確な数字については後ほどお伝えしたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今回の見直しはこれで良しとします。ただ、町政執行方針で出して協力隊という形の中で、言

ったから何とか形としてここで着地させたというだけで、もっと本質的な課題として高齢者の地

域見守りの仕組みがどうあるべきか。今お話があった社会福祉協議会に委託している訪問の見守

りサービスの関係とか、国の制度である民生児童委員での地域の見守り、自治会での地域の見守

りだとか、それから先ほど担当者の方からもありましたけれども、支所の機能の見直しだとかと

いう形の中で、そういった中においてどういった高齢者に対する相互扶助のあり方みたいなもの

を、高齢者の介護もそうでしょうけど総合計画の中でこれだけあり 36％を超えてこの 10ヵ年

の中においてはもう既に 45 か 50 になるんじゃないかという中において地域における高齢者

の支え合いの事業、地域力も含めた中でどうあるべきかというところを総合的にぜひ見直しをし

て、来年の３月 31日までの制度で切ったというのはそういった意味合いを持って、ただ単に継

続するのではないですよ。新たに総合的な見直しをして新たな仕組みとして構築するんですよと

いう意思の表れだと思いますので、その辺間違いなくもう１度リセットしていただいて。 

 ただ、もう１つだけお願いしたいのは過剰に社会福祉協議会のサービスだけにアウトソーシン

グして、そこで事業が完結するというあり方はやはりもう１度地域全体の資源とか例えば高齢者
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が 1,600 名といったって、実際のところ介護サービスの認定を受けているのは 300 名ですよ

ね。それ以外の 1,300 名の高齢者は社会活動を行っているわけですし、自治会における福祉部

だとか保健衛生部のあり方みたいなものを含めてどうあるべきか地域相互扶助のあり方はどう

あるべきか地域扶助のあり方どうあるべきか、行政の役割はどこなのか、縦横からきちんと整理

した中において高齢者の地域見守りの仕組みをつくり上げていただきたい、このように考えま

す。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 なぜ３月 31 日までにしたかと申しますと、やはり 11 月には町長との懸案事項がございま

す。それらの中で今後のこの高齢者の見守り事業自体をどうするかというところも含めた中で、

話をしなければいけないかなと。そのような中で３月 31 日で切らせていただいている形であ

ります。 

 社会福祉協議会に丸投げというわけではございません。今も福祉サービスの中の高齢者訪問事

業につきましては、必ず保健師のいる保健グループ、福祉サービスに福祉介護グループ、私も含

めて必ず合議をして中を見ます。その中で福祉サービスへの繋ぎ込みで必要な方、それから救急

医療キットですとか 24時間電話もそうですけれども、緊急情報システム、そこへの繋ぎ込みで

すとか必要な部分につきましては訪問している人もあわせた中、それから地域包括支援センタ

ー、居宅介護時支援事業所をそれの方とも話しながら設置をするということで、全てが丸投げで

はないということでご理解いただきたいと思いますし今後これらの高齢者事業につきましては

もう一度話をするということで協議の場にあげるということでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 丸投げという表現は申し訳なかったんですけども、ただ１つだけお願いしたいのは、どこがコ

ントロールセンターなのかということを明確に先の一般質問をさせていただきました地域包括

支援センターの在り方が重要になってくる、そういった中で責任と最終的な判断、決裁含めてこ

れだけ多様化していった中において、どこがコントロールセンターになっているのかとか、見え

てこないでここできちんと打ち合わせ会議、情報共有がどういったシステムナイズされているの

かもみえてこない。形式的には打ち合わせがあります。情報交換はやっています。システムとし

てきちんと構築されているのかどうなのか、そういったことも含めてプラットホームのあり方、

包括的にきちんとコントロールする機能はどこが権限を持っているのかということも含めて職

責も含めてきちんと明確にしていく。相互に協議するだけであって、どこが責任持って最終的に

判断をして指示し、具体的なサービスを行って、その結果をフィードバックしながら還元してい

くのか。プラットホームの機能がどこにあるのか非常に見えなくなってきているのが多機能的に

なればなるほど見えなくなってきている。そういった状況もありますので、是非そういったこと
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の整理もあわせて進めていただきたい、このように考えますが。 

 

○伊藤委員長  

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 本当の責任の明確化というのは非常に大切かと思います。ただどっちが上でどっちが下ではな

くて一緒になってやっていかなければならないところでございますので、今後もそれらを含めた

中で町長の答弁の中にもあったと思いますけど、清楽園とか社会福祉協議会の代表者、私も含め

た中でのそういう上のものの話もありますし、地域ケア会議ですとかこれは形式的じゃなくてき

ちんとやっている会議でございますので、そういうような形でどのような方法が良いかも含めな

がら今後模索もしながらやっていきたいなと思います。１番は、これからはやはり、こういう話

し相手もそうなんですけどもやっぱり認知症の部分、それから権利擁護、こちらがやっぱりこれ

からこの町では増えてくるのかなと思っておりますので、これらも含めた中でどのような形で進

めていくのが良いのかということも協議の段階で進めていきたいなと思いますので御理解いた

だきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 古谷委員が指摘した部分の回答が得られましたので、自分なりに理解した部分、端的にこの雇

用の期間が令和３年３月 31 日の部分の質疑をしたかったんですが今説明を受けました。それ

とまたこれも重複する部分なんですけども、この本町における人口動態の中で自治会活動が以前

に比べて衰退してきている中で、地域の見守りという部分、これは古谷委員がおっしゃったとお

りで各自治会の中にも保健部あるいはそういう福祉部とかの機能があるんですけども、現実形骸

化されて地域で見守るというものがなかなか発揮されていないのかな。 

 細かい話をして失礼ですけども高齢者住宅の除雪の問題もそういうとこで検討されている現

実。あるいは民生委員も同じような形で高齢者もあれば障がいを持つ方々のフォローアップもさ

れている。ここはいろんな部分でそういう方々がだんだん人数構成が大きくなって、課長がおっ

しゃったとおり、認知症の方々もだんだん増えていくというその動態は増えていきますというこ

とがある以上、できない部分はもうある程度民間の活力を活用しながらでも具体的な障がい福祉

計画を構築するなり持っていかないと。今、本町における人材的なマンパワーで厳しい部分があ

りますから、そこら辺重々担当課ではわかっていると思いますけども、そこを現実を直視しなが

らやっていただきたい。特に社会福祉協議会に実施している見守り事業でも本来であれば、全部

周らなければならない実態なんですけども、今現実では１名ですかね。結局守れない世帯だとか

もあるのが現実なんです。そこら辺早くどういう対応するかは、わかってはおられると思います

けど、早急にやっていく時期に来ていますので、それを今後の計画策定の中で、恒久的な対応を

練るという方向で計画を持ちますから、そこら辺期待しながら私もこの社会福祉、地域で見守る

ノーマライゼーションという基本に立ち返って進めていただければと思うのでよろしくお願い
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したいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 議員おっしゃられたことを肝に銘じて進めていきたいと思います。また民間事業者の方に対す

ることもおっしゃられたんですけども、例えば、ＳＯＳの関係ですとかそういうので民間の方に

もかなり御足労を願っているところであります。また自治会の方、自助、公助、共助の関係とか

もだんだん薄れている部分がございます。 

 ただ、お年寄りの中には放っておいてくれという方もいらっしゃいます。ただ、それを放って

おくわけにはいきませんので、しつこいくらい怒られてもいいので電話でも訪問でも良いしとい

う形で今後も進めていきたいなと思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。それでは⑤番、清里町診療所について説明お願い

いたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

５点目の清里町診療所について説明いたしますので 11 ページをお開き願います。 

 5 月 21 日の本常任委員会で清里町診療所の無償貸与契約満了による時期体制の選定方法、6

月 10 日開催の常任委員会で貸与者の基本事項について、ご説明させていただいたところであ

ります。 

 本日は今後の募集に係る診療所貸与者(開設者)募集要項(案)についてご説明申し上げます。 

 なお、本募集要項(案)についきましては、作成した要項(案)についての行政チェックを北海道

に、法的チェックを弁護士にそれぞれ相談し、ご教示・ご指導をいただいているところでござい

ますのでご了承いただきたいと思います。それでは要項のご説明をいたします。 

１の貸付施設の概要につきましては、名称、所在地、診療所の概要、付帯施設、診療棟、医療

機器等、院外調剤について記載しております。 

２の応募資格等につきましては、令和 3 年 4月 1日までの許認可が見込まれる医師及び法人

で、(1)で法的な該当要件、12 ページをお開き願います。 

(2)で法的に該当しない要件、(3)その他の①で医師の本町居住と直接医療に従事すること、②

で診療に係る差別、③職員の確保と定住、④で関係機関との連携、⑤で議会の議決後に最終契約

になる事項を記載しております。 

 ３、開設者が行う業務につきましては、(1)で安心・安全な 1次医療の提供、(2)で施設・設備

の維持管理、(3)で本町が実施する各種施策の連携・協力、(4)で医療・保健・福祉等の関係機関

との協力・連携、(5)で安全管理の徹底と医療事故への対応を記載しております。 

 ４、診療所適正運営の支援等につきましては、(1)でまだ確定しておりませんが適正運営の支

援、(2)で医療機器の町購入、(3)で契約事項の変更・解約の申出の時期、(4)で契約期間途中で

の指定管理者制度への移行について記載しています。13ページをご覧ください。  
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 ５、応募に係る提出書類につきましては、(1)で提出書類、(2)で添付書類、(3)で選考の可否

に関わらず提出書類は返却しない旨を記載しています。 

 ６、募集のスケジュールにつきましては、確定しておりませんが、期間を定めて実施し、書類

審査・面談審査を実施の上、確定する予定です。 

 ７、質問の受付につきましては、電話等による受付とはせずに、必ず文書による受付とします。 

 以上の要項記載内容を承知の上、応募していただくことになります。公募の期間、貸与者に係

る支援等は(案)ができ次第、本常任委員会でご説明・協議したいと存じますのでご理解いただき

たいと思います。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま、清里町診療所について説明がございました。委員の皆様、何か御質問等ございませ

んか。それでは保健福祉課全般とおして何か質問等ございますか。 

 それではこれで、保健福祉課の方終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは大きな２番、所管事務調査について。局長。 

 

○議会事務局長  

 ２番の所管事務調査ですが、11 月に実施を予定しておりました道外所管事務調査でございま

すがコロナの感染状況また特別警戒区域から感染の少ない東北地方への視察ということで、受け

入れ先の迷惑等も考えまして、今年度の実施は見送りまして翌年度以降の実施としたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 続きまして、大きな３番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、８月 18日火曜日、総務文教常任委員会終了後、この会場で行う

予定でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 次、大きな４番その他何かございませんか。よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 ○伊藤委員長  

 それでは、第 12回産業福祉常任委員会を終わりたいと思います。皆さん御苦労さまでした。 

 

（閉会  午後 ２時 01 分） 


