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第３回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年２月 17日（月） 

開 会  午後  ２時 21 分 

閉 会  午後  ５時 28 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清里町農業振興事業実施要綱の一部改正について 

 ②町営牧場について 

③令和２年度一般会計当初予算主要施策事業（産業建設課所管分） 

④令和２年度簡易水道事業特別会計予算 

⑤令和２年度農業集落排水事業特別会計予算 

 

●保健福祉課 

 ①清里町産後ケア事業実施要綱の制定について 

②清里町福祉サービス事業実施要綱の一部を改正する要綱について 

③清里町子育て支援保育料補助事業実施要綱の一部を改正する要綱について 

④清里町介護保険条例の一部を改正する条例について 

⑤令和２年度一般会計当初予算主要施策事業（保健福祉課所管分） 

⑥令和２年度介護保険事業特別会計予算 

⑦網走厚生病院脳神経外科医療体制整備について  

⑧清里クリニックについて 

 

●焼酎醸造所 

①令和２年度清里町焼酎事業特別会計予算 

 

●町民課 

 ①清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について 

②令和２年度国民健康保険税について 

③令和２年度一般会計当初予算主要施策事業（町民課所管分） 

④令和２年度国民健康保険事業特別会計予算について 

⑤令和２年度後期高齢者医療特別会計について 

 

 

２．所管事務調査について 

  道外所管事務調査について 
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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  堀 川 哲 男    委  員  古 谷 一 夫 

       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 

 ■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   ■産業振興Ｇ主査      吉田 慎治 

■建設Ｇ主査        荒  一喜 

■保健福祉課長       野呂田成人   ■保健福祉課主幹      宮津 貴司 

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

■福祉介護Ｇ主査      原田  了   ■福祉介護Ｇ主任      岩浪  理 

■焼酎醸造所長       清水 俊行   ■焼酎醸造所主査      廣谷 淳平 

■町民課長         熊谷 雄二   ■町民課主幹        梅村百合子 

■町民生活Ｇ総括主査    水尾 和広   ■町民生活Ｇ主査      藤森 宏樹 

■町民生活Ｇ主査      山﨑 孝英   ■税務・収納Ｇ主査     土井 泰宣 

 

  

○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３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 
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まず産業建設課の方から５点ほど連絡がございます。説明よろしくお願いいたします。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５件につきまして概要の説明をいたします。１点目、

清里町農業振興事業実施要綱の一部改正につきましては来年度に向けまして、事業の整備及び充

実を図るための改正を行うものでございます。２点目、町営牧場につきましては長期間使用して

いない牧区につきましてこれまでの経過と今後の取り扱いについてご説明いたします。３点目、

令和２年度一般会計予算主要事業につきましては産業建設課所管分につきまして来年度事業の

主なものについてご説明いたします。４点目、５点目につきましては令和２年度の簡易水道事業

農業集落排水事業にかかる予算についての御説明をさせていただきます。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主査 

 それではまず、清里町農業振興事業実施要綱の一部改正について説明させていただきます。議

案１ページに、改正概要また２ページ３ページに、改正内容につきましての新旧対照表を掲載し

ておりますので、ご参照願います。農業振興事業につきましては清里町の農業振興のため、農業

者の主体的な努力と創意工夫を基調とした効率的かつ安定的な農業経営の育成を促し農業経営

の強化を図るために必要な支援を講じ農業の健全な発展に寄与することを目的とする事業とな

っております。今回の改正でございますが、事業実施期間の更新と、農業振興計画に対応した事

業への見直しとして一部事業内容を改正するものでございます。 

まず１つ目として事業実施期間につきまして、平成 29 年度から平成 31 年度までを３年間延

長し、令和２年度から令和４年度までに改正いたします。続きまして、２つ目として第２条の別

表、じゃがいも生産振興対策事業中、シストセンチュウ対策及び輪作体系確立モデル事業につき

まして事業を廃止するものでございます。こちらの事業内容につきましてはジャガイモシストセ

ンチュウ高密度の圃場におきまして、対抗緑肥を作付することによりセンチュウの密度を下げる

実証実験事業であります。実績としましては平成 28 年度より１圃場におきまして３年間実施

をしてございます。事業廃止の事由としましては、メニューとしては、あくまでも実証事業であ

りまして３年間の事業実施により一定の効果が見られたため実証事業としての役割が終了され

たことにより、項目を削除するものであります。 

次に、３番目事業項目の追加として、第２条の別表じゃがいも生産振興対策事業中、種馬鈴薯

生産支援事業を追加するものであります。事業概要としましては、種馬鈴薯農家で購入している

原原種の費用がここ数年で高騰しており今後の輪作体系維持、また安全で安定的な馬鈴薯作付確

保のため防疫検査申請に対応できる種子馬鈴薯導入を支援するものであります。補助対象経費で

ございますが、原原種馬鈴薯購入費用の４分の１を補助対象とするもので補助率につきましては

２分の１以内としておりまして、残りの２分の１につきましてはＪＡ補助ということで協議済み

でございます。 

次の事項項目追加として第２条の別表、畜産振興対策事業中、肉用牛販売促進支援事業を追加
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するものであります。事業概要としましては、肉用牛を市場に集荷する際に、蹄病の抑制や体制

維持のための取り組みとして、出荷前の個体に対し削蹄士による削蹄費を支援するものでありま

す。補助対象経費でございますが、肉用牛削蹄費用の３分の１を補助対象とするもので、補助率

につきましては２分の１以内としておりまして、残りの２分の１につきましてはＪＡ補助という

ことで協議済みでございます。 

最後の事業項目追加として、第２条の別表、生産体制整備事業中、畑作短期雇用促進事業を追

加するものであります。事業概要としましては、畑作農業において労働力の集中する時期に雇用

される町外の短期労働者に対し、宿泊費用の一部を支援することにより安定した雇用の確保を図

るものであります。補助対象経費でございますが、短期雇用者が町内宿泊施設を利用した際の宿

泊費用１泊 4,000 円を上限とし、補助対象とするもので補助率につきましては２分の１以内と

しておりまして、残りの２分の１につきましてはＪＡ補助ということで協議済みでございます。 

また、今回の改正の施行時期につきましては、令和２年４月１日からの適用を予定しておりま

す。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、産業建設課の方から清里町農業振興事業実施要綱の一部改正についての報告がありまし

た。委員の皆さん何かご質問等があればお願いいたします。ございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 畑作短期雇用促進なんですけど、体験的な雇用促進というのは、しかも農繁期だけそういった

趣旨は明確にどこに置いているのか。町外雇用促進それは雇用促進と呼べないような中身の事業

なのか。しかも 20日間というかたちで。その事業の位置づけをきちんと明確にしていただきた

いと思いますが。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興Ｇ主査 

 今回の事業の中身ですけれども、研修実習生の体験事業というのが既存としてございまして、

そちらにつきましては町と農協そして農業委員会が構成団体であります、清里町担い手協議会の

方で実習生の受入れに対しての宿泊費の助成ですとかそれで事業の展開はもう既にされており

ます。今回の部分につきましては、あくまでも労働力問題としては農業振興計画策定のための委

員会の中で策定委員である農業者の方から播種時期の労働力が不足している時期に短期雇用の

確保に際して個別にインターネットでサイトを利用して募集した際に実際問い合わせがあった

んですけど、やはり宿泊の関係で自宅に泊めるわけにもいかず、雇用ができなかったというよう

な状況、意見がありました。次期振興計画においても次世代に繋がる持続的な農業経営の確立を

図るための措置として短期雇用支援に対しての支援対策の整備が挙げられており、今回支援メニ

ューとして設置するというところでございます。 

 

○伊藤委員長 
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 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 中にはインターネットで雇用という形でと思うんですけど。現実的に雇用と言った時に雇用に

伴う部分で労務災害とか保険だとかそういうところをどこが今回は雇用主、雇用契約に伴うも

の、その辺の研修であればそういった制度の中でできますけど、雇用契約を伴うものである労務

災害とかそういったところ、制度の位置づけにきちんとしていかないとあとで何か起きた時に対

する対応というのが善意であったとしても非常に特に機械を使ってやる作業ですよね。その辺を

きちんと明確に事業をやる場合には担保しておかないと善意だけで済まさないというのを含め

てその辺の整理はＪＡとはされているのかどうなのか。まずそういったこと雇用ということです

から。あくまでも。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業振興Ｇ主査 

 あくまでも今回の雇用につきましては一農業者が雇う部分についての宿泊についての支援を

行うということでございまして、今後これが継続的に発展していけば人材バンクですか、そうい

ったのを活用ができるのではないかというのは農協さんと協議しているんですけれども、まだあ

くまでもそのきっかけ作りのために、各農業者が雇用した部分についての宿泊部分の支援という

ことで御理解いただければと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 趣旨はものすごく理解しています。ただ、そういった既存制度と変えてわざわざ雇用という形

でしかも 20日間、短期、といった形についてそれを雇用というものなのか、出面さんが近くに

いないからインターネットで呼べば沢山人が来てくれるとそんな形だけで地域雇用の方向性、一

つのパイロットとしてやるのは問題ないと思うけど非常にあやふやというか普通の雇用制度か

ら言うと非常に不安定な制度にも見えるという形に中で今後しっかりやった場合について事業

検証を町としても補助を出す上においてはきちんとやっていくということが必要じゃないかな

と。逆に言えばこの時代ですから外から見た時にしっかりした制度として構造化されているのか

どうなのか、町が関わっているから安心とか安全性が確保されてるのかとか、これは今の世の中

の常識だから、それを担保しない中で色んな新しい事業をやっていくというのはリスクマネジメ

ントも含めてやっていくというのが普通じゃないかなと。そういうことも含めてそういった検証

もしながら町として責任を持ってしっかりやっていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 



‐6‐ 

 

 

○産業振興Ｇ主査 

 委員が言われた部分を含めて、また関係団体と協議して進めて行きたいと思いますのでよろし

くお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 生産体制整備事業ということで、そういう要望があった形でこういう立案は大変いいことだと

思います。ただ、その中で漠然と畑作短期という概念なんですけども本来であれば同じような生

産体制であればそういう文言なり広く畜産農家も和牛農家もあるんであれば同じように短期雇

用、現実に住み込みでやっている場合もありますから、そういう場合はどうするんだと。そうい

うニーズ調査したとは思うんですけども、そうなった時に畑作という文言になってますけど少し

広げるということもどうなんでしょうかねという提案ですけど。担当。先ほど申し上げた農業振

興計画の策定委員会の中でもそういった話題が出ておりまして、畑作においてはやはり４、５月

の播種時期と、収穫時期にどうしても労働力が足りないというところで何とかしてほしいんだと

いうところでですね。今回の事業ができたわけなんですけれども畜産の関係についても労働力の

不足してる問題が出ておりまして先ほど説明しました農業担い手協議会の方の自主事業の方で

平成３０年度におきましてはヘルパーですとか、肉牛の法人に対して雇用の宿泊費の支援だとか

はさせていただいております。どうしても畜産の部分につきましては短期というかある程度中長

期的な雇用が見込まれるかなというところもありますので、そちらについては現在の担い手協議

会の事業、農水省でも農の雇用事業というものがありますので、そういったものを活用して事業

を展開していければというふうに考えております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。 

 

○前中委員 

 今、農の雇用の話出ましたけど、いろんな解釈の仕方で片方はこういう制度があります、同じ

町内の中で総括的な雇用促進事業としての意味合いしないとやっぱりどこに窓口に行って今言

ったように担い手協議会ですよ。ただこの案件に関しては、町の農業振興費の中で括りとしてや

りますというような、その線引きが本当に難しいんじゃないのかなと。畑作だとか酪農も混在で

やっていて片方はその本職だけで使いますから例えば緑清荘に泊まりますから畑作短期雇用促

進事業を使います。でもその後に雇用しますから、担い手事業で、同じようにその制度行けます

かと言った時にどうしますと言う協議が必ず出ると思うんですよね。そこも考慮しながら制度は

これから発足しますから、それもしっかりと見定めた中で検証だけはしていかないと、あくまで

も宿泊費助成だけで終わってしまうと先ほど古屋委員がおっしゃったように、雇用としての環境

づくり、今農の雇用の話し出ましたけど、そこはきちっと今の古谷委員のところは明確にうたわ

れてますからね。帰属の労災なり保険をしっかりしない限りはその制度にのれませんから。そこ
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はやっぱりはき違えないで進めていただきたい。 

 

○産業振興Ｇ主査 

 振興計画の方でもそういった話題が出ておりまして、やはり最終的には新規就農ですとか通年

雇用の形がとれればというふうに考えているんですけれども、いきなりそれを打ち出したとして

もやはり集まってくる人はなかなかいないかなというところです。まずはこういったメニューで

きっかけづくりをして、先ほど委員が言われましたような事業の展開を図っていきたいというふ

うに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。ほか、何かございませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 センチュウの対抗緑肥の作付で今回で終わるということなんですけど、どれだけの率を減らし

た成果があるのか。わかれば教えていただきたいなと思います。担当。 

 

○産業振興Ｇ主査 

 具体的な数値は資料を持って来ていないのであれですけれども、密度としてはかなり高密度な

ＧＲの圃場ではあったんですけどもポテモンですか、雪印種苗のポテモンを３年間実施しまして

それによって低密度になったということで農協の方からは報告を受けております。 

 

○岡本委員 

 わかりました。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。なければ次、２番目町営牧場について、説明のほどお願いします。

担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 江南牧場についてご説明させていただきます。４ページをお開きください。まず１番、江南牧

場の現状と経過でございます。（１）江南牧場牧区別図は別紙①となっております。５ページの

方をご覧ください。町道の 23 号線道路の北側に第１牧区から第５牧区がありましてその道路

の南側、第６牧区から第１0 牧区があるとこういうような状況になっております。４ページに戻

っていただきます。 

（２）番、牧場の経過です。団体事業などで、草地整備を行ってきました江南牧場でございます

が先ほどの図面のとおり 10 牧区体制となりましたのは平成 11 年度からになります。平成 13

年度からピロプラズマ病の発生によりまして８牧区から１0 牧区までの３牧区につきましては

使用を中止としております。その後も入牧頭数の減少に伴いまして、平成１８年度から７牧区、

平成 28 年度から６牧区の使用を取りやめておりまして、現在の１牧区から５牧区までの使用

となってございます。 
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続きまして、（３）町営牧場年度別利用実績でございます。こちらについては別紙２のとおり

ということで６ページをお開きください。こちらにつきましては平成 10 年からのデータを掲

載しております。平成 19 年までは江南、青葉の２つの牧場で入牧を行っておりました。平成

20 年から江南牧場へ入牧を集約いたしまして、平成 21年４月１日の町営牧野条例の改正によ

りまして青葉牧場を廃止しております。平成 10年と平成 11年につきましては、江南牧場だけ

で 250 頭以上の入牧がありましたが、ピロプラズマ病の発生などの影響もありまして入牧頭数

は年々減少しております。平成 28年からは 100頭以下の入牧頭数となっております。４ペー

ジにお戻りください。 

続きまして２番、江南牧場の今後でございます。現在、１牧区から５牧区までの区域で放牧を

しておりますがこの５つの牧区の草地面積で放牧可能頭数を計算いたしますと約200頭まで可

能となります。現在の入牧頭数規模であれば十分放牧可能な広さとなります。現在使用していな

い牧区の中でも７牧区から 10 牧区につきましては使用中止してから 10 年以上経過しており

まして、再び使用するためには、草地整備が必要となります。現状では牧場として使用できない

状況となっております。以上のことから現在使用していない６牧区から 10 牧区につきまして

牧場として廃止することとしたいというものでございます。廃止した牧区につきましては植林す

ることといたしますが、現在植林中であります旧青葉牧場との兼ね合いを考慮しながら計画的に

行っていきたいと考えております。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま産業建設課の方から、町営牧場についての説明がございました。委員の皆様何か御質

問等があればお願いいたします。ございませんか。 

なければ３番目、令和２年度一般会計当初予算主要施策事業についてよろしくお願いいたしま

す。担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 一般会計当初予算主要施策につきましてまず産業振興グループ関連につきまして御説明をさ

せていただきます。まず、７ページです。２款総務費、２項総務管理費、８目町有林管理費、事

業名、町有林管理事業でございます。本事業につきましては町有林管理計画に基づき、計画的な

森林整備を進めるため、伐採植林保育を実施するものでございます。町有林管理事務事業につき

ましては消耗品としまして侵食した苗木のエゾシカからの食害軽減を図るための忌避剤の購入

として 19 万９千円を計上します。火災保険料につきましては町有林の森林保険料として 192

万８千円を計上いたします。町有林整備委託料につきましては町有林管理用の林道整備倒木処理

経費、忌避剤散布経費といたしまして 63万３千円を計上いたします。 

森林ＧＩＳシステム補修業務委託料につきましては、システムのデータ更新作業や保守点検を

委託するもので１９万４千円を計上いたします。 

続きまして、町有林新植事業につきましては、３箇所 9.32ヘクタールの新植を予定しており

ます。１箇所目につきましては青葉町有林内の平成 30 年度に伐採した箇所でございます。カラ

マツの植栽を予定しております。２箇所目につきましては旧光岳小学校の営繕林内の丸山墓地の

西側高いところの一角でカラマツの植栽を予定しております。３箇所目は旧青葉牧場内の３ヘク

タールで、みずならの植栽を予定してございます。３箇所分の苗木代と工事請負費で 892 万８
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千円を計上いたします。続きまして、町有林下刈事業につきましては４箇所、12.62 ヘクター

ルを予定しております。平成 30年に新植した２カ所と令和元年度に新植しました２カ所で、場

所は、青葉町有林内に３カ所、旧青葉牧場が１箇所となっております。317 万１千円を計上し

ております。 

続きまして、野ネズミ駆除剤散布事業です。139.1 ヘクタールの散布を予定しており駆除剤

購入と散布委託料で 66万２千円を計上しております。財源内訳でございますが、新植事業にか

かる森林環境保全整備事業補助金 430 万６千円と下刈事業に係ります道補助金 128 万８千円

をあわせた 559 万４千円を道補助金として計上いたします。また、林野基金繰入金 188 万１

千円につきましては下刈事業の補助残分となっております。続きまして、表の２段目５款農林水

産業費、１項農業費、２目農業振興費、事業名、農業振興事業費補助事業でございます。こちら

は昨年と同額の１千 739 万円を予算計上するものでございますが、要綱の改正に基づき予算金

額を計上してございます。財源につきましては一般財源でございます。続きまして、３目畜産業

費、事業名、草地追肥事業でございます。内容につきましては町営牧場の草地維持のため、追肥

事業を実施するものでございまして第１から第５牧区の 32.5 ヘクタールとなります。委託料と

いたしまして 177万円を計上いたします。予算につきましては一般財源でございます。 

８ページをご覧ください。５目道営整備事業費、事業名、多目的機能支払交付金事業でござい

ます。本事業につきましては地域協働による農地農業用水等の資源の保全管理活動や農村環境の

向上を図る取り組みに対して支援を行うものでございます。事業費につきましては１億１千 74

万８千円、財源につきましては、道支出金として８千 286万４千円こちらにつきましては事業

費の４分の３相当分の交付金及び推進事業に係る補助金でございます。一般財源を２千７８８万

４千円としてございます。 

続きまして、同じく５目道営整備事業費、事業名、農地整備事業でございます。本事業につき

ましては道営水利施設等保全高度化事業清里第第２地区の事業実施と他町への出作者にかかる

町負担金を支出するものです。令和２年度事業といたしまして区画整理と暗渠排水等を予定して

おりまして北海道に対する負担金を予算計上いたします。概算事業費、２億６千万円の地元負担

17％の４千 420 万円と他町への出作分負担金 28 万５千円とあわせまして４千４48 万５千

円が事業負担金となります。消耗品４万４千円と北海道土地改良事業団体連合会負担金４１万円

を合わせました４千 493 万９千円を計上いたします。財源内訳は、受益者負担として、分担金

２千 28万８千円と２種類の補助金１千 852 万５千円を道支出金に計上しております。一般財

源は 612万６千円となります。続きまして、同じく５目道営整備事業費、事業名、地域用水環

境整備事業でございます。小水力発電事業における令和２年度事業内容につきましては水路工

事、建築工事、自営線地下埋設ダムコン改造設計委託を予定しております。概算事業費４億円の

地元負担２５％に対しまして、清里町負担割合 23.9％を乗じた２千 390 万円が負担額となり

ます。北海道土地改良事業団体連合会負担金 19万６千円を含めました２千 409 万６千円を予

算計上いたします。財源につきましては道支出金として、道営整備事業監督補助業務委託金 14

万５千円、残りの２千 395 万１千円が一般財源でございます。 

９ページをご覧ください。２項林業費、１目林業振興費、事業名、造林推進事業費補助事業で

ございます。本事業につきましては民有林所有者の森林整備に要する費用に対して清里町森林整

備事業費補助金を交付することにより民有林整備の推進を図るものでございます。事業内訳につ

きましては、新植事業 5.7 ヘクタール、下刈り事業、16.43ヘクタール、除間伐事業 17.4 ヘ
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クタール、殺鼠剤散布事業 29.88 ヘクタールとなっており合計 236 万１千円の予算計上をす

るものでございます。財源内訳でございますが、道補助金としまして未来につなぐ森づくり推進

事業費補助金 56万８千円、一般財源が 179 万３千円となっております。 

同じく１目林業振興費、事業名、製材等流通経費補助事業でございます。こちらにつきまして

は、木材価格及び需要の変動や輸送コストの増大により木材製品流通が厳しい状況に置かれてい

ることから、木材製品流通経費を助成するものでございます。町内２業者に対しまして合計１千

万円を予算計上するものでございます。財源につきましては一般財源でございます。 

同じく１目林業振興費、事業名、林業労働者退職金共済制度事業補助事業でございます。内容

につきまして林業労働者の確保のため、事業主に係る掛け金を補助し労働力の確保を図ることを

目的とするものでございます。加入者延べ 276 名に対する年額 259 万５千円を予算計上する

ものでございます。財源につきましては一般財源でございます。 

１０ページをご覧ください。同じく１目林業振興費、事業名、森林整備推進事業でございます。

本事業につきましては国から譲与される森林環境譲与税を有効に活用して適切な森林の整備や

その推進に繋がる取り組みを進めるものでエゾシカによる森林被害の軽減に向けた対策の検討

資料とするためエゾシカの生息調査を行うものでその調査委託料といたしまして、53万９千円

と旅費 11 万円、消耗品３千円を合わせました 65 万２千円を予算計上するものでございます。

財源は全額森林環境譲与税基金からの繰入金となります。以上で、産業振興グループの説明を終

わります。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業建設課主幹  

それでは引き続きまして、建設グループ所管事業の御説明をいたします。議案の１１ページを

ご覧ください。７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費でございます。事業名、道路等整

備事業、本事業につきましては補修及び維持管理により、道路等の環境整備を行うものでござい

ます。道路橋梁維持補修事業として６千 127万円を計上しております。内訳といたしましては、

調査設計業務委託に 999 万円、内容につきましてはさくら通り拡幅のための用地測量、また、

向陽地区こちらは江南第５道路及び江南第３道路の２路線になりますけれどもこちらの排水施

設の改修のための調査を実施をいたします。また、町道改良補修事業に５千 128 万円を計上い

たします。うち新規事業となります、15 号道路舗装補修につきましては後ほどご説明いたしま

す当該路線の歩道整備に合わせて車道部のオーバーレイを行うものであり舗装の損傷及び路面

水の滞水の解消のため実施をするものでございます。実施箇所につきましては議案の１２ページ

に記載をしております。続きまして、道路橋梁管理事業として１億 315万７千円を計上してお

ります。内訳といたしましては道路橋梁及び河川指定管理業務委託に９千９４５万その他、事務

事業に370万７千円を計上しており道路等整備事業の全体事業費を１億６千４４２万７千円と

するものでございます。財源内訳につきましては公共施設整備基金繰入金、道路等占用料、図面

等交付手数料より４千 201 万５千円、一般財源で１億２千２４１万２千円を計上いたします。

なお、指定管理業務委託につきましてはこれまで、平成 28年度に算定されました提案額を根拠

として予算計上しておりましたが、震災以降公共単価及び市場価格は上昇傾向にありまして平成
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２８年度の算定時に比べ現時点で労務単価や除雪経費はそれぞれ 11％から１８％程度上昇し

ている状態であり当時の設計額との乖離が生じてしまうことから協定期間の途中ではあります

けれども、経済社会情勢の変化の反映、また業務に従事する者の労働環境の改善を目的といたし

まして、設計額について、最新の公共単価への更新を行いまして令和２年度につきましては提案

額から 349 万７千円増額し予算計上するものでございます。このことにつきましては、上限額

の変更を行なうという趣旨のものでございます。なお、令和３年度につきましても同様の考え方

により算定をいたします。また、債務負担の関係につきましては、消費税の増税分また過年度分

の建設機械特別修繕等の増額分も含め協定の最終年度となります令和３年度の当初予算編成に

合わせて変更を実施する予定でございます。 

続きまして２目道路新設改良費、事業名、道路新設改良事業についてでございます。本事業は

社会資本整備総合交付金制度等の活用により道路の改良整備と、道路施設等の長寿命化を行うも

のであり、道路新設改良事務事業として 272 万２千円、道路改良事業として 15号道路の歩道

整備について２千 451 万円を計上いたします。内訳につきましては本工事が 161ｍ、用地境

界杭の埋設業務及び支障物件の移転補償、こちらにつきましては町所有の光ケーブル、それと水

道の管路の移転費用であり、公共補償に関するものでございます。本事業につきましては交付金

の配分額によりますが、令和２年度完了を予定しているところでございます。議案の１３ページ

に事業位置図を掲載しております。続きまして、道路橋梁保全対策事業として、１億８千 460

万円を計上しております。内訳といたしましては委託料として上斜里橋の橋梁補修設計及び清流

橋の修正設計となっており、清流橋の修正設計につきましては設計基準の改定に伴います上下部

の設計計算の修正業務でございます。また、工事請負費として北橋補修工事及び清流橋かけ替え

を令和２年度につきましては下部工を実施する予定でございます。それぞれ計上し橋梁長寿命化

関係事業で１億５千 460 万円を計上するものでございます。また、道路保全事業として２１号

道路舗装補修に３千万円を計上いたします。議案の 14 ページに事業位置図を掲載しておりま

す。また次の議案 15 ページには清里町橋梁長寿命化計画年次一覧も掲載してございます。橋梁

の点検保守につきましては、本計画をもとに実施をしているところでございます。道路新設改良

事業の全体事業費を２億１千 180万２千円とし、財源内訳につきましては社会資本整備総合交

付金より１億２千 260 万１千円、地方債は８千 480 万円、一般財源で１千 443 万１千円を

計上いたします。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、担当より令和２年度一般会計当初予算主要施策事業について説明がございました。委員の

皆様何かご質問等があればお願いいたします。何かございませんか。それでは、４番令和２年度

簡易水道事業特別会計予算の方、説明をお願いいたします。担当。 

 

○建設課Ｇ主査 

 令和２年度簡易水道事業特別会計の予算概要につきまして、議案の 16 ページによりご説明

いたします。歳入よりご説明いたします。使用料及び手数料は、平成 31年度の実績見込みから

使用料については前年同額の４千 750万５千円、手数料については、指定給水装置工事事業者

の更新に伴う手数料で５万円の増、あわせて給水申込手数料に係る消費税増税分で１千円の増と

なり前年度対比で５万１千円の増額として計上をしております。財産収入につきましては５千
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円、繰入金は１千 450万３千円、内訳につきましては、一般会計繰入金３３７万８千円で前年

同額、基金繰入金が１千 112 万５千円、前年度対比で参百万２千円の増となっておりご説明い

たします水道メーター器更新工事請負費の増、及び水道配水管移設工事請負費の財源の一部にな

ります。繰越金につきましては、前年度同額の 150 万円を計上しております。 

諸収入につきまして 100 万１千円のうち歳計現金預金利子として１千円の他、町道 15 号道

路歩道拡幅整備に係る支障物件移転補償費の 100 万円の計上となります。続きまして、歳出に

つきましてご説明いたします。総務費につきましては職員１名分の人件費及び施設管理に必要な

物件費といたしまして、修繕料をはじめ、通信運搬費、水道メーター器検針業務委託料、水質検

査業務委託料、出水検委託料、そして今年度新たに公営企業法適用化業務委託にかかる基本計画

策定業務委託料に 350 万円を含みまして３千 149 万４千円、施設費につきましては水道メー

ター器の更新工事請負費に１千794万円と15号道路歩道整備にともなう支障物件移設に伴う

水道配水管移設工事分で 170 万円を計上し、あわせまして１千 964 万円公債費につきまして

は、地方債元金償還及び支払い利息として１千 351 万円、基金積立金につきましては歳入の財

産収入基金利子と同額の積み立てとして５千円、これにより、予算の総額を歳入歳出それぞれ６

千 464 万９千円、前年度対比 405 万４千円の増として計上しております。 

議案１７ページにつきましては、簡易水道事業特別会計の主要施策となりまして説明が若干重

複いたしますが、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、公営企業法適用化事業になり

ます。こちらは地方公営企業法の適用拡大に伴いまして、公適用化に向けた基本計画の策定業務

委託に 350 万円を計上しております。 

次に、２款施設費、１項、施設整備費１目施設整備費、水道配水管移設事業になります。こち

らは、町道１５号道路の歩道拡幅整備に伴い支障物件となります水道配水管の移設を行う補償工

事となります。移設延長は 114 メートルを予定しておりまして工事請負費として 170 万円を

計上し、財源内訳は基金繰入金を 70万円、雑入の移設補償費として 100 万円でございます。

次に、水道メーター器更新事業です。計量法に基づく８年サイクルの水道メーター器更新工事を

行うものです。更新戸数は 297 戸を予定しておりまして工事請負費として１千７９４万円を計

上し、財源内訳は基金繰入金が１千 42 万５千円、一般財源より 751万５千円となります。以

上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、担当の方から説明がございました。委員の皆様何かご質問等があればお願いいたします。

ございませんか。 

なければ令和２年度農業集落排水事業特別会計予算の説明をよろしくお願いします。担当。 

 

○建設課Ｇ主査 

 令和２年度農業集落排水事業特別会計の予算概要につきまして、議案の 18 ページによりご

説明いたします。歳入よりご説明いたします。分担金及び負担金は、新たな公共桝設置に係る個

人分負担金として前年同額の 10 万円を計上しております。使用料及び手数料は前年度の実績

を見込み３千 842万２千円、前年度対比 80 万円の増で計上しております。道支出金です。農

業集落排水施設の機能強化本工事に係る農山漁村地域整備交付金として５千100万円を計上し

ております。繰入金は一般会計からの繰入金として、６千 172 万１千円、前年度対比 513 万
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１千円の増として計上しており、増額の主な要因は、機能強化本工事分で 260 万円、公営企業

法適用化業務委託分で 350 万円、一方地方債償還分で、前年比マイナス 122 万５千円となり

ます。 

繰越金につきましては前年度同額の 150 万円、諸収入につきましては歳計現金預金利子とし

て１千円を計上しております。町債につきましては施設機能強化本工事に係る財源として地方債

４千 840万円を計上いたします。 

続いて歳出につきましてご説明いたします。総務費につきましては職員１名分の人件費及び施

設管理に必要な物件費として、光熱水費をはじめ、修繕料、施設管理業務委託料等そして今年度

簡易水道事業同様を新たに公営企業法適用化業務委託に係る基本計画策定業務委託料に350万

円を含めまして前年度対比で 56万７千円の増となります、３千 508 万８千円を計上しており

ます。事業費につきましては、下水処理場の機器修繕工事、下水道台帳作成業務委託などに加え

施設の機能強化本工事実施に伴い、前年対比で７千 898 万９千円の増となります。１億１千 69

万１千円の計上となります。公債費につきましては地方債元金償還及び支払い利息、一時借入金

利子として５千 536 万５千円となりまして前年度対比 112 万５千円の減になります。これに

より予算の総額を歳入歳出それぞれ２億 114 万４千円、前年度対比７千 843 万１千円の増と

して計上しております。 

議案 19ぺージにつきましては、農業集落排水事業の主要施策となり、こちらも説明が若干重

複いたしますが２款事業費、１項農業集落排水事業費、１目農業集落排水事業費公営企業法適用

化事業になります。こちらは、簡易水道事業同様地方公営企業法の適用拡大に伴い、法適用化に

向けた基本計画の策定業務委託に 350 万円を計上しており財源内訳は一般会計繰入金 350 万

円となります。 

次に、町単独事業です。公共桝設置のない場所での新規建築物ができた場合、下水道接続のた

めの公共桝新設工事２箇所分を 100 万円、処理施設機器修繕工事として清里処理場の床清掃撹

拌ポンプを交換工事費に 150 万円、下水道メーター器更新工事７箇所分で 42 万円、合わせて

事業費 292 万円となり財源内訳は分担金 10万円、一般財源 282万円となります。 

下段の農業集落排水処理施設機能強化事業となります。令和３年度の実施設計を基に、２年度

は、清里札弦下水処理施設の設備更新の本工事の年となり清里処理場の汚泥脱水設備機器政策

に、７千 700 万円、札弦処理場の電気設備工事に２千 500 万円、合計１億 200 万円を計上

し、財源内訳は道支出金農山漁村地域整備交付金に５千 100 万円、町債農業集落排水事業債で

４千 840万円、一般会計繰入金 260万円となります。 

続いて議案の 20 ページになります。農業集落排水処理施設機能強化事業の年次計画表とな

ります。令和元年度に、清里札弦両地区の実施設計を終え、令和２年度より、本工事となりまし

て２年度は、清里地区が主に汚泥脱水機の機器制作及び札弦地区の電気設備の更新となり３年度

以降は、機械、電気計装設備更新等を行い札弦地区は令和元年から３年の３ヵ年、清里地区は令

和元年から５年の５ヵ年の事業計画となりまして総事業費３億１千 700万円となります。以上

で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、担当の方から令和２年度農業集落排水事業特別会計予算の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 

水道下水道両方の会計に法適用化をやるということ、一般論として減価計算含めた部分での安

定的運営というのが要因になってきますよね。当然。計画の中で。そうした場合今回例えば６月

か９月の委員会でもお話しましたけど、農業集落排水で行くと３億の投資をやっていく、そのう

ち半分ぐらいは起債をおこしてやっていく。そういった時に使用料のはね返りというのを減価計

算に分けた時にそういった問題について適正な時期ですね。使用料の見直しを上下水道について

やっていくという話が答弁の中でなされたというふうに記憶してるんですけども、今後とも法適

正化やって減価計算やった方について、公営企業法で教訓を得て、そういった使用料の見直しの

問題というのは生じないという現時点での押さえ方なのか。それとも使用料見直しを今回の法適

をやっていく段階において、減価計算色んな指数が出て来るんですけども、それが出てから使用

料の見直しをやっていくという考え方なのか。その辺の整理の仕方をもし今現段階で担当課とし

て掴んでいるものがあるなら教えていただきたいと思います。課長。 

 

○産業建設課長 

 ただいまの使用料の関係でございますが、９月の答弁の中で考えていくとお話させていただき

ました。実際問題工事が始まっていくということでその辺費用等についても負担していただくべ

きところが出てくると思うんですが今回公営企業法の関係で新たに移るというのが令和６年度

から完全移行といった形になってまいります。 

それに向けて減価計算等を行いまして完全に移していきたいなという形で思っておりますの

でそちらの料金に跳ね返る部分については会計の意向とあわせて実施したいというふうに今担

当としては考えているところでございます。 

 

○古谷委員 

 了解しました。それはいいんですけども現時点的に問題点は当然人口減少集落が随分減って来

ていますよね。そして今回投資をやっていく。ある一定の見直しをどの段階でやっていくかとい

う政策的判断等を先送りするという理解で今回はそういった政策的な先送りはして、６年度の今

言った法適用の運用が開始される時に合わせて見直しをやる、それで十分現段階においては対応

できると理解してよろしいですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 実際下水道会計については苦しい部分もあると思うですけど、令和６年度までは何とか持ちこ

たえられるのではないかと考えているところです。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 
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○古谷委員 

 非常に心配しているのは、他町村でも近隣町村のたらいまわしだとか、早い段階で、一気に

30％40％上げますよというのはあり得ない話であってせいぜい 10％、15％の段階的なやつ

を３年に１回とか５年に１回やっていくという方向性なのでそういった見通しも含めてぜひ今

回は６年まで出来ればいいですけど、一気に 30％40％上げますよというのは現実的に下水道、

特に状況をみると結構大きな値上げをしなければきっと法適用の関係でいくと減価計算では全

然出てこないというのは明らかじゃないのかと。その辺の対応ですね。今言ったような形の大き

な瞬間的な値上げに結び付けないような思いを持って今後の計画の中でチェックかけた上で適

正な時期に料金の見直しを当然町民負担が生じるわけですから、しっかりとやっていただく形で

もう１回慎重に検討いただけませんでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 今委員おっしゃられたように急激な上昇は皆さんにご負担をかけますので私の先ほどの話と

しましては６年度の法会計のスタートの変更に合わせてとやりたいとお話しましたが、それに限

らずもしそういったところで、急激なことが起こるのであればないようにということで考えさせ

ていただきたいなと思います。 

 

○伊藤委員長 

 ほか、何かございませんか。ないようでしたら本日産業建設課の方から提案あった中で、全般

として何かありませんか。 

 

○伊藤委員長 

 なければ産業建設課の方を終わりたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 それでは保健福祉課より８点ほど提案がございます。担当の方、説明よろしくお願いします。

課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からの記載の８件の案件につきましてそれぞれ担当よりご説明を申し上げます。 

 

○保健福祉課主幹 

 それでは私より１件目の清里町産後ケア事業実施要綱の制定について１ページから３ページ

まで御説明をさせていただきます。まず制定の理由です。この要綱は産婦の居宅において助産師

等の看護職が中心となり母子に対して母親の身体的回復と信頼的な安定を促進するとともに母

親自身がセルフケア能力を育み、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目

的とします。この制定の内容ですが国の母子保健法に基づきます、妊娠、出産、包括支援事業の
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産後ケア事業、これに準じまして清里町独自に、別紙条文のとおり要綱を制定してまいりたいと

いうふうに考えております。施行期日は令和２年４月１日からを予定してございます。そもそも

この産後ケア事業の実施要綱の中身についてございますが、現在、出産後によく実施内容の第５

条に記載がございますが、母親の身体的回復の支援あるいは授乳の指導及びケア、この辺でよく

今出産後に網走を主体とした助産師さんが清里町に来ていただいてそういったサービスを住民

の方が自前でサービスを受けておられるという実態がございます。実は国もこの事業、補助事業

として、数年前から実施をしておりまして清里町においてはまだ未整備の部分でございました。

また国におかれましては昨年の 12 月６日付けでこれを法律で義務化するという法律を改正さ

れ、この２年のうちにこれが各市町村義務化されるサービスというふうになっていく方法でござ

います。今のところは各市町村が自己負担をしながら利用者の軽減を図るような補助事業で実施

しておりますので、清里町におきましても利用実態に基づいてですね。利用者さんの負担を無料

とした形で、この度ある程度の制限回数などを設けましてこの産後ケアの事業に取り組んでまい

りたいというふうに考えてございます。 

一番大きいのは授乳の指導ケアももちろんなんですが、最近やはり核家族化に伴いまして預か

っていただく親御さんがお仕事などにより子どもを見て貰える方が少なくなってきているとい

う現状もあるということでお母さんの休息の時間、そういったものを確保する観点からも国も強

くこの事業を推奨してございますし、清里町におきましてもそういった声があることも実情でご

ざいますので、そういった実態に基づきましてこの事業を新しく行ってまいりたいというふうに

考えでございます。簡単ですが以上です。 

 

○伊藤委員長 

 今担当の方より説明がございました。この件に関しまして、皆さま御質問等あればよろしくお

願いいたします。何かございませんか。よろしいですか。 

なければ２点目説明の方よろしくお願いいたします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 続きまして清里町福祉サービス事業実施要綱の一部改正について私の方からご説明いたしま

す。４ページをお開き願います。今回の改正につきましては障害児の補装具作成にかかる助成に

ついて新たな事業を追加するものでございます。まず障害者の補装具作成にかかる負担額は原則

１割負担でございますが、障害者総合支援法第 76 条第２項、及び同施行令第 43条の３により

所得に応じ負担額に一定の上限額が定められており生活保護世帯及び町民税非課税世帯は自己

負担なし、それ以外の町民税課税世帯は自己負担額の上限が３万７千 200 円となっておりま

す。ただし、同法第 76条１項及び同施工例第 43条の２において町民税の所得割が 46万円以

上課税されている方が世帯員にいた場合補装具費の支給は対象外となりまして一定以上の所得

のある方につきましては全額利用者負担と定められております。 

この世帯員の範囲につきましては 18 歳以上の障害者であれば本人及びその配偶者のみを世

帯として取り扱います。また、18歳未満の障害児であれば保護者の属する世帯の世帯員全員が

世帯の範囲として取り扱いというふうになっております。 

障害児の場合は住基上多世代で１つの世帯としている場合補装具費の支給対象外となる可能

性が高くなってくるというようなことが言えるということで、障害児の補装具については体の成
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長に応じて作り変えて行かなければならないものもありまして、全額自己負担となると負担はと

ても大きいというふうになります。そのため国の制度上の所得要件により補装具費を全額自己負

担した障害児及びその保護者につきましては先ほどお話しした住民税課税世帯の上限額３万７

千 200 円を超えた分は町が助成することができるよう要綱を改正し事業を新設いたします。具

体的な要綱の変更内容につきましては新旧対照表で御説明いたします。 

５ページをお開き願います。第２条第１項第 12 号に障害児補装具費助成事業を新設してお

ります。第４条第１項では申請書の様式について第２項では決定通知書の様式について新たに記

載しております。 

続いて、６ページをご覧ください。別表１に、新たに障害児補装具助成事業を追加しまして先

ほどお話しした助成の条件等具体的内容を記載しております。次に７ページでございますが、別

表２では本事業に係る助成額について、新たな項目を追加しております。 

続いて８ページにおいては申請様式を、９ページにおいては決定通知の様式を追加しておりま

す。なお、本改正は令和２年４月１日から施行することとしています。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、保健福祉課の方から説明ございました。この件に対して何か質問等があれば委員の皆様よ

ろしくお願いいたします。何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 当然今回は所得要件の緩和をしていくという形で、実態的に町内の実態があるという前提に伴

って新年度予算に計上を行うと思うんですが実態的に予想される予算上おおよそ何人くらいの

方が対象となっているのか、その辺わかればお示しいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 今ご質問のありました部分で、想定されるのが今１名いらっしゃるということで考えておりま

す。これらの中も御存じだと思いますけど所得によってということで、住民票の関係になります

けど世帯分離をしなければそういうのがあたらないという部分がありまして、町民課の方で世帯

分離する部分でそのための世代分離は駄目だとは実はできないわけでありまして、そういう部分

も福祉の方で何とかしなければいけないなという部分がありまして、今回このような制度を設け

させていただきたいということで、この場でお話をさせていただきます。 

このあとも、もしかすると他にも色々出て来るかもしれません、正直申しまして。その場合も

今言われたような対象者も含めて考えて新しい制度ができるかどうかも考えていかなければい

けないところか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。 
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○古谷委員 

 色んな国の制度だけではやはり地域の包括的な福祉の支援はなかなか円滑に進まない実態が

あるという形や、他の予算とかまだ見てませんからわからないですけど、どうしてもこの何年か

子育て支援ですとかそういったものについて所得要件はほとんど町のやつは外してあるはずな

んですよ。ところがやっぱり福祉の関係とか介護の関係とか、地域包括支援の関係とかってかな

り国の縛りがあって、ある一定の縛りの中でしかできていない。ところがその制度の狭間にある

人達が現実的には沢山いるということでもう１回、地域実態にあったものですとか、地域包括的

な福祉の支援策障害者支援の仕組みを総点検していただかないと住みたくても住めない。 

特に一次医療が非常に弱いものもありますしそしてそれに福祉に対する支援の関係について

は町内だけでは賄えないという事実もあって、他町に依存するとか他町の施設に通わなくちゃい

けないとか色々ありますんでそこはやっぱりもう一度、そういった福祉、介護等の部分について

はもう１回所得要件が本当にどこまで必要なのか、全てがなくしたら良いではなくてもう少し実

態に即した部分で今後総点検をしながら、あるべき姿みたいなものを求めていただきたいと思い

ますが、当面新年度予算に向けてどういった考えをもっておられるのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいま古谷議員からおっしゃられたとおり、何でもかんでもというのはやはり考えなければ

いけないところかなと思います。後ほど予算のところでも御説明申しあげますが来年度たまたま

障害者計画の見直しでありまして、ニーズ調査も含んだ中でやっていかなければならないと。そ

の中で出てきた部分につきまして町の施策に反映をしていくと、このように考えているところで

ございます。また、全てがうちの町で出来るかと言ったら正直出来ない。はっきり申しますけど、

出来ない項目もあると思います。その場合は３町の枠組みの中または網走市まで含んだ中、この

ような種々の方法が出てくると思いますがまずは議員おっしゃられたとおり、住民のニーズの把

握をしっかりと行いながら新たな施策に進めていきたい、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 

 他、何かございませんか。なければ次の説明担当の方よろしくお願いいたします。担当。 

 

○子ども子育てＧ総括主査 

 それでは清里町子育て支援保育料補助事業実施要綱の一部を改正する要綱につきまして御説

明をさせていただきます。10 ページをお開きください。今回の改正理由といたしましては昨年

10 月に施行されました。国の幼児教育保育の無償化によりまして３歳以上の児童と３歳未満の

町民税非課税世帯の児童につきましては、既に保育料が無償化となっておりますが、無償化の制

度の対象外となっております３歳未満の町民税課税世帯の児童、幼稚園の預かり保育を利用して

いる中で就労要件に該当していない児童につきまして、その分を町が全額保育料の補助を行い、

町内の保育所、幼稚園に通う全ての児童の幼児教育に係る費用を無償化とすることで子育て世帯
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の経済的負担の軽減を図ることを目的としております。 

改正内容につきまして 11 ページの新旧対照表をご覧ください。まず１条のところで現行の

要綱で第２子以降の児童とうたっておりますが、そこを就学前児童といたしまして全ての就学前

児童を対象としております。第４条の補助額につきましては、今まで２分の１の補助としており

ましたがそちらを全額の補助ということで改正を行います。 

12 ページです。第５条以降ですが、申請の手続きにつきまして保護者より補助金に関する事

項につきまして保育所長または幼稚園園長に委任をしてもらい町と施設間で補助金に関しての

やりとり、交付や請求等の事務を行いまして、保護者が保育料を一度納めなくても良いようにと

いうことで改正を考えております。 

こちらの要綱につきましては令和２年４月１日からの施行ということで施行期日を定めてい

きたいと考えております。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 

 担当より説明ございました。この件に関しましては委員の皆様何かご質問等があればお受けい

たします。何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 昨年の委員会の中で新しく検討して欲しいと要請をしてその見直しで特に就労要件と満３歳

になっていない子ども達において格差が生じている形ですから、是としていきたいと思います。

ただ、よくあるのは国の無料化によって本当はその前に保育料や幼稚園料の見直しをしておけば

もっと交付金がしっかりと、ただ便乗値上げは駄目だよということで、厳しい状況の中で調整さ

れたと思うんですけども、このような細かく実態に則した対応というのが先ほどの障害者も同じ

ですけども必要となってきますので、その辺財政的な負担のひずみというものがどこかで出るか

もしれませんが、それは全体調整を図ったうえで必要性のあるところにはきちんと手厚く一定の

評価をされたものについてはまた見直しをやっていく、スクラップアンドビルドをやっていただ

ければと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいま古谷議員からおっしゃれたとおりでございまして町の方も色々実は検討もしていた

んですけれども、なかなかやっぱりない部分がありまして、以前の保育料を下げておりまして利

用しやすい経済的負担をなくす中でうちの町独自の施策として国の一定の基準額より下げた保

育料でやっておりまして、そこを上げてもらうということはやはりできないということでありま

したので、今回たまたま２分の１の補助は町でやっていまして昨年まで 400 万円程度ですか。

今回 700 万円程度ですね、300 万ほどあがりという形になってしまいますけどご理解いただ

きたいと思います。 

他の町村もどうなのかなと思いまして視察に行った時に聞いてみますとうちは絶対にしませ

んというところもありました。なぜかというとやるとみんな預けて親としてお子さんを育てる部
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分を全部預けてしまうというところがあるし、その分の保育士の確保というのがなかなか難しい

ということもありまして、やらないというところもありましたが、うちの町といたしましてはや

はり子育てに関する部分、重点的な施策をうっておりますので無償化、こちらを図っていきたい

というふうな形で今回提案をさせていただきましたのでご理解を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。なければ次、清里町介護保険条例の一部を改正す

る条例について担当の方説明よろしくお願いします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ主任 

 清里町介護保険条例の一部を改正する条例について御説明いたします。14 ページをお開き願

います。今回の条例改正につきましては、令和元年 10 月の消費税率の引き上げに伴う低所得者

への介護保険料軽減のさらなる強化を定めるものです。国で定める最大の軽減率を令和２年度の

軽減率と定め計算した金額を条例により定めるものです。 

改正内容につきまして、まず第１段階をご覧ください。現行の負担割合は基準額の 0.375と

なっておりますが国が定めた最大軽減後の負担割合 0.3 とするため、さらに 0.075 軽減を行い

ます。そしてこの割合に現行の基準６万６千円をかけた１万９千 800 円を令和２年度の第１段

階の保険料と定めます。以下、第２段階、第３段階についても同様に、最大軽減率を定め、第２

段階につきましては負担割合を 0.125 軽減し、0.5 へと変更、３万３千円と設定し、第３段階

は、負担割合を 0.025 軽減し 0.7へと変更、４万６千 200円と設定いたします。改正する条

文につきましては新旧対照表でご説明いたします。 

15 ページをご覧ください。第２条第４項におきまして令和２年度における第１段階の最大軽

減率を反映した後の保険料率を明示しております。また、第５項及び第６項につきましても同様

に第２段階第３段階の国が定める最大軽減率後の保険料率を明示しております。なお、今回の改

正につきましては令和２年４月１日施行となります。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 

 担当より説明ございました。委員の皆さん何か御質問等ございませんか。よろしいですか。 

それでは次、令和２年度一般会計当初予算主要施策事業について説明をよろしくお願いいたし

ます。担当。 

 

○子ども子育てＧ総括主査 

令和２年度一般会計当初予算主要施策事業調べ保健福祉課所管分につきまして御説明をさせ

ていただきます。17 ページをお開きください。２款総務費、10 項総合戦略費、１目総合戦略

事業費、拡充事業といたしまして、先ほど要綱改正の説明を行いました子育て支援保育料補助事

業につきましては国の無償化の対象外の児童の保育料を全額補助するものでございます。事業費

は幼稚園保育所児童分として、774 万円を計上するもので財源内訳としましては子ども子育て

基金繰入金で 500万、残り 274万円は一般財源でございます。 

 

○保健福祉課主幹 
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 続きまして、同じく総合戦略事業費にございます、先ほど実施要綱の案をご提示させていただ

きました、産後ケア事業についてでございます。これはこの事業全体を、網走の助産師業者に委

託料として委託しまして係る経費につきまして全額補助するものでございます。１回４千円×最

大１人４回の利用で 30人を見込んでございます。財源といたしましては、半額を国の補助事業

で見ております。以上です。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 次の段になります。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費になります。継続事業、

社会福祉協議会補助事業です。社会福祉協議会本部への人件費等の補助を行い社会福祉の増進に

努めていただくものです。内訳は、事務局長、社会福祉活動専門員の分の人件費全額と書記 75％

分でありまして事業費は１千 641万４千円を計上するものです。財源につきましては、全て一

般財源となります。 

次の段にうつります。継続事業、難病者等通院交通費支援事業です。身体障害者１・２級、精

神障害者１・２級、療育手帳Ａ判定、難病などの方が受診や通所訓練等に係る経費として交通費

に助成するものです。所得制限がありますので人口透析の５名分と対象者 25 名分を予定して

いるところでございます。所要額は 240万円であり、財源につきましては全て一般財源となり

ます。 

次の段に移ります。継続事業、高齢者等の暖房費等支援事業です。低所得高齢者等の生活困窮

者に対し暖房費支援を行い、負担軽減を図るものです。所要額は 156万円で財源内訳につきま

しては、ふるさと基金より 45 万６千円、残り 110 万４千円が一般財源となります。 

次の 18ページにうつります。継続事業、福祉医療従事者人材確保支援事業です。社会福祉施

設などが自ら行う修学資金や支度金の人材確保事業に対し上限を定めておりますが、そちらの２

分の１を助成するものです。所要額は６件分 215万円で、財源内訳は全て一般財源となります。 

次の段にうつります。２目障害者自立支援費、継続事業、障害者生活支援事業です。国で定め

られております障害者総合支援法に伴いますホームヘルパーや施設入所訓練事業などにサービ

スの給付費となります。所要額といたしまして１億３千 646万７千円で財源内訳は、国が 50％

６千 796万２千円、道 25％３千 398 万円、残りが一般財源となります。 

次の段に移ります。新規事業、障害者計画障害者福祉計画策定業務委託事業です。厚生労働省

が推奨するニーズ調査項目とあわせて清里町独自の調査項目を追加し対象者のきめ細やかなニ

ーズ把握や、清里町における課題の掘り起こしを行い、障害のある方が希望する暮らしの実現や

適応能力に応じた活動が保障される地域づくりを推進できるよう令和３年度から５年度の計画

に反映していくものです。ニーズ調査策定支援委託料と策定委員会、印刷製本費等含めまして、

所要額といたしまして 395 万６千円で財源内訳は一般財源です。 

次の段に移ります。３目福祉サービス事業です。拡充事業となります。福祉サービス事業は介

護保険や障害者総合支援法などの制度の狭間にある方に対してホームヘルプサービスなどのサ

ービスを利用しながら安心して在宅生活が送れるよう支援するものです。今回は先に説明しまし

た障害児補装具作成費扶助を追加しまして所要額 575 万３千円、財源内訳は所得に応じた一部

負担を 64 万７千円、残り 510 万６千円が一般財源となります。 

次の 19ページに移ります。４目老人福祉費計画事業、介護老人保健施設きよさと運営事業で

す。老健きよさと運営事業委託料として、所要額３億７千 89万６千円で、財源内訳としまして
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は利用者負担も含めた介護報酬とテレビ台等の雑入を合わせまして３億７千 89 万６千円の財

源を充当いたします。 

次の段に移ります。継続事業、ケアハウスきよさと運営事業です。ケアハウス運営事業の委託

料として所要額８千 328 万１千円です。財源内訳としましてはケアハウスの使用料３千 576

万７千円で残り４千 751 万４千円は一般財源となります。 

次の段に移ります。新規事業、ケアハウス冷房設備新設工事事業です。温暖化による気温の上

昇と体温管理が行いづらいケアハウス入所者数の安全管理のためにエアコンを設置するもので

す。所要額は工事請負費２千 292 万円です。財源内訳は公共施設整備資金２千 100 万円、残

り 192 万円が一般財源となります。 

次の段に移ります。新規事業、高齢者保健福祉計画第８期介護保険計画策定事業です。厚生労

働省が指定する介護予防日常生活圏域ニーズ調査と在宅介護実態調査に清里町独自の調査を追

加し町民ニーズや、清里町に見合う地域の実情に応じた取り組みや仕組みづくりなどを計画策定

に反映するものです。また、厚生労働省にはニーズ調査の分析結果を年内に北海道へは夏ごろに

介護保険分析報告など非常にタイトなスケジュールで集計分析を行わなければなりません。その

ためのニーズ調査策定委託料と合わせまして、策定委員会印刷製本費等含めまして所要額 431

万４千円です。財源内訳は全て一般財源となります。 

次に移ります。拡充事業、老健ワゴン更新事業です。老健きよさとのバス後継者として車いす

が使用できるタイプのワゴン車の更新を図るものです。所要額 542 万円で、財源内訳は道の地

域づくり総合交付金 150 万円、残り 392 万円が一般財源となります。福祉介護グループは以

上です。 

 

○子ども子育てＧ総括主査 

 続きまして 20ページです。３款民生費、２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、継続事業で

あります、子ども子育て支援対策につきましては国の幼児教育保育無償化の制度に伴いまして幼

稚園児の保育料と保育所の給食費を補助するものでございます。事業費といたしましては、給食

費補助で 307 万２千円、保育料給付費負担金として１千 315 万８千円、合計１千 623 万円

を計上するもので財源内訳は国庫支出金として 571 万５千円、道支出金で 285 万７千円、残

りは一般財源です。 

続きまして、継続事業、児童手当支給事業につきましては国の制度に基づきましてゼロ歳児か

ら中学生までの児童の保護者に対し年齢所得等に応じ児童手当を支給するものでございます。事

業費としては５千 467 万円を計上するもので、財源内訳は国庫支出金として３千 445 万４千

円、道支出金として 860 万７千円、残りは一般財源でございます。 

続いて継続事業の斜里地域子ども通園センター運営費負担事業でございます。こちらは斜里郡

３町の障害児の早期発見、療育の体制整備と発達遅滞の障害を持つ児童への必要な支援を行うた

めセンターの運営費を負担するものでございます。 

事業費といたしましては運営費負担金として３町で決められた割合に応じ本町の負担は 437

万６千円を計上するもので財源は全額一般財源でございます。 

続きまして２目保育所費、継続事業の臨時職員雇用事業保育所分につきまして、こちらは清

里・札弦の保育所の適切な保育環境の確保と町立保育所の児童の安全のために必要な非常勤職員

を任用するものでございます。非常勤の保育士、清里２名、札弦１名、清里保育所の調理員１名、
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清掃員として清里・札弦１名ずつ、清里保育所の施設管理員１名の人件費を計上しておりまして

事業費は１千 243万６千円、財源内訳は保育料負担金として 43万７千円、子ども子育て基金

繰入金として 800万円、残りは一般財源でございます。 

 

○保健福祉課主幹 

 私から 21 ページから 23 ページにつきまして、保健関係の事業について御説明させていた

だきます。まず 21ページ、継続事業、電話相談サービス事業です。夜間あるいは休日の急病や

ケガ、そういったものへの相談業務に電話サービスを御利用いただき、町民の皆さんの安心安全

な生活の確保を図るという事業でございます。これも民間事業者への委託料として 109万９千

円を一般財源として計上してございます。 

それから同じく継続事業、救急医療体制づくり事業でございます。町の救急医療体制救急搬送

業務です。これの整備のため近隣の網走医師会、斜里国保病院、小清水赤十字病院、これらの協

力体制のもと体制整備を図っていくということで、313 万円、一般財源で計上してございます。 

続きまして新規、医師住宅修繕事業でございます。これは保健センターの横にあります、医師

住宅老健用、医師住宅用、それぞれ１棟、あわせて２棟の住宅が建ってございますが、現在清里

クリニックの医師が使っていただいておりますので、その使用しているまずは１棟の方の屋根、

それから外壁、これらの長寿命化のための修繕を行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。268万円全て一般財源です。 

続きまして継続事業、清里町診療所支援事業でございます。来年の３月まで現クリニックとの

契約が残ってございますので、引き続き診療所の運営に対して支援を行ってまいりたいというこ

とでございまして、補助金としまして６千万、一般財源で計上してございます。 

続きまして斜網地域周産期医療支援事業でございます。斜網地域で唯一の分娩を取り扱う病院

であります網走厚生病院の周産期医療体制を安定的に維持確保するための負担金として154万

３千円、一般財源でございます。 

続きまして同じく継続事業で各種検診事業でございます。昨年同様記載の検診内容にて同様の

検診業務を委託しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。１千 93 万２千円

事業費を計上させていただいておりまして、財源内訳は一般財源を除き、健康増進事業補助金、

皆さんからいただく研修の徴収金でございます。 

続きまして予防接種事業です。これも継続事業でございまして、記載の事業量にて１千 894

万４千円の事業費に対しまして財源内訳、一般財源ほかへ国の補助金それから子ども子育て基

金、これを繰入れてまいりたいというふうに考えています。 

続いて健康管理システムの改修事業です。これも国の法改正これに伴いまして今管理している

システム改修を行わなければならないということで、委託料として 219 万２千円の事業費でご

ざいます。財源内訳は記載のとおりです。 

続きまして母子保健事業、これにつきましても継続事業でございます。記載のとおり、妊婦検

診から乳幼児健診、産婦健診、それらの事業を委託して行ってまいりたいところでございます。

497 万８千円の事業費に対しまして財源内訳は記載のとおりでございます。 

続きまして 23 ページ、最後のページの拡充事業といたしまして心の健康づくり事業でござ

います。これは毎月皆様のお手元に広報とともにチラシが配布されておりますが心の悩みを抱え

る方に対する対面での相談窓口を設置、それから新たに電話による心の電話サポート事業、これ
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も民間事業者に委託しながら対面だけではなく電話による気軽な相談にも乗れる体制作りこれ

を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

これにつきましては、２つとも国及び道の自殺対策にかかる事業予算というのがございまし

て、それを活用しながら事業費 102 万に対して財源内訳は記載の通りとなってございます。 

続きまして保健センターのホール冷房設備新設事業でございます。これも新規の事業でござい

ます。保健センターのホールが真夏時かなりな気温になります。高齢者の運動、あるいは乳幼児

の健診これらを一定程度毎月定期的に開催してございます。近年による異常な暑さというのが１

週間から 10 日ほどピークでは続くということで、それに対応した夏場の身体的軽減をエアコ

ン設置によって図ってまいりたいということでございます。事業費、エアコン設置に関して 287

万でございまして、財源内訳は記載のとおりでございます。 

続きまして、新規事業、老人保健施設の非常用照明の修繕事業でございます。一昨年から特定

建築物の定期検査、保健センターが特定建築物の対象になってございますが、これを委託しなが

ら業者委託して点検した結果、非常時につかない照明があるということで、全体ではないんです

が、かなりの数に今後も順次、非常用照明が切れていくものと考えられますので、順次切れそう

なものから修繕を行ってまいりたいということで、来年度は老人保健施設の修繕を行っていくも

のでございます。事業費は 168 万円でございます。財源内訳は記載のとおりでございます。 

続きましてこれは継続事業です。老健きよさとの冷房設備新設事業です。新年度で３年目に突

入しますが、夏場の入居者さんの暑さ軽減対策として今年度２階に５台の冷房設備を備えてまい

りたいというものでございます。事業費 230 万、財源内訳は記載のとおりでございます。 

最後になります。新規で、老人保健施設厨房設備の更新でございます。これも老健施設が建設

から 20 年経過しておりまして厨房設備、特に衛生面における安全確保が重要となって参りま

すので、この辺の冷蔵庫、衣類殺菌保管庫、こういったもので順次整備してまいりたいというふ

うに考えてございます。事業費は 135万６千円、財源内訳は記載のとおりです。以上でござい

ます。 

 

○伊藤委員長 

 担当より令和２年度一般会計当初予算主要施策事業について説明がございました。委員の皆様

御質問等があればよろしくお願いいたします。何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 委員会の中でも話題になったケアハウスの冷房装置の新設工事というのは具体的にどういっ

た手法でやっていくのかという形の確認と、事業の内容がこういうので良いのか。地球温暖化だ

とかケアハウスの入居者の安全確保だとかと書いていますけど、設計上の問題はなかったのか。

現場で検証されてると思うんですけどそこについて明確にしてやっていった方がいいんじゃな

いかと。ごまかす必要な何もないし、必要なものは必要と認識しているのでそこはきちんとやっ

ていかないと誤解を生じるんじゃないでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 
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○古谷委員 

 ケアハウスの冷房の関係でございます。以前から議員各位からも御指摘をいただきながら私の

方から現実的に熱中症で病院に行って治療を受けている方もいらっしゃいました。ということで

ご報告をさせていただきました中でやはり冷房設置が必要でないかと原課の方で考えまして、理

事者とも協議を重ねてまいりました。 

その中で４点ほど色々な形で方法については考えてきました。現実的に今、既存のものを使用

しながらいく案と各部屋にエアコンをつける案、それから窓に取りつけるエアコンですとかいろ

んな形の案をうちの建築の方と、あと設計技師を含めた中で話をして一番いい方法はどれなのか

ということで話をしてまいりました。その中ではやはり今、既存のものを使いますと、どうして

も暖房に特化したものをつけておりますので、実はそこに水を入れて冷房にして回すと結露がお

きてしまって使えなかったという部分が発生してまいりました。また窓につける部分でいけば、

近年の大風の部分でやはり埃が大変になって居住者の方にご迷惑がかかってしまうという部分

があります。 

そういう中ではやはり各部屋にはエアコンを一機ずつつけるのが一番確実な方法であるとい

うことで今回、この金額で計上させていただいたような形であります。また記載の文面について

の御指摘をいただいたところでありますが現実的に先ほども申しましたとおり実際、治療を受け

てる方もいるというところでございますが、地球温暖化の関係につきましては、世界的なことで

ニュース等でも言われているような形でございますので今回は記載をさせていただいたという

ふうに御理解をいただきたいと思います。 

ただ、言われましたとおり事実としては先ほど申しました事実等もございますのでそれらも含

めた中でエアコンを設置するということで町の方は考えておりますので、ご理解いただきたいと

思います。以上です。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 かなり悩んだと思うんですけれども約２千 200 万円、50 室で１部屋 40 万のエアコンを今

回つけていくということで理解、１台 40 万円のを 50 部屋に整備するというそういった理解

でよろしいでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 苦しい答弁になってしまいますけど現実にエアコンはなしという形で当時設計をいたしまし

て天井にも物を這わせていないということでいきますと、外側を通すしかなくて足場も組んで外

側に配線をして居住している中で穴を開けて工事をするとか諸々の関係がございまして高額に

なってしまったという形です。これにつきましてやはり私のミスがあったのかなとこのように考

えておりますのでご理解いただきたいと思います。 
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○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

個人的なミスとかそういう話ではなくして事業の確認だけなんで良好な環境をやったけども

そういった問題が残されたので早い段階で解消してそういったものをやっていくという形、基本

計画、基本設計、実施設計とか検証とかということをもうちょっとしっかりすると、ケアハウス

も今回そうでしょうけど、オープンスペースはほとんどなしで暖房も色々言われてますよね。端

が寒いだとか。やっぱり設計担当者だとかコンサルに任せるではなく実態をもっと現場主義で検

証し合って、出来た後も検証しあってどうしても今後必要になってくるんじゃないかなと、良好

な環境という部分について是としますのでその辺町全体の施設の整備の考え方とか検証のあり

方というものをしっかりやっていただきたいなとこれは要望ですので。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 これからも色々な建物の計画も出てくるかと思います。今委員からご指導いただいた点、これ

をやはりうちの課だけではなくて全課統一的な見解を持って行かなければいけないという部分

がありますので、私の方から課長会議なりを通じて統一見解を持った中で進めていきましょうと

いうことで図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 

 他、何かございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 確認の意味もあるんですけども、保育所費の中で非常勤３名ということで予算計上されている

のと、前段総務課の中でも出て任用制度の保育所の中で６名の任用職員の採用ここら辺の職員の

業務内容を、どのような形の業務内容になるのか、区分け的な物を説明してください。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 多分総務課から言われたのは会計年度任用職員、うちの方からあげたのは何かあった時の代替

の保育所の職員ということなんで、もしかしたら使わない可能性が出てきますので御理解いただ

きたいと思います。 

 

○前中委員 
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総務課の任用職員については確実にフルタイムで勤務していただくということで。理解してよ

ろしいですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 これからですね。採用に向けた面接等がございますのでまだはっきりとは言えないところです

が、６人募集しているところ、５人しかきていないですとか色々ありますので、やりながらもで

すね。継続した中で職員募集については図っていかなければいけないのかなと思っています。 

また、以前から正職員の関係、やはり人数は実質は足りていないと、足りていないというか正

職員が担任を担当していない所があるというのは事実でございますし、来年度いいお話なんです

けども、子育て支援センターの保育士が産休に入る部分がございます。それらも含めた中で保育

士の絶対数についてはですね。やはり足りない部分あるんですけれども何とか現存している保育

士の力を結集して保育業務が円滑にまわるようには進めていきたいというところでございます。

ただ、募集に関しては引き続きやっていかなければいけない部分でございますし、来年度は夏を

めどにやはり各学校等も回っていかなければいけない。一昨年一旦まわったんですけど昨年まわ

れていない部分がございますのでそれらも含めた中で保育士の確保については図っていきたい

なと、このように考えているところでございますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 20ページの斜里地域子ども通園センターの関係の負担金事業で12月定例会で一般質問させ

ていたんですけど、年前に通所している方の保護者の方から通園センターの体制が事務職の方が

減って専門の指導員の方が兼務するような体制が逆に需要が増えて縮小されるのではないかと

そういった不安の声を聞かされてるわけなんですけども新年度のそういった副町長会議でもし

っかりとやっていく答弁をいただいたわけなんですけども現行体制しっかり維持されるという

理解の中の負担金が計上されているかどうか確認だけさせてください。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ご質問あった点で確か通園センター事務職１人と保育士４人の５名体制でこの度予算計上で

斜里から来ている部分でいきますと保育士の５名体制ということでお話がありました。ただ私の

方から以前もお話したかもしれませんが、やはり事務は事務、保育士は保育士の立場でやらなけ

ればいけないので負担増になっても考えていかなきゃいけない検討課題だよねということで申

し添えております。斜里の方でも保育士の募集を行ったんですが、現実的に募集に対する応募が
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なくて既設保育所の方から１名何とか通園センターの方にもっていって、５名体制の確保、これ

は行うということでお話しいただいております。その中で議員からもおっしゃられたとおり、副

町長会議の中で話題は出ているところでございますので、来年度１年の間にいろいろな課題等洗

い出しながら事務を進めていかなければいけないのかなと考えておりますのでご理解をいただ

きたいと思います。 

 

○古谷委員 

 了解です。 

 

○伊藤委員長 

 他に何かございませんか。池下議員の方から発言をするよろしいですか。 

 

○池下議員 

 先ほどのケアハウスの冷暖房の話が出たんですけど実質おととしの 10 月から始まってわず

か１年半しか経っていない中でこういうふうなエアコンの設置について予算計上されるのは実

は私たち議会もその基本設計から携わっていた人間としては本当に情けないないうふうに私も

思います。もっと早急にこの問題をしっかりと取り上げていて当初からつけるという構えでやっ

ていけばこういうふうにならなかったのかなと思います。 

ただ間違ったことを後ろをいつまでも振り向いてもしょうがないので前に進めていかなけれ

ばならないと思いますから、今回この部屋にエアコンをつけることに関して 50 室あるわけで

すがその他に事務室とか食堂、これらも夏になると相当暑くなるのかなと思いますが、あの部分

に関しては確か冷房があったのかなというふうに思いますが、今はまだ入居されていない方も何

室もあると思いますがそれらも含めて全室つけるということで理解してよろしいでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

課長。 

 

○保健福祉課長 

食堂についてはヒートポンプの中で冷房が効いている形で風が行く設計にはなっております。

ただ、居室皆さんが居住される 50 室ですね。そこの部分がそれらの対応がとれてなかったよう

な形になっておりますので、現在この提案させていただいたのは今入っていないところも含めた

中で、50 室の部分にエアコンを設置するということでご理解いただきたいと思います。 

今現在 50 室のうち 42 入っておりまして今月 21 日にも選考委員会がありましてまだ正確

な数字はわかんないですけども、選考委員会がありますのでまた若干増えていくというような形

になりますのでご理解をいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 池下議員。 

 

○池下議員 
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これはひと部屋ひと部屋で良いってことだったら室外機を中に入れるわけにはいかないの。外

につけるということになったらこれらをやるのに足場とかそういったものも組まないと無理な

のかなと思うんですがそこら辺を踏まえて全部で 2 千 200万円ということなんですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 議員おっしゃられたとおり室外機については屋内では無理ですね。それで１階の部分は１階の

ところに。よく家庭なんかで置くような形です。２階、３階の部分は２階にもベランダが一部あ

る部分と、３階に屋上がある部分がありますので実は２階３階の部分を上に持って行くというよ

うな形を今回とらせていただきたいなと思っております。 

ただ、屋上に関しましては防水加工を行っておりますのでそれらに害がでないような形で置か

なければいけないということで色んな考え方を持ちながらやっていかないといけないのでそれ

も含めて足場も含めて高額になってきているということでご理解いただきたいと思います。 

やはり議員おっしゃるとおり設計段階で、もう少しきめ細やかに町も対応しておかなければい

けなかったのかなと思っていますので、反省すべきところは反省していくということでご理解い

ただきたいと思います。 

 

○池下議員 

 わかりました。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。ないようでしたら次、令和２年度介護保険事業特別会計予算の説明

の方よろしくお願いいたします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ主任   

 令和２年度清里町介護保険事業特別会計の当初予算についてご説明いたします。24ページを

お開き願います。歳入歳出ともに、合計４億６千 796 万８千円にて予算案としております。 

続きまして 25 ページをお開きください。主要施策に基づき予算の概要を説明いたします。 

２款保険給付費につきまして、居宅介護サービス給付費で１億４千 370万円、地域密着型介

護サービス給付費で６千 800 万円、施設介護サービス給付費で１億８千 150 万円。 

次のページに行きます。審査支払手数料で 37 万４千円、高額介護サービス等費で 870 万

円、高額医療合算介護サービス等費で 200 万円、特定入所者介護サービス等費で２千 770 万

円を計上しております。全て合計しますと４億３千 197 万４千円となります。財源としまして

は国庫支出金で１億１千 144 万２千円、道支出金で６千 445 万６千円、その他財源で１億７

千 660 万３千円、一般財源で７千 947 万３千円を計上しております。 

次に 27 ページの３款地域支援事業費につきまして、介護予防生活支援サービス事業費で１

千 144 万３千円、介護予防ケアマネジメント事業費で１76 万円、一般介護予防事業費で 100

万６千円、包括的支援事業費で１千 250 万円、在宅医療、介護連携推進事業費で９万３千円、
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認知症総合支援事業費で 43 万３千円、生活支援体制整備事業費で 31 万円、任意事業費で 91

万４千円を計上しております。全て合計しまして２千 845万９千円となります。財源内訳とし

まして国庫支出金で 903 万８千円、道支出金で 451 万９千円、その他財源として 843 万１

千円、一般財源で 647万１千円を計上しております。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま令和２年度介護保険事業特別会計予算の説明をしていただきました。委員の皆様何か

御質問等ございませんか。ありませんか。 

それでは７番網走厚生病院脳神経外科医療体制整備について説明よろしくお願いいたします。

課長。 

 

○保健福祉課長 

７点目の網走厚生病院脳神経外科医療体制についてご説明いたしますので 30 ページをお願

いいたします。 

網走厚生病院脳神経外科の開設につきましては、昨年 4 月以降の網走脳神経外科リハビリテ

ーション病院の急性期病棟から地域包括ケアに移行する総合病院に転換し「網走の丘総合病院」

となり、脳血管疾患等の急性期医療体制が休止されたことは随時ご説明、ご報告してきたところ

であります。この間、斜網 1 市 4 町では住民の生命を守るために、この地域のセンター病院で

ある網走厚生病院に対し、脳神経外科開設を要望し、各種支援を行う中、本年 1 月 6 日より外

来診療が開始されたところであります。 

開設に向け、昨年 9月定例会において網走厚生病院脳神経外科医療体制整備に係る医療機器・

備品等整備支援負担事業の債務負担行為の議決をいただき、令和 2 年 11 月 1 日付けで斜網 1

市 4 町、医師派遣を実施していただく社会医療法人禎心会、脳神経外科開設の北海道厚生農業

協同組合連合会の 3者協定を締結しております。 

開設に向け準備を進める中、急性期医療として当初予定していた医療機器だけではなく外来診

療や脳ドック、急を要しない脳疾患の対応、より一層の手術の安全を確保するための機器等につ

いて医師及びスタッフから要望があり昨年 11 月 15 日開催の常任委員会でご説明申し上げた

とおり、協定金額増へのご理解をいただき、１市４町ともにそれぞれ 12月定例会において補正

予算を計上させていただきました。 

新聞報道では、今月 3 週目以降より手術も開始されるとの報道がありましたが、既に 2 週目

より手術も開始されていると報告を受けております。脳神経外科は 2 名の医師派遣を受け 1 名

の常勤医とあわせ 3 名体制で診療が行われますが、派遣医師から診療等を行ったうえで医療器

具増の要望もあり、現段階でまだ金額について確定されていないのが現状であります。しかし、

先ほど申しました 11 月に締結しました協定書は当初の金額 2 億 1 千 9 百 99 万５千円であ

り、１市４町の議会において医師の要望からの支援額増額を議決され、今回、令和２年１月 20

日付けで変更協定書の締結の運びとなっていますが、今回、金額の確定が決まらない中のため、

変更協定に関しましては「２億４千 91万 4千 403 円とし、変更後の金額を上限とする」この

旨をうたい、３者による変更内容は了承されております。札幌に変更協定書を送付し本日戻って

きましたので、議案としては同内容の案にてご説明になったことにご理解をいただきたいと思い

ます。 
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今後につきましては、網走厚生病院において購入機器の確定による金額の確定がおこなわれ、

本町の負担割合である３％の請求をいただき支出する運びとなります。以上で説明を終わりま

す。 

 

○伊藤委員長 

 担当より説明がございました。各委員の皆様何かご質問等があればお願いいたします。何かご

ざいませんか。ないようですので進めます。 

次８番目清里クリニックについて説明お願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

８点目の清里クリニックについてご説明いたしますので 32 ページをお開き願います。 

清里クリニックにつきましては、32ページの時系列にて記載した通り１月８日に齋藤浩記清

里クリニック院長から口頭での唐突な申出があり、１月 10 日開催の議員協議会、１月 14日、

１月 21日開催の産業福祉常任委員会でご説明・ご報告をさせていただきました。 

この間、町としても締結している「町有財産使用貸借契約書」及び「清里町診療所支援要綱」

「清里クリニック支援についての覚書」等の関係書類を北海道町村会法務支援室に解釈を含め１

月 27 日に副町長と保健福祉課長でご相談をしてきたところでございます。 

町としては、21 日常任委員会でご説明した通り、新たな申出に対しましては「了承しません」

ということで、33ページにある通り、１月 30日付けで清里クリニック齋藤浩記院長に回答し、

令和２年２月 14日までに文書による回答を求めてきたところであります。 

32 ページ下段をご覧ください。２月５日には電話にて事務担当者より副町長に対し、「了承

できません」の回答を受け「契約通り令和３年３月 31 日まで齋藤浩記との契約としたい。 

令和３年４月１日以降は共生会と契約をお願いしたい」と申出があったところでありますが、

電話口頭ではなく文書により回答をいただきたい旨を伝え、34 ページのとおり 2 月 10 日付

けで回答を受領しています。 

要するに、今回の申出は契約期間満了まで診療を続けるということなので、結論としては「何

もなかった」ということになりますが、今回の事案を受け、町としては支援継続の申出、令和３

年度の契約、令和 4 年度からの共生会との契約等の申し出に対しましては、現在のところ白紙

であり、斎藤浩記院長との自動継続での契約更新をどうするかも含め、契約の手法等を協議し、

次回常任委員会で一定の方向性を相談させていただく所存でございます。 

なお、これにより令和２年度当初予算を先ほどご説明させていただいた通り、昨年 12 月定例

会で債務負担行為の議決をいただきました６千万円の支援は計上することと、同じく 12 月定

例会で補正予算の議決をいただきました電子カルテとレントゲンの更新につきましては、３月議

会で減額補正を行い、診療所運営の方向性が固まった段階で再度ご協議させていただきたいと思

いますのでご理解をお願いします。 

以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今課長より清里クリニックについての報告がございました。委員の皆様何かご質問等があれば

よろしくお願いいたします。 
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それでは本日提案をされております８つの保健福祉課からのこれに対する全般に対して何か

質問漏れ等ございませんか。なければ保健福祉課の方これで終わりたいと思います。ご苦労様で

した。50 分まで休憩といたします。 

休憩  午後 ４時 42分 

再開  午後 ４時 50分 

○伊藤委員長 

 焼酎醸造所より１点提案がございます。説明のほどよろしくお願いいたします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは焼酎醸造所からの協議事項、１件について概要の説明をいたします。令和２年度焼酎

事業特別会計予算についてでございます。 

歳入歳出にそれぞれ１億４千 787万１千円とするものです。詳細につきましては担当より説

明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○焼酎醸造所主査 

令和 2 年度清里町焼酎事業特別会計予算案についてご説明いたします。1 ページをお開き下

さい。上段歳入の表をご覧ください。 

 財産収入につきましては、焼酎売払収入として１億１千 55４万９千円で 14 万 1 千円の増、

積立金利子で前年同額の１千円となっております。金額としましては、令和元年度当初予算額と

ほぼ同等ですが、これは令和 2 年度に実施される東京オリンピックに付随する観光消費や酒類

需要を考慮したものとなっております。販売数量では令和元年度と同等の 65klの販売計画とな

っております。 

繰入金につきましては、3 千 200 万 5 千円で前年比 1468 万 3 千円の増額となっていま

す。内訳は一般事務職 1 名分の人件費繰入 998 万 8 千円と、一般共用５号車の管理経費分と

しまして 61 万 2 千円、会計年度任用職員 2 名分の人件費で 540 万 5 千円、製品庫改修工事

で 1 千 189 万円、館内大型扉改修 411 万円となっております。製品庫及び大型扉の改修につ

きましては、歳出にて詳細を説明いたします。 

繰越金、諸収入につきましては、前年同額のそれぞれ 30 万円、１万 6 千円となっており、

歳入合計 1億 4千 787万 1 千円で前年比 1千 482 万 4千円の増となっております。 

続きまして、下段の表、歳出でございます。総務費につきましては、前年対比 1千 531万 7

千円の増で 7 千 639 万 3 千円、製造費は 49 万 3 千円の減で 7千 144万 8 千円、公債費は

前年同額の３万円となっており、歳入同様に前年比 1 千 482 万 4千円の増で、１億 4 千 787

万 1 千円となっております。 

総務費、上から順に説明いたします。なお令和 2年度より会計年度任用職員制度が導入され、

報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、負担金補助および交付金等に影響しております。報酬が

80 万 8千円の皆増、給料が 1千 451万 2 千円で 404万 5 千円の増、職員手当等 744 万 1

千円で 137 万円の増、共済費 444万 3千円で 59 万６千円の増、賃金が皆減となっておりま
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す。報奨金は、販売報奨金としまして 35万９千円、旅費につきましては、104 万 7 千円で４

万 5 千円の増となっており、これは会計年度任用職員の通勤手当相当分を計上しております。 

需用費の内、消耗品費は、131万 4 千円で 16万 2 千円の減となっています。燃料費は、施

設の灯油、車両の燃料としまして 55 万 3 千円で、前年同額となっています。食糧費は変わら

ず１万円、印刷製本費は、44 万 5 千円となっています。 

 修繕料は、経常費で 78 万 9 千円、焼酎販売事で 11 万円、施設維持管理 33 万４千円、車

両管理 34 万 5 千円の内訳となっており、前年比 3 千円増となっております。臨時費の製品庫

改修事業で 1189 万円、大扉改修事業で 411 万円、合計 1 千 678 万 9 千円となっており、

1600 万 3千円の増となっております。 

製品庫の改修につきましては、倉庫内部に製品棚 2 階相当分を設けることで商品の在庫数量

を 20 パレット、約 1 万本分増量する見込みです。ここ数年の現状として、人員不足により酒

造時期（9-11 月の時期）に酒造と同時進行で充分な瓶詰作業を行うことが出来ず、在庫欠品の

事態が発生しております。この事態の解消するため、倉庫許容量を増大し、今後シーズン前に予

め充分な在庫数量を確保することを目的としております。 

大型扉改修につきましては、経年劣化により扉の材木の欠損、塗料剥がれ等、外観を著しく損

なっていることから、これを改修いたします。 

以上、需用費合計１千９11 万 1 千円としており、前年比 1 千 586 万 8 千円の増となって

おります。 

役務費につきましては、通信運搬費 449 万６千円で前年比４千円増、広告料１６１万３千円

で２万２千円増、手数料 75 万千円で 8 万 9千円減、火災保険料 7万３千円で４千円減、自動

車損害保険料 16 万５千円で 2 万円増、賠償責任保険料 11 万円で４千円減となり、役務費合

計で 720万 7千円、前年比 5万 1千円の減となっております。 

委託料につきましては、電気保安業務、消防設備点検、汚水、汚物処理施設維持管理等の委託

料といたしまして、125 万９千円で前年比 470 万 1 千円の減となっております。減額分につ

いては、令和元年度の施設改修実施設計分の減額となっております。使用料及び賃借料につきま

しては、前年同額の 184 万７千円としています。 

備品購入費につきましては、皆減となっています。こちらは VTR 更新事業分 11 万円が減と

なります。 

負担金補助及び交付金につきましては、237万 4千円で、内訳としまして、展示会等への出

展負担金、会議負担金などで 28 万 4 千円、退職者手当組合負担金、社会福祉協会負担金等で

209 万円となっております。公課費は１千 598万 5 千円で 11 万 8千円の減となっておりま

す。内容は酒税が前年比 11 万 8 千円の減で１千 326 万 8 千円 消費税、自動車重量税は前

年同額となっております。一般管理費計 7639 万３千円で、前年比 1 千 531 万７千円の増と

なります。 

続きまして、製造費でございます。こちらも総務費同様、制度移行に伴う会計年度任用職員分

を計上しております。報酬で 820 万 2 千円の皆増、給料が 538 万 2 千円、職員手当等 310

万 6 千円、共済費 109万５千円となり賃金につきましては皆減となっております。 

消耗品費は 2 千 873 万 5 千円で 299 万 2 千円の減額。これは、資材在庫繰越分の在庫調

整等によります。燃料費は 316万 8 千円で 1千円増となっています。印刷製本費は 691 万 1

千円で 154 万 9 千円の増としております。こちらは食品表示法の改正に伴う商品ラベル刷新
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のため増額となります。光熱水費は、252万 4千円で９千円減、修繕料は、前年同額の 65万

8 千円で、製造機器類の修繕を行います。需用費合計では、４千 199 万 6 千円で 145万 1 千

円の減額となっています。役務費手数料は、2 万 8 千円増の 181 万 4 千円となっています。

原材料費は、976万 5千円で、大麦単価の上昇に伴い 82万 8千円の増となっています。負担

金補助及び交付金は 4 万 3 千円で１万２千円の増、醸造費計で 7 千 144 万 8 千円としてお

り、前年比 49 万 3 千円の減となっています。公債費は変動なく３万円となっております。 

次に来年度の販売、製造計画をご説明いたします。4 ページをお開き下さい。 

１番、製造計画であります。令和元年度は 74klとしましたが、令和 2 年度も同様に７4klを

予定しております。仕込み回数につきましては 39 回、じゃがいもにつきましては１回あたり約

1,250ｋｇを、大麦は約 1,020ｋｇを使用する予定となっています。 

2 番、販売計画につきましては、各度数、商品区分ごと販売本数、販売数量、販売額とそれぞ

れ算出しております。構成比率は販売額での比率となっています。 

また、表にはありませんが、酒類販売数量の割合で見ますと、25 度製品が 49.2kl で酒類販

売数量計 65.1kl の 80％ほどを占めております。販売額は酒類外商品である清里の水やグッズ

売り上げの見込なども含めまして１億１千 554万 9 千円となっています。 

年度別製造販売数量では、平成 20 年度から平成 30 年度までの数量を記載してあります。令

和 1 年度見込といたしましては、製造数量 78kl、販売数量 55kl、来年度持越しの在庫数量は

293kl程度となる見通しです。 

令和 2 年度の製造に関しましては、歳入の段で述べましたオリンピック需要を見込んだ製造

量で予定しておりますが、令和３年度製造において、適正在庫 250kl へ向けた製造量の調整を

検討しております。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 焼酎醸造所より説明がございました。委員の皆さま何か御質問等ございませんか。よろしいで

すか。それでは焼酎醸造所を終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは町民課を始めたいと思います。町民課の方から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。 

 

○町民課長 

 それでは町民課からは３月定例会に上程予定の条例改正を含む記載５件についてご協議を申

し上げます。１件目、清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につきまして

は成年被後見人等の権利の制限にかかる措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律、こちらが令和元年６月７日に成立し同月 14 日に公布されました。このことに伴い、清里

町印鑑登録及び証明に関する条例を一部改正するものでございます。成年被後見人等の人権が尊

重され成年被後見人等であることを理由として不当に差別されないよう権利の制限にかかる措

置の見直しを行うものでございます。 

２件目の令和２年度国民健康保険税につきましては、昨年より常任委員会に状況を御報告させ

ていただいておりました、国民健康保険税につきまして去る２月 12 日に開催しました国民健
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康保険運営協議会に令和２年度国保税について諮問をしてございます。結論から申し上げます

と、令和２年度については税率改正を行わないという御理解をいただきこの意見を基に常任委員

会にお諮りするものでございます。 

次に、令和２年度一般会計当初予算主要施策事業（町民課所管分）について及び令和２年度国

民健康保険事業特別会計予算について並びに令和２年度後期高齢者医療特別会計予算について

はそれぞれ新年度の町民課が所管する予算の概要について御提案をさせていただくものでござ

います。詳細は担当者よりそれぞれご説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは私の方から清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につきまし

て御説明の方をさせていただきます。１ページをお開きください。今回の条例改正は、成年被後

見人等の権利の制限にかかると措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の成

立に伴い、成年被後見人かかる印鑑登録の制限にかかる措置の適正化等を図るための改正であ

り、成年被後見人等であることを理由に、不当な差別をされないようとするための法律の整備を

受けたうえでの総務省印鑑登録証明事務処理要綱の一部改正に合わせた改正となります。内容に

つきましては新旧対照表にてご説明をさせていただきます。 

２ページをお開きください。第２条成年被後見人の意思能力を有しないもの（（１）に掲げる

ものを除く）に改正いたします。第３条第２項第１号中、住民基本台帳に記録を住民基本台帳に

記載（法第６条第３項）の規定により磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことがきるものを含める以下同じ。）をもって調製する住民票にあっては記録、

以下同じ）がに改正をいたします。あわせて備考欄に記録を、備考欄に記載にあらためます。い

ずれも総務省の印鑑登録証明事務要綱に合わせた表記の変更でございます。 

続いて３ページをご覧ください。附則といたしまして、本条例を公布の日から施行することを

謳います。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、町民課の方から１番の説明がございました。これに関して皆さん御意見、御質問等があれ

ばよろしくお願いいたします。 

 それでは②番、令和２年度国民健康保険税についてよろしくお願いいたします。担当。 

 

○税務Ｇ主査 

 それでは令和２年度国民健康保険税についてご説明させていただきます。１番をご覧くださ

い。令和２年度の納付金と必要保険税額の本算定の結果です。太枠の上段が本算定結果です。前

年と比べまして納付金が１千 281 万９千円の減、必要保険税額で１千 381 万８千円の減とな

りました。仮算定値との比較で納付金が 200 万円ほど、保険税の額が 300 万ほど減っており

ます。この減少の要因といたしましては北海道全体の調整によるものであります。２番目をご覧

ください。税率の検討結果といたしまして、納付金等必要保険税の本算定額は前年度より減少い
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たしました。さらに仮算定額よりも減少しております。前年度、平成３１年度課税所得ベースの

試算では現行税率で令和２年度の必要保険税を確保できる見通しです。これまでの税率検討では

激変緩和措置の段階的な縮小、道内全体の医療費の伸び、清里町の所得医療費の水準が高いなど

の要因によりまして、毎年度継続的に増加していくと、増加で推移していくという可能性が高

い、段階的な定率上昇が必要との方向性を示してまいりました。しかしながら、令和２年度の納

付金必要保険税の算定で被保険者数を初めとする北海道全体の基礎数値の減少清里町の所得の

変動など減少要因となる算定条件が重なり平成 31 年度と比べて減少する結果となりました。

道内全体の被保険者数の減少は、今後の傾向となってくる可能性が高いと見ておりますが減少要

因と増加要因の相互による影響は非常に予測が難しく今後も納付金保険税の減少が続いていく

かどうかというのはまだ不確実な状況であります。また、統一保険料に向けて資産割を廃止し、

３方式への移行もあることから税率の改正は今後もより慎重に行っていく必要があります。こう

した状況もあることから令和２年度につきましては、納付金等の額、清里町の所得の見通しなど

から税率の改正の必要性は低いと判断し令和２年度の税率改正は行わないことといたします。今

後、国において賦課限度額等の改正に関する地方税法の改正が３月末にかけて決定する可能性が

高いことから関連する国保条例の改正については専決処分により行わせていただきたいと考え

ております。以上で令和２年度国民健康保険税について説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま町民課の方から②番の説明が行われました。委員の皆様何かご質問等があればよろし

くお願いいたします。何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 専決処分で変更がないからするという形の確認と、限度額の改正これについては国に準じると

いう形で理解していいのか。税率だけは今回改正しませんけれども、限度額等については今後出

る国の改正、それに伴った部分も含めて専決処分で行うという理解でいいですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 今委員から質問ありましたとおり、国の改正は３月の国会を持って成立いたします。 

 ですので３月末ということで、こちらについては専決処分で、その内容につきましては限度額

の変更ということで考えてございます。町の条例の税率の変更はございません。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他に何かございませんか。なければ次③の説明をよろしくお願いいたしま

す。担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 議案の５ページをご覧ください。一般会計当初予算主要施策事業の調べにつきまして説明をさ
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せていただきます。２款総務費、総合戦略費です。出産子育て支援事業になります。北海道要件

から助成の範囲を北海道要件の未就学児の、入院と外来、小学生の入院のみから清里町では満１

８歳の年度末までの入院・外来の両方とし、また所得制限を外しております。事業費１千８８１

万１千円、財源内訳といたしまして、道支出金、その他として子ども子育て基金繰入金、高額療

養費負担金としております。以上であります。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 引き続き、町民課町民生活グループ生活環境担当分について説明いたします。５ページの中段

をご覧ください。 

４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、葬斎場修繕事業です。葬祭場につきましては

昭和 63年度に整備を行い、30 年以上経過しています。その間、軽微な修繕等を行いながら運

営していますが、老朽化に伴う機器類の更新を順次計画しているところです。本年度は、安定的

な火葬業務を行うために、建設当初から使用している送風機４台のうち、２台の更新を行うもの

です。燃焼送風機は火葬の際、燃焼を促すための送風機であります。また、希釈送風機は火葬中

に発生したガス等を外気により希釈するための送風機です。どちらも火葬業務には重要な設備で

破損した場合は火葬業務ができなくなってしまいます。また、送風機の他に合同納骨塚に献花台

を設置し使用者が利用しやすい環境を整備いたします。事業費は 326万７千円、財源といたし

ましては、全額一般財源で計上いたします。 

次に、４款衛生費、２項清掃費、１目清掃事業費、事業名、清掃センター機器類等補修事業で

す。維持修繕が必要な箇所を補修しまして、安全な施設運営及び安定的な焼却処理を行いたいと

思っております。補修内容は、経年劣化により腐食した排ガスダクト点検口の補修を行い施設の

安全確保を行います。ゴミクレーンにつきましては、作業員の日常点検において不具合が見つか

り、ごみ撹拌作業に支障を来している状況なので業者により点検補修整備を行います。事業費は

501 万６千円、財源といたしましては全額一般財源で計上いたします。 

次に、ごみ処理業務委託事業です。業務内容は例年通り、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗

大ごみ等の収集業務と焼却、破砕、分別、埋立などの処理業務となっております。 

委託料といたしまして、人件費、物件費、管理費等合計５千 159万円の計上となっています。

財源の内訳といたしましては、その他手数料などで１千 260 万６千円、残り３千 898 万４千

円は一般財源です。 

次に、公営住宅担当分について説明いたします。６ページをお開きください。７款土木費、３

項住宅費、１目住宅管理費、公営住宅クッキングヒーター修繕事業です。備えつけの電気コンロ

の交換修繕を行い、使用中の故障を未然に防ぎ、入居者の安全を確保するものです。対象団地は

はごろも団地３棟 20戸です。事業費は 325万円で、財源といたしましてはその他町営住宅使

用料 260万円、残り 65万円が一般財源です。次に、公営住宅換気設備改修事業です。町営住

宅等の老朽化による熱交換器の故障が増加しているため公営住宅等長寿命化計画に基づき修繕

を行うものです。対象団地はさくらんぼ団地、２棟５戸です。事業費は 388 万円で、財源とい

たしましては、その他町営住宅使用料 310万円、残り 78 万円が一般財源です。 
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次に、７款土木費、３項住宅費、２目住宅建設費、公営住宅解体事業です。公営住宅等長寿命

化計画に基づきまして耐用年数が経過し老朽化した住宅を解体いたします。対象団地は麻園団地

１棟４戸です。事業費は 452 万円、財源といたしましては国庫支出金、社会資本整備総合交付

金といたしまして 215万円、残り 237 万円は一般財源です。 

最後に、公営住宅改修事業です。こちらも公営住宅等長寿命化計画に基づきまして、対象団地

の屋根及び外壁の塗装などを行います。対象団地はさくらんぼ団地１棟４戸です。事業費は 776

万円、財源といたしましては、国庫支出金、社会資本整備総合交付金といたしまして 347 万５

千円、残り 428 万６千円は一般財源です。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま３番、令和２年度一般会計当初予算主要施策事業について説明がございました。 

委員の皆様何かご質問等ございませんか。よろしいですか。 

それでは４番、令和２年度国民健康保険事業特別会計予算について説明お願いします。担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 令和２年度国民健康保険事業特別会計予算の概要について御説明申し上げます。７ページをご

覧ください。下段の歳出より説明をさせていただきます。１款の総務費につきましては、オンラ

イン資格管理に係るシステム改修等があることから 169 万２千円の増、２款の保険給付費につ

きましては、被保険者数の減少による医療費総額により 570 万９千円の減、３款の国民健康保

険事業費納付金につきましては国民健康保険制度都道府県化により昨年度より実施されている

ものであります。国民健康保険税として集めた税金を初め、一般会計において負担する額等も含

めて、北海道に納めるものです。こちらにつきましても被保険者数の減少により１千 282 万円

１千円の減となっています。 

６款保健事業費については特定健診の受診率向上対策として北海道国民健康保険連合会が取

りまとめを行っています共同事業を実施することにより 392 万８千円の増、７款基金積立金に

つきましては１千 632万６千円の増となっています。続いて上段の歳入について御説明申し上

げます。歳入につきましては国民健康保険税等の推計及び北海道からの負担金、または交付金に

基づいて予算計上を行っております。歳入の１款国民健康保険税につきましては 132 万９千円

の増、３款国庫支出金についてはオンライン資格管理に係るシステム改修費分の増、４款道支出

金につきましては保険給付費の減に伴う減、６款の繰入金につきましては、前期高齢者交付金の

精算分の財源として基金より繰入れを行うことによる増となります。合計で前年と比較し、歳入

と同額の 341 万７千円増の、合計７億３千 394 万７千円を計上するものでございます。以上

で、令和２年度国民健康保険事業特別会計予算の概要について説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今担当より説明がございました。この件に関して委員の皆さま何か御質問等ございませんか。

続きまして５番、令和２年度後期高齢者医療特別会計について説明をよろしくお願いいたしま

す。担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 
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 それでは、令和２年度後期高齢者医療特別会計予算について説明いたします。８ページをご覧

ください。後期高齢者医療特別会計におきましては北海道後期高齢者広域連合より示されました

清里町に係る推計の所要の経費及びその執行事務に必要な経費について予算計上を行っており

ます。こちらも歳出より説明をさせていただきます。下段よりご覧ください。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、広域連合の推計により 349 万８千円の

増となっております。歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料が 265 万８千円の増と

なっています。こちらについては後期高齢者広域連合において推計した保険料が増額となってい

ます。合計、前年と比較し歳入と同額の 353 万８千円増の、合計７千 603 万５千円を計上す

るものでございます。後期高齢者医療特別会計の予算の説明について、以上で終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま担当より説明がございました。委員の皆様何か御質問等ございますか。それでは町民

課より本日提案がございました５つ、これに関して何か質問漏れ、また御意見漏れ等ありません

か。よろしいですか。それでは町民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よろしくお願いします。 

 

○議会事務局長 

 道外所管事務調査でございますが、総務常任委員会の中で確認されたとおり、岩手、宮城、秋

田方面へ視察に行くような案となっております。それで、次回常任委員会が２月 26 日の予定と

なっておりますので視察先等について具体的な案がもしございましたら 26 日までに事務局の

方にいただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 皆さんよろしいでしょうか。次、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、２月 26日水曜日、この会場で総務文教常任員会終了後に行う予

定でございます。よろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長 

４番その他、何かございますか。 

 

  ●閉会の宣告 

 

○伊藤委員長 

それでは第３回産業福祉常任委員会を終わりたいと思います。皆さんご苦労さまでした。 

 

（閉会  午後 ５時 28 分） 


