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第 13回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年８月 12日（水） 

    開 会  午前 11時 31分 

    閉 会  午前 11時 57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令和２年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

 ②新型コロナウイルス感染症に係る各種施策について  

  １．清里町医療機関等感染症対策支援金交付事業について（要綱制定） 

 ２．妊産婦応援支援金事業について（要綱制定） 

 ３．高齢者等の暖房費等支援事業について（要綱改正） 

 ４．斜里地域子ども通園センター通園費補助事業について（要綱改正） 

 

 

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  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 

    

  

 

○説明のため出席した者の職氏名 

■保健福祉課長       野呂田成人  ■保健福祉課主幹      水尾 和広 

■福祉介護Ｇ総括主査    寺岡 輝美  ■子ども子育てＧ      鈴木由美子 
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○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 13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 

 保健福祉課から２点ほど提案がございます。説明よろしくお願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からの記載の２点につきまして、１点目の令和２年度一般会計補正予算（保健福祉

課所管分）を水尾主幹から説明いたします。２点目の新型コロナウイルス感染症に係る各種施策

について１点目の補正予算にかかわる各種施策の詳細になります各要綱の制定、改正につきまし

て担当よりご説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 それでは保健福祉課補正予算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。 

 ２款 11項新型コロナウイルス感染症対策費、斜里地域子ども通園センター補助です。 

 新型コロナウイルス感染予防に対応した形での組み換え補正となりまして、42万２千円とな

ります。 

 続いて、社会福祉法人支援事業となります。新型コロナウイルス感染症拡大予防により社会福

祉法人が事業を休止した期間に要する人件費、施設維持管理費、感染症予防対策に関するマス

ク・消耗品の経費に対する補助として、既に予算措置を頂いております、４月～７月分に加え今

後も事業を休止せざるを得ない状況になったことを想定いたしまして、８月～12月分の継続支

援として清里町福祉会に 100 万円を５ヵ月分 500 万円と、清里町社会福祉協議会に 33万円

を５ヵ月分 165万円、計 665万円を計上いたします。 

 次に、医療機関等感染症対策支援金交付事業です。新型コロナウイルス感染拡大の中、患者に

対し治療、施術を行っている医療機関等に対し、安定的な事業運営に向けた支援を行います。補

正額は 180万円であります。２ページをご覧ください。 

 次に、妊産婦応援支援金事業であります。新型コロナウイルス感染拡大の中、妊娠出産を迎え

ている方に対し、安心して出産育児できるよう 10 万円分のきよさと商品券にて支援を行いま

す。補正額は 262万円であります。 
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 最後に、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、診療所備品購入事業でございま

す。診療所のレントゲン機器につきまして、今年度に入り故障の回数がいよいよ頻回になってき

ており診療や検診に支障を来たしていることから、機器等の更新を早急に図るものでございま

す。補正額は 559万９千円となっております。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課の方から令和２年度一般会計補正予算について説明がございました。委員の皆様、

御質問等ございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 社会福祉法人の支援について、担当から説明あったとおり、現状では各種サービスとか通常ど

おり行われていると認識して、万が一コロナ感染拡大に伴ってサービスが休止する状況になった

場合について今回補正する予算を執行するという理解でよろしいか確認です。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいまの御質問でございますけれども、そのとおりでございます。今のところデイサービス

の方は通常というか様子を見ながらもやっているわけなんですけれども、それらがコロナの関係

でまた感染が拡大してきた場合、休止という部分がございますので、継続性を持った予算措置と

いうことでご理解をいただきたいと思いますし、もしも必要がなければまた減額というような形

になってくると思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 もう１点、２ページの妊産婦の応援の関係、是としたいと思いますけれども、道内近隣市町村

でも例えば国の 10 万円の交付金の関係について新生児に対して町全体で３月までまわして、

国の基準から外れた部分に対して行っているとかなりの数が出ているんですけども、そういった

議論は当町においては行われていなかったというふうに。あくまでも妊産婦の応援支援金事業と

いう形の中で集約された、今後もそういった考え方は出てこないという理解で良いのかどうなの

か。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいまの御質問でございます。言われたとおり、その部分がございまして継続性を持った形
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ということでございます。今まで３万円の補助とかも行っておりますので、４月 28日から７月

１日までの方につきましては３万円がいっておりますので、７万円を出すような形。 

 それと他のところは生まれた方ということですけども、実はお腹に入って母子健康手帳をいた

だいた方は妊婦検診とかで病院に行かれますので、その方に対しても応援しなければいけないと

いうことがございますので、３月 31 日までに母子健康手帳の交付申請があった方も対象にし

ようということで国の 10万円を継続的に行うという形でご理解していただけたらと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今回提案されている１号保険者、２号保険者、３号被保険者の、10万円、７万円というのは

そういった継続性を勘案して実態的に 10万円、お子さんがお腹にいた段階において、きちんと

支援していくという仕組みの中で、統合した形の中でこういった個々の利益不利益が生じないよ

うな形の中で担保したと理解してよろしいですね。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 そのとおりでございます。先ほども申しましたとおり、７月１日まで３万円出している部分が

ございますので、そこを除いた７万円と、これからの 10万円ということで継続性を持たせてい

ただきました。国の予算はこれから申請になりますので、一般財源で出しておりますけども、該

当となればまた財源の方を振り分けるような形なりますので、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。池下議員。 

 

○池下議員 

 １ページ目の一番下の確認をしたいんですが、医療機関等感染症対策支援金事業ということで

50万円が３事業所、20万円、10万円が各事業所と、具体的に問題なければ、どこにどういう

ふうなということを教え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 

 まず 50 万円につきましては、まず事業所で充てているだけということで御理解いただきた

いんですけど、広川歯科医院、まるぜん歯科医院、清楽園、それから 20万円につきましては、

石井整骨院、10万円につきましてはポテト調剤薬局になります。 
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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。なければ②番、新型コロナウイルス感染症に係る

各種施策について、説明よろしくお願いいたします。担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 それではまず初めに、清里町医療機関等感染症対策支援金交付事業について御説明の方をさせ

ていただきます。３ページをご覧ください。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響が特に大きい町内の医科歯科医療機関、介護保険施設、老

人福祉施設、柔道整復の施術所及び薬局等に対し、感染拡大防止等対策の実施等医療機関等の安

定的な事業運営に向けた支援を行うことを目的といたします。支援対象は、令和２年８月 18日

時点で事業を営んでいる医科歯科医療機関、介護保険施設、軽費老人ホーム、柔道整復の施術所

及び薬局等といたしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止等対策以外で町から経営の支援を

受けている医療機関等及び、町から指定管理を受けサービスの提供を行っている医療機関等につ

いては対象から除外いたします。支援金額は、感染予防経費の２分の１で、その限度額は医療機

関・歯科医療機関・介護保険施設で 50万円、軽費老人ホーム・柔道整復の施術所で 20万円、

薬局で 10万円とし、精算行為は行いません。只今説明いたしました事業につきましては、４ペ

ージから８ページに要綱案を添付しております。 

 続きまして妊産婦応援支援金事業についてご説明いたします。９ページをご覧ください。 

 本事業は、新型コロナウイルス感染症の不安を抱えながら定期検診を受診される妊婦の方及

び、無事出産を迎えられた産婦の方に対し、新型コロナウイルス感染症に係る妊産婦応援支援金

事業を実施し、安心して育児出産できるよう応援支援することを目的といたします。支援対象者

は、清里町に住所を有する令和２年４月 28 日以降に生まれた子若しくは生む予定の妊婦すべ

てに速やかに交付ができるよう、①令和２年４月 28 日から令和２年７月１日までに出生した

子を監護する保護者、②令和２年７月２日以降に出生した子を監護する保護者、③令和２年４月

１日から令和３年３月 31日までに母子健康手帳の交付を受けた者。ただし、特例として令和２

年度中に出産予定で４月１日以前に母子健康手帳の交付を受けたものを含む。にて設定しており

ます。支援額は①が７万円、②・③の方が 10万円となってございます。只今説明いたしました

事業につきましては、12ページから 14ページに要綱案を添付しております。 

 続きまして、高齢者等の暖房費等支援事業について、福祉介護グループ総括より説明いたしま

す。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 清里町高齢者等の暖房費等支援事業実施要綱の一部を改正する要綱の改正内容について説明

いたしますので 15ページをご覧ください。 

 この事業につきましては、高齢者世帯や障がい者世帯、ひとり親世帯の中の生活困窮世帯に対

し、1万円の暖房費を支給する事業です。今回、一部改正をいたしますので説明いたします。 
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 １の改正理由については、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、北海道から発出されて

いる新しい生活様式による不要不急の外出自粛を実践する家庭で過ごす高齢者等に対し、低所得

高齢者等の助成額を増額し、経済的支援を行うことで生活の安定と福祉の増進を図るものです。 

 ２の改正内容・３につきましては、新旧対照表で説明いたしますので次の 16ページをご覧く

ださい。 

第 3条の第１項の次に第２項において、令和 2年 11月 15日を基準日とする助成は、第 1

項の助成額に 4万円加算し、5万円とする。なお、期間の途中で第 2条の対象世帯に該当した

場合は第 1項のただし書きと同様とする。を追加いたします。 

 附則につきましては、第１項で施行期日、第２項で令和 3年 3月 31日までの時限措置であ

る旨を謳っております。なお、補正につきましては、９月定例会で 600円万円を計上する予定

ですので追加いたします。以上で説明といたします。 

 続いて、斜里地域子ども通園センター通園費補助事業について説明を、子ども子育てグループ 

鈴木総括主査より説明いたします。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○子ども子育てＧ総括主査 

それでは斜里地域子ども通園センター通園費補助要綱の一部を改正する要綱の改正内容につ

きましてご説明いたしますので、17ページをご覧ください。 

 この事業につきましては、心身に障害のある子どもの早期療育のため、斜里地域子ども通園セ

ンターへ通園する子どもの保護者に対し、汽車またはバスの往復により算出を行い交通費の一部

を補助している事業です。 

１の改正理由については、新型コロナウイルス感染予防のため、公共交通機関ではなく自家用

車により通園せざるを得ない状況にあるため、令和２年度に限り、自家用車による算定を行い、

補助することで、通園の支援の強化と感染リスクの回避を図るものでございます。 

２の改正内容、３のその他につきましては、新旧対照表でご説明いたしますので、18ページ

をご覧ください。補助額を規定している、第３条第１項の次に第２項として「新型コロナウイル

ス感染予防のため、令和２年度の斜里地域子ども通園センターへの通園に係る補助額は、自宅か

らセンターまでの自家用車による最短距離とし、１キロメートルにつき 40 円を乗じた額とす

る。」を追加いたします。 

附則につきましては、第１項では施行期日、第２項では令和３年３月 31日までの時限措置で

ある旨を謳っております。 

なお、本要綱の改正による算出方法により、各対象者への補助額は増額となります。以上で説

明を終わります。 

 

○伊藤委員長  

 ただいま新型コロナウイルス感染症に係る各種施策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。堀川委員。 
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○堀川委員 

 妊産婦応援支援金について細かいことで申し訳ないですけど、確認させてください。 

 先ほど７月１日までの関係は３万円があるので７万円ということで理解したんですけども、４

月 28 日から始まるということも４月 28 日から３万円の部分が始まったから４月 28 日から

という文言が入っているということでよろしいんでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 あくまでも 10 万円の継続という形ですので３万円の部分につきましては７月１日基準日で

前回進めさせていただきました。それで、そこの部分につきましては、７月１日までに生まれた

方で３万円を渡しておりますので、たまたま今回、国の方の 10万円の交付金が 28日以降でし

たのでその形で謳わせていただいたところであります。 

 それで先ほど古谷委員から御質問がありました母子健康手帳を渡した部分というのは本来で

いけば４月１日以前は旧年度にはなるんですけれども、本年度中に生まれるというような形にな

りますので、その方もひろって増減とかも出ないような形でこの要綱を作らせていただきました

ので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員 

 令和２年度中に生まれた方、妊娠された方に１律 10万円が行き渡るということですね。理解

しました。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 そのとおりでございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。それでは保健福祉課全般を通して何かございませ

んか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 １点強い要望というか要請という形でお話し申し上げたいんですけれども、今年度のこれから

始まるインフルエンザワクチンの接種の関係で既に他の委員の方から一般質問や委員会の中で

議論になっていると思いますが、従来の清里クリニックを中心とした形の中では高齢者の方や子

どもたち非常にいろんな課題が若干積み残されてきて、今年に入ってきている。当初の担当課長

の説明では、清里クリニックを中心にしながら主体としながらやっていく、ただ今回の２月以降

のコロナウイルスの蔓延状況というのは非常に環境が変わってきていて、不安、接種の段階にお
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ける３密の関係等々、多くの町民の皆さん、特に高齢者を中心とした皆さんに聞くと、今年度は

特にそういった状況を考えて高熱の関係を考えた場合について、インフルエンザかコロナか非常

に見極めが田舎では難しい、医療機関自体も難しいという中において、特にインフルエンザにつ

いては早い段階において予防接種をしながらそういった対策をとってもらいたい。 

 そのためには清里クリニックだけではなくして、通常通院しているかかりつけの病院等も補助

の対象にしていただきながら支援をしていただきながらそういったインフルエンザを併発しな

いような形の中で安心して暮らしたい、これは大きな体制じゃないかと思います。そういった意

味においては９月に入れば当然住民周知が必要となってくると思いますので、近隣市町村や網走

の医師会の動きも非常に早くなってきていると思いますので、その辺の対応について十分今般の

コロナウイルスの現況下における清里町の対応がどのようにやっていくかについてしっかりと

その仕組みを固めた中において住民の皆さんの不安がない形、それから経済的な部分の支援をし

ているわけですから、そういったことについても、あまねく対象者の方に平等にいき渡るような

形、それも含めながらあくまでも町民目線でその辺の対応をするように強く要請をしていきたい

と思います。 

 

○伊藤委員長 

 今の部分は基本的に今回協議に入ってないんですけど、よろしいですか。課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただ今のインフルエンザでございます。古谷委員、岡本委員からも依然御質問いただいた部分

でございまして、担当といたしましても色々な施策を打っていかなければいけないのかなと思っ

ています。ただ他の医療機関からしますと、一次医療これは各町村でしっかりやる。予防医療に

係る部分については各市町村がやらなくちゃいけないということを言われているのは事実でご

ざいます。 

 そんな中でやはり委員から言われた通り、他のところでは予防接種に係る部分を全町民にとか

コロナの関係で。やっているとこもございまして、次の常任委員会に方向性をお話ししようかな

というふうに思っておりました。他の医療機関という部分がございますけども、逆に言うとそち

らの方に行かれるリスクもありますので、今、清里の診療所につきましては来年度の関係の公募

とかもこれから行っていくような形でございますので、今年度につきましては委員おっしゃられ

る部分が全部できるかどうかわからないですけれども、例えば札弦・緑のお年寄りに対してそち

らの方で予防接種ができるかどうかも含めて、２回ほど清里クリニックとうちの保健師も含めた

担当の方でやっておりますので、18 日の前に協議をいたしまして、18 日にお知らせるような

形をとり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  

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 非常に重要な問題なので、先ほど申し上げた本旨というのは、当然、一次医療は当町になくち

ゃいけない。ただ現実的に一次医療という形でかかりつけの医者が小清水、斜里、網走、北見で
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あったり、定期的な健診とあわせながら受けることについては他の一次医療機関、町外について

大きな負担をかけるという話ではありませんので、その辺はやはり柔軟に町民のそういった事

実・実態に合わせた中でやっていただきたいということとあわせて、集団接種そのものが本来医

療行為としてＯＫなのかどうなのかということについても、やはり様々な部分で感染症予防の関

係とか、どこかセンターに集めましょうとかというのは本来の今の予防接種としては避けるべき

事項になっている中において、そういったことについても十分配慮しながら感染症リスクや医療

行為をどこで行われるべきということも、やはり本来の在り方をまず前提にしながら、あまり変

則をやってしまうことによって逆に感染症そのものの対応としての本筋からずれてしまうこと

もあり得ますので、その辺の対応については十分に配慮しながら９月の定例会前の常任委員会と

お話がありましたので、明確にしっかりとした仕組みを提示していただきたい、このように思い

ます。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 おっしゃられた通り、お医者さまとお話した中でも集団の接種については時代とは少し違うと

いうお話もありました。ただ、札弦・緑の交通手段のない方がいらっしゃるのも事実でございま

すので、それらの中で一番良い体制というのはどうなのかというのを医療機関、清里クリニック

の先生ともお話しておりまして先生の方からの提案があった形もございます。 

 そんな中、昨年までの部分、清里クリニックにおいても医師と看護師、事務の方とで打ち合わ

せを行ってその部分をうちの保健師、保健グループの方に協議にあげてきていただいている部分

もございますので、そちらとの兼ね合いも考えながら、ただ議員おっしゃるとおり町民の命です

ので、それらも含めた中でどの策が一番良い策になるかは別といたしまして本年度の予防接種に

ついては次回ご報告を申し上げたいなとこのように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、何かございませんか。 

 ないようでしたら、これで保健福祉課を終わりたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 それでは大きな２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番その他、何かございませんか。 



‐10‐ 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 ○伊藤委員長  

 これで第 13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  午前 11時 57分） 

 


