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第 15 回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年９月４日（金） 

    開 会  午後 １時 00 分 

    閉 会  午後 ２時 27 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）  

 ②令和２年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号）  

  ③清里町生活応援事業について（要綱制定） 

 ④清里町障がい計画・障がい福祉計画（障がい児福祉計画）ニーズ調査実施状況について 

 ⑤令和２年度インフルエンザ予防接種事業について 

 ⑥清里町診療所について 

 

●町民課 

①清里町手数料徴収条例の一部改正について 

②令和２年度一般会計補正予算（町民課所管分） 

③令和２年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  ④令和２年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

  ⑤北海道国民健康保険運営方針の見直しについて  

 

 ●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） 

  ②令和２年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  ③令和２年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

２．意見書の検討について 

 ①国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書（案）について  

 ②種苗法改正案の慎重な審議を求める意見書（案）について 

 

 

３．次回委員会の開催について 

 

 

４．その他 
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○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 

■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 

■保健Ｇ保健師長      武山 悦子  ■福祉介護Ｇ主査      長屋 智洋 

■福祉介護Ｇ主任      岩浪  理 

■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    吉本  淳  ■町民生活Ｇ主査      藤森 宏樹 

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

■建設Ｇ主査        荒  一喜 

 

 

○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 15 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 

 それでは保健福祉課を始めます。保健福祉課の方から６点について報告事項ございます。説明

お願いします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課から記載の６点につきまして、１点目の補正予算につきましてはそれぞれ担当よ
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り、２点目の介護保険補正予算につきましては岩浪主任より、３点目の生活応援事業についてを

長屋主査より、４点目障害に係るニーズ調査を寺岡総括より、５点目のインフルエンザ予防接種

につきましては水尾主幹より、６点目清里診療所につきましては私よりそれぞれご説明いたしま

す。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 １点目令和２年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について説明いたしますので１ペー

ジをご覧ください。２款総務費、11 項、新型コロナウイルス感染症対策費、１目新型コロナウ

イルス感染対策費、高齢者等の暖房費等支援事業です。 

 前回の常任委員会で説明いたしましたとおり、新しい生活様式を実践している低所得高齢者等

に対し暖房費の助成額を、１万円から５万円に増額いたします。民生費で予定していた事業を振

り替えまして新型コロナウイルス感染症対策費にて予算を計上いたします。当初予算計上分

156万円と再算定差額部分 600 万円と合わせまして 756万円を計上いたします。 

 財源内訳につきましては当初予算より、財源としておりましたふるさと基金より 45 万６千

円、一般財源 710万４千円となります。 

 次に生活応援事業です。この事業の詳細につきましては後ほど３番で要綱の説明を行います。 

 この事業につきましては、新型コロナウイルス感染症予防対策を実施している低所得世帯に対

して余儀なくされた追加支出に対する見舞金として、一人１万円を交付し生活応援の経費を計上

するものです。通信運搬費、郵送料 24万２千円、手数料こちらチラシ折り込み料になりますが

９千円、交付金として１人１万円を 750 人分、750万円の合計 775万１千円であり財源は一

般財源となります。 

 次の段、３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者自立支援費、障害者生活支援事業費です。

こちらは令和元年度障害者自立支援給付費地域生活支援事業補助の確定による返還金となりま

す。国の自立支援給付が５万円、道の自立支援給付が１万８千円、国の地域支援事業が１千円の

合計６万９千円となります。財源は、一般財源となります。 

 次のページとなります。４目老人福祉費、低所得者保険料軽減負担金事業です。令和元年度の

負担金確定に伴う返納金で、国の低所得者保険料軽減負担分８万１千円となります。財源は、一

般財源となります。福祉介護グループは以上となります。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○子ども子育てＧ総括主査 

 続きまして、子供子育てグループ分の補正計上についてご説明をさせていただきます。３款民

生費、２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、子ども子育て支援対策事業につきましては、令和

元年度子育てのための施設等利用給付の利用実績に伴いまして、国庫交付金が確定となり超過交

付が発生したため返納するものでございます。 
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 過年度返納金として 40 万１千円を今回補正するものでございます。財源は一般財源でござ

います。次の子ども子育て支援交付金事業につきましても同様に、令和元度の子ども子育て支援

交付金の事業実績に伴い交付金が確定をしまして、本年度返納するために過年度返納金として

132万４千円を補正するものでございます。財源は一般財源でございます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 続いて補正予算（保健グループ分）についてご説明をさせていただきます。３ページをご覧く

ださい。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費網走厚生病院脳神経外科医療体制整

備財政支援負担金事業でございます。前回の常任委員会にてご説明をさせていただきました協定

に基づく収支損失金に係る負担であり、168万６千円で一般財源にて補正をさせいただきます。 

 続きまして２目予防費、予防接種事業でございます。令和元年度感染症予防事業費、国庫補助

金の額の確定に伴う過年度返納金でございます。補正予算額は２万円で一般財源となります。以

上で補正予算概要の説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま保健福祉課の方より、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、何か御質問等ございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 確認なんですけども、高齢者等暖房費等支援事業は以前は民生費の中で示していた分、従来通

り手挙げ方式でとるということで理解していいのかということと、あと関連で生活応援事業今回

入ってますけども、これも同じように手挙げなのかも、ある程度算定の実施過程を出しながら対

応するのかと。それに係る簡易書留料の算定で、片方では暖房費の方では消費税は勘案していな

くて生活応援の方ではしっかりと消費税の部分 40 円振り込んでいるんですけども３千円の中

でどのように考えればいいのかなと、２つの問題です。 

 

○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。手挙げ方式にするのかそれとも自動的かというとこで

ございます。内部の方でも色々と検討いたしたんですけれども、財政法上の目的外使用の観点と

個人情報保護の観点から、やはり申請主義をとらなければいけないというような形でございます

ので、それにつきましては申請主義ということでとり行うということでご理解いただきたいと思

います。 

 また次の点の消費税の関係ですけども、消費税ではなく枚数の違いで生活応援事業につきまし

ては後ほど要綱の方でもご説明いたしますけども、一人につき１枚、世帯が非課税世帯の場合そ
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の人数分をお渡しするんですが、枚数の違いで金額が変わってくるということで消費税ではない

ということでご理解いただきたいと思います。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 グラムの違いです。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員 

 前段の、最初の質疑の中ではすべて申請型で行ないたいという話だと思うんですね。その中で

例えば暖房費の場合は従来のその申請の方々150 名ぐらいで積算しているんだと思って理解し

ました。ただ一応算定の中で、簡易書留の料金が 400 円と 440 円と書いているんですけれど

も、本来だったら書留料は 440 円の積算でもいいのかなと私の質疑の内容なんですけれども。

それは世帯において数が違うという説明もわかりますけど一封書当たりの書留料が440円かな

と思いましたので、そういう意味ではないですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 枚数が重なってきますので、重さによって簡易書留の金額が変わるということでご理解頂きた

いと思います。 

 

○前中委員 

 消費税ではなくて重量加算だということの理解でいいと言うことですね。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 同じような質問だったので。高齢者の暖房費等の支援事業の給付の仕方なんですけれども、こ

れは今回決算が出てくると思うんですが従来の１万円の関系。執行率がかなり低いですよね。昨

年の決算もそうでしたし今年の決算これから出てくる、極めて低い。そこで前中委員からもあっ

た通り実効性をきちんと担保していくなんらかの工夫を、今回は１万円プラス４万で５万円にな

りますから結構執行率上がってくるのではないのかと思うんですけれども、そこは丁寧な形の中

で原則論な話が先ほど課長からあったとおり、申請主義という中において税法上の話だとか個人

情報保護だとか。これは災害に近い違った状況の中で生活支援していこうという趣旨ですから、

なんらかの形でプラスαのリアクションをしていかないと、その執行率が１万円だと確か 70も

80もいってなかったんじゃないかと、極めて低い執行率でやってるのが事実であって、その辺
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の手当てを従来のコロナではない暖房費の支援と同じレベルだという考え方ではなくして、そこ

を丁寧な形で行き届くような工夫というのが今回の執行上は必要じゃないか、このように考えま

すがその辺の対応はどのよう行っていくのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 暖房費の方は 150 人のうち 98 名というところでございます。ただ、先ほど申しましたよう

に内部でも検討致しました。個人情報保護条例の何条何号かは忘れてしまいましたが、生命の危

険があるときはという項目があってそこに該当しないかなというところで私どもの課だけでは

なくて町民課、町長、副町長も含めた中で話をした結果、やはり申請主義の方が良いだろうとい

うことになりまして。協議をしていないわけでないです。ということで進めていきたいと。 

 ただし、これについてはやっぱり色々なＰＲの仕方があると思います。昨年とかも毎月ＰＲを

して、お知らせですとかホームページだとかを使いながらやっていますので、その他ヘルパーさ

んが入る家でも言っていき、「要らない」っていう人も実はいらっしゃるんです。それで予算は

措置をしているような状況でございますので、御理解をいただきたいなと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今お話あった通り、個人情報云々等申請して、それは全然構わない。ただ実際やる場合につい

てはこれは大都市と違って２千人３千人対象がいるわけではなくて、わずか 150 名ですよね。

それとヘルパーさんだけでなくて、ある意味については集中的にやっていくという申請期間も含

めてある程度の人的対応も含めてエラーチェックを入れていく。当然、個人で要りませんという

方は申請主義でいいですけども、少なくても今年も事業をやっていく人は 90 を超えるような

執行率を確保することによって実効性は担保されることによって趣旨が全く今回は違いますか

ら。その辺をしっかりと取り組んでいただかなければいけないのかなとこのように考えます。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 あらゆる機会を通じてヘルパーさんと申しましたけども、その他でもうちの方で８月から始め

ている高齢者の訪問事業ですとかそういうのも使いながら声掛けの方は十分にしていきたいな

と思っております。結果的に 150が 90で終わってしまうと思うんですけれども、ここの部分

もできるだけ多くの人に手を挙げていただくような形で、ＰＲ方しっかりしていきたいと思いま

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、よろしいですか。 

 

○古谷委員 

 はい。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。 

 

○伊藤委員長 

 では、次行きます。②番、令和２年度介護保険事業特別会計補正予算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主任 

 令和２年度介護保険事業特別会計の補正予算についてご説明いたします。補正予算概要で、事

業内容をご説明いたしますので、４ページをご覧ください。歳出からご説明いたしますので下段

の歳出をご覧ください。２款保険給付費、３款地域支援事業費につきましては、現時点での給付

実績額を基に、今後の給付見込み額を推計し、それぞれ予算計上行っております。 

補正内容につきましては２款保険給付費では施設介護サービス給付費を 600 万６千円の減

額、高額介護サービス等費を 100万円の増額、３款地域支援事業費では審査支払手数料を１万

円の増額計上しております。４款基金積立金につきましては、後ほど歳入でご説明いたします令

和元年度の繰越金３千 284 万２千 197 円から、次の６款諸支出金でご説明いたします返納金

796 万７千円を差し引いた額に、２分の１を乗じた額の１千 243 万８千円を基金へ積立を行

います。 

６款諸支出金につきましては、令和元年度の実績額確定による補助金等の精算に係る返納金と

なります。介護給付費返納金につきましては、国費で 548万５千円、地域支援事業費返納金で

は国庫で 162万６千円、道費で 80 万７千円、支払基金で３万４千円、介護保険事業システム

改修補助金返納金で１万５千円、返納金合わせまして 796万７千円を計上しております。 

 歳出合計しまして１千 540 万９千円を計上しております。続いて上段の歳入をご覧くださ

い。 

 ３款国庫支出金、４款道支出金、５款支払基金交付金につきましては、令和２年度の当初交付

決定と令和元年度実績報告に基づく追加交付分についてそれぞれ予算計上を行っております。 

３款国庫支出金につきましては、令和２年度分介護給付費負担金を 923万９千円の減額計上

しております。４款道支出金につきましては介護給付費負担金を令和２年度当初交付決定に基づ

き１千 50 万４千円を減額、令和元年度の追加交付分で 25 万５千円を増額、合わせまして１千

24万９千円を減額計上しております。 

 ５款支払基金交付金につきましては、介護給付費交付金を令和２年度当初交付決定に基づき

61 万４千円を増額、令和元年度の追加交付分で 244 万１千円の増額、合わせまして 305 万

５千円を増額計上しております。 

 ８款繰越金につきましては、令和元年度繰越金確定により３千 184 万２千円を増額計上して
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おります。歳入合計しまして歳出と同額１千 540万９千円となります。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま保健福祉課の方から令和２年度介護保険事業特別会計補正予算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。よろしいですか。 

それでは次に行きます。３番、清里町生活応援事業について説明をよろしくお願いいたしま

す。担当。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 清里町生活応援事業につきましてご説明いたします。５ページをご覧ください。 

 １の制定理由としましては、新型コロナウイルス感染症の予防対策を実施している清里町民の

うち、住民税非課税世帯に対し感染拡大防止のため新しい生活様式等への取り組みを支援するた

め余儀なくされた追加支出に対する見舞金としまして、きよさと商品券を交付し生活の安定を図

るものでございます。 

 ２の交付対象世帯につきましては、令和２年 10 月１日時点で清里町住民基本台帳に登録さ

れた世帯で構成された世帯で、世帯員全員が住民税非課税の世帯としてございます。ただ、進学

等で本町に住所を有してない学生等につきましては、対象としてございます。 

また介護保険施設または障害者支援施設入所者等につきましては世帯の構成員から除くこと

としてございます。 

 ３の商品券の額等につきましては世帯員１人につきまして１万円としてございます。原則再発

行はいたしません。有効期限は基準日の 10 月１日から、２年間としてございます。申請期間に

つきましては令和２年 10 月１日から令和２年 10 月 15日までとしてございます。 

 ５のその他でございますが、第３者への譲渡、転売の禁止、虚偽の申請、不正等が発覚した場

合は商品券を返還させることとしてございます。 

６の施行期日につきましては令和２年９月 15 日から施行し令和３年３月 31 日限りその効

力を失うものとしてございます。以上説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま保健福祉課の方より清里町生活応援事業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。 

 

○堀川委員 

 申請期間なんですけども、先ほど手挙げ方式ということですけども、この半月間というのは短

くないですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 実際、そうなんですけれども期限を決めないとなかなか来ていただけない部分がありますの
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で、ここでは決めてありますが随時受け付けるということでご理解いただきたいと思います。最

初にチラシ等を撒くんですけれども、そこの段階で、やはり早め早めに来ていただいて早く出し

たいという部分がございますので、15日という形で締めさせていただいて、そのあとは随時受

けさせていただきたいと思います。尚、札弦と緑の方にも職員が行きましてそこでも申請の方を

受付つけていきたいと、このように考えてい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。 

 

○堀川委員 

 １日広報、15日広報、色々考えると思いますけども、抜けることがないようによろしくお願

いします。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

すぐに補正予算が通りましたら９月中には１回新聞のチラシも入れたいと思います。そのあと

お知らせメールですとか広報、Face bookまでいけるかどうかはまだ決めていませんけども、

あらゆる手段を使って PR の方はしていかなければいけないかなと。そうすることによって、先

ほど古谷委員からもご質問あった通り、きちんとした形で多くの方にご利用できるような形をと

っていきたいと考えていますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員 

 わかりました。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。よろしいですか。それでは次にいきます。４番、

清里町障がい計画・障がい福祉計画、ニーズ調査を実施状況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 

 清里町障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画ニーズ調査実施状況について説明い

たしますので６ページをご覧ください。今回の障がい計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画

に当たり、清里町福祉に関するアンケートとして、ニーズ調査を実施しております。はじめに回

収率ですが対象から 300人を抽出し、300件中 157 件の、52.3％となっております。 

清里町では障がいのアンケートにつきましては、初めて実施を行いました。このアンケートの

内容につきましては国の令和元年度、障害者総合福祉推進事業による障がい者ニーズを踏まえた

障がい福祉サービス量の推計手法に関する調査研究と、北海道の地域づくりガイドラインを参考

に清里町独自の項目にて実施を行っております。 
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項目内容につきましては記載の９項目となっております。この調査結果につきましては現在委

託業者に集計を依頼中ですけれども自由記載欄に記入されていたことを挙げますと、一生涯を通

じて障がいの相談ができる体制を望む声が多かったです。特に幼年期では、通園センターで相談

を受けていても、小学生になると相談をする場所がないという意見が多かったです。このアンケ

ート結果につきましては今後、まとまり次第、再度お知らせします。この後、この結果と地域づ

くりガイドラインに基づく視点と、その他の計画との整合性、施策の突き合わせ等を行いなが

ら、策定委員会で清里町障がい計画・障がい福祉・計画障がい児福祉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 

 ただいま保健福祉課の方より、清里町障がい計画・障がい福祉計画（障がい児福祉計画）ニー

ズ調査実施状況についての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。古

谷委員。 

 

○古谷委員 

 １点だけお願いと言いますか、今回説明があったとおり、障がい者に対しての部分でいくとニ

ーズ調査を初めて当町で歴史的な中で行なわれた、それを反映していく、自由記載等含めた部分

で今まで拾えきれていなかった様々な声が今回集約されたというふうに考えます。そういった意

味の部分で一般質問もさせていただいていますけれども、しっかりそのニーズを捉えて、生涯に

わたる支援をどういった仕組みを地域の中で作っていくかと、基礎の一番大事なベースになる調

査だというふうに私は認識してるわけです。できるだけ早くそういったものを生かしたかたち、

計画策定の基礎資料とすると同時にどういった実態にあるかということについても調査結果を

分析や内容の結果についてぜひ広く町民に公表していただきたいし、議会も当然提示していただ

きたい。 

色んな計画の調査が今までも何年も観光であるとか商工振興だとか、今回保健福祉でも高齢者

介護の関係も総合計画も行われてほとんど最終的な計画の答申の段階で調査結果とか分析は資

料として出されるだけで、経過の中できちんと公表されてこない、見えてこないという形もあり

ますので、今回のニーズ調査についてはできる限り今担当の方からお話があった通り、早い段階

で議会にも提示していただき、町民にも見えるような形に活用いただきたい、このように強く要

請を申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいま議員からおっしゃられた通り、生の声を皆様方で共通認識に立ってこれからの施策を

進めていかないといけないと思います。以前から小さい町なんでどうだということでも、お話を

申し上げていますが、先だって１市４町、斜里郡３町、網走市、それから大空町もいれた中での

会議がございまして、それぞれの中でもやはり、全部が全部市単独の市町村ではできないので広

域で何かできること、例えば細かい話をしていくとあれなんですけども、障害者でもケアプラン
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というものを作るんですけど、実はケアプランをつくるそのチェック機能とかはどこの市町村あ

まりないような状況であります。そのような機能とかを１市４町で固まった中でやっていければ

尚進んでいくだろうかとかそういう相談体制がとれていないところに例えば行政から委託して

いる方を呼んで、色々やったり、またはうちの町は「にじいろの会」とかもあるんですけども、

そういうとことの情報共有ですとかそういうとこもできるかなと考えておりますし、担当者の中

では、やはりうちの町の足りないところのためには、こういう人材も必要だよねというのは内々

で話している状況でございますので、議員各位にニーズ調査の結果を見せると同時に、町長、副

町長にも話しながら人材の確保も含めた中で進めていかなければ次の事業展開が図れてこない

部分もございますので、それぞれまた御相談をしながら進めていきたい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 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

今課長から話ありました通り、そういった方向をぜひ前向きに取り組んでいただきたい。特に

最近の大きな流れとしては発達障害を持った子供たちに対しては、幼稚園、小学校、低学年にい

たる連続的な早期における療育体制や相談体制、支援体制。それと、生涯にわたって、当然親も

高齢化していく中においてどういった支援の窓口とか仕組みを町の中にきちんと設けているか、

それと、成人、18 歳以降の支援学校だとか学校から出てきた段階における就労支援も含めた体

制というのは町内においても連続していくことが非常に重要でそういったことで単独ではでき

なことが十分あるわけで、それは理解した上において、ただ具体的な形としてつくっていかない

と。どうも計画が目的じゃないですから。具体的な施策として事業として取り組んで、初めて実

効性特に障害の問題や高齢福祉の問題は実効性が担保されて初めて成果ですから、そこを是非前

向きに、今課長が言われた答弁の方向の中で、新年度からすぐ取り組めるものは取り組んでいた

だきたい、このように要請を申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 以前の障害については親亡き後というところでの施策というのが多かったんですけども、委員

から言われたとおり、連続性、それから見通しを持った中で事業展開を図らなければいけないと

ころでございます。 

ただ私どもは新年度から進めていきたい部分もございますけれども、それが全部できるかとい

うところもございます。ただ、やはり計画の中では乗せていかなければ次の展開にはいけません

ので、計画の中でしっかりと行って、そこから予算計上行っていく。予算のかからないものにつ

いては今の人的資源も使いながら出来るものについてはすぐに進める。また人的支援が必要なも

のについては、それに向かって進めていきたいとこのように思っていますのでご理解いただきた

いと思います。 
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○保健福祉課長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 アンケートなんですけども、これは本人なのか御家族の方向け、両方なのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

障害の程度によってご本人書けない場合もありますので、その場合は御家族の方が書いてきて

いる部分もございますし、中の自由記載を見ると高校生のお子様なんかですと自分でしっかりと

した意見を書いた上でお母様が、それに付随した形で意見を記載してくれていると。そういうよ

うな場合もございますのでその過程のケースバイケースで回答いただいているということで御

理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 この 300 件というのは１世帯１件という認識で良いですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 １世帯１件ということで、ご理解いただけたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。よろしいですか。私の方からも１点よろしいですか。 

 今の岡本委員の話に関連と言いますか付随してくるんですけども、今回この調査をした場合に

誰に対して、誰に書いてもらうかという話があったんですけども、何件か言われたことがありま

して、障がい児の方になると、色んな慎重な配慮が必要な場面が結構あると思います。その中で、

それをオブラートに包んだような家庭とかもある中でこういうアンケートを本人に書かせてく

ださいというような文書があったと、僕も確認をしていないんでわからないですが、なかなかそ

れがやりづらかったと、もうちょっといろんな慎重な配慮が欲しかったな、なんて話を聞くんで

すがそういう声というのは届いているんですか。課長。 

 

○保健福祉課長 
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 今委員長から御指摘のあった件については、特に町の方には来ておりません。ただそのような

御意見があるということであれば配慮をしていかなければいけないのかと。今回初めてやった調

査ということで、次回またいつできるかわかりませんけれども配慮の方をしていきたいと、ただ

自由記載の欄にそのような記載は私が目を通した中ではなかった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 

 先ほど古谷委員も仰ってましたけども、初めてすることなので、ただこれ大事なことなんでこ

の部分は結構微妙なところあると思いますので、かなり慎重な配慮が必要になってくると思いま

すので、今後もよろしくお願いしたいと思っております。それでは次⑤番、令和２年度インフル

エンザ予防接種事業について説明お願いいたします。担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 それでは令和２年度インフルエンザ予防接種事業についてご説明いたします。７ページをご覧

ください。本年度のインフルエンザ予防接種事業は、新型コロナウイルスが世界的な蔓延がおさ

まらない現状において初期症状が似ている季節性インフルエンザとの同時流行は町民の生命を

守るためのみならず、限りある医療資源の疲弊を減らすためにも防いでいかなければいけないこ

とと考えてございます。 

本年度は特にこのことを念頭に置きまして、できるだけ多くの町民が適時にインフルエンザ予

防接種ができるよう次の方向性により令和２年度の施策展開を図りたいと考えてございます。 

１といたしましてインフルエンザ予防接種事業の実施医療機関拡充でございます。新型コロナ

ウイルスの終息宣言が出るまでの間、インフルエンザ予防接種を希望する町民ができるだけ速や

かに接種できるよう現在助成を行っている生後６ヶ月から高校生相当年齢及び 65 歳以上の町

民が町外のかかりつけ医療機関等で接種を受けた場合においても助成の対象としていきます。今

回の実施医療機関の門戸を広げ、より多くの町民が接種しやすい環境を整備することによりかか

りつけ医の外来診療時などで予防接種が実施できるとともに町民の方が多く望まれる 11 月末

までの予防接種がこれまでよりもスムーズに進めると考えます。もちろんそのためには予防接種

を受ける御本人の早めの予約が必須になりますが、予防接種助成の実施医療機関拡充のメリット

を十分活かせるよう周知を図っていきたいと考えます。 

また清里クリニックの予約につきましても、高齢者が優先的に接種できるよう９月 15 日か

ら９月 30 日までを 65 歳以上の高齢者専用の予約日とし、一般の方は 10 月１日により予約

の受付を開始いたします。 

２といたしまして緑センター及び札弦センターにおける 65 歳以上インフルエンザ予防接種

の実施でございます。コロナ禍の中、緑及び札弦地域において、交通手段のない町民の方もでき

るだけインフルエンザ予防接種が受けられるよう清里クリニックと連携を図り札弦センターに

て 10 月 19 日及び 11月 16 日の２回、緑センターにて 11月９日に１回、予防接種の実施を

予定してございます。これまで接種を行いたくてもなかなか清里クリニックまで足を運ぶことが

できなかった緑、札弦地域の方に対し地域にて出張予防設置を実施したいと考えてございます。

このことにより、より多くの町民にインフルエンザ予防接種を行っていただきインフルエンザの

罹患者を少しでも抑制できるよう進めていきたいと考えます。 
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実施に当たりましては、当然ソーシャルディスタンスの徹底や密にならないようタイムシフト

を組んだ呼び込みなど新型コロナ対策の徹底は当然図るとともに完全な区分けとはならないか

もしれませんが、緑センター、札弦センターの会場においては、交通手段のない方を優先し、自

力で医療機関に行ける方はなるべく医療機関で接種いただけるよう周知お願いをしていきたい

とも考えてございます。 

これら２点を令和２年度インフルエンザ予防接種事業の方向性として捉え、実施に向けて進め

ていきたいと思います。なお実施に当たりましては、現在町外各病院医療機関と調整を行ってお

り受領委任や償還払いなど事務に関する諸手続を早急に整えながら本年度インフルエンザ予防

接種事業を実施していきたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま保健福祉課の方より令和２年度インフルエンザ予防接種事業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すか。池下議員。 

 

○池下議員 

 確か昨年は 65歳以上の方がたしか 1,000円で予防接種受けられたというふうに思うんです

が、そこら辺は今年も同じ料金でやるということで間違いないでしょうか。 

 

○保健福祉課長 

 本人の負担額の 1,000円につきましては同じ料金で実施をしています。ただ一般の方が受け

られる料金につきましては本年度やはりコロナウイルスの関係で感染防止とかをクリニックと

かでもやっていくような状況でございますので、そこの部分で若干の値上げ等は相談に来ている

ような状況でございます。 

この辺は管内の病院とかの調査はまた完璧に行ってはいないんですけども、そんな動きがある

病院と据え置きの病院等もあるわけですけれども、議員から今お話のありました高齢者の部分の

手差しの部分については変更はない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 

 池下議員。 

 

○池下議員 

 清里クリニックの場合は 1,000 円でということで理解しているんですが、今回、町外のかか

りつけ医療機関でも接種を受けた場合、助成しますよということになったんで、そういった場合

においては当然受けられた本人その日、全額支払いをして後日領収書だけ持ってくればいいって

いうことなのかどうなのか、そこら辺はどうでしょう。 

 

○保健福祉課長 

 その辺は受領委任払いですとか色んな方法がございましてただ全部の病院とどの方がどこか

かりつけ医とは決まっていませんので、決まれば契約を行わないといけない部分がございます。

その中でこの病院については 1,000円をお支払いすれば、あとは町の方に自動的に請求が来る
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場合、そういう方法は取ってませんという病院もあった場合につきましては、議員おっしゃった

とおり領収書をもって来ていただければ差額分をお返しするというような形の２種類の方法が

あるのかなと思っておりますので、これは患者さんというか町民の方がどこの病院に行って、そ

の病院がどういうやり方で行うかというところで変わってくるということで、いずれにしても町

の方から支援を行う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 

 池下議員。 

 

○池下議員 

最終的にコロナの状況で、我々そうですけども病院に行くことが恐怖心を持ってる方も結構い

らっしゃるんで、ただ今年から他町の病院からも助成を受けられるということを広く町民の方に

知ってもらうために広報等を通して今の 65 歳の高齢者に関しても 1,000 円の部分に関して

も、色々と親切に載せていかないとわからない方も結構いるので、そこら辺は十分精査した上で

やっていただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 委員おっしゃるとおり、こちらの方もまず新聞折り込みも含めて、あと町のお知らせと PR。

うちの課しっかり頑張って広報している方だと思うんですけども、今以上に頑張っていきたいな

と思いますので、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。よろしいですか。 

それでは次いきます。６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 

 ６点目の清里診療所についてご説明いたしますので８ページをお開き願います。これまで常任

委員会で募集要項につきまして御説明してきたところでございますが、前回から変更になってい

る箇所を御説明させていただきます。 

まず、８ページですが１、貸付施設の概要に（１）を追加し、対応期間令和３年４月１日から

令和６年３月 31日までの、３年間と明記をいたしました。 

次に９ページ、３、開設者が行う業務の範囲に（５）を追加し、学校医保育所等の嘱託医、職

場等の産業医、福祉施設等の協力医等の受託を明記いたしました。 

次に 10ページ、４、診療所適正運営の支援等（１）経営安定資金２千 500万円の次に（を

上限に）を追加し（２）の本体支援項目、前回記入しておりましたが削除をしてございます。 

下段６、募集のスケジュールの（１）申込の受付を郵送可とし、①受付の期間にあっては令和

２年 10月１日から令和２年 11月 13日まで、（２）で書類審査の予定日、（３）でヒアリング
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審査予定日、（４）で選考結果の可否を郵送で行い審査結果に対する質問は受け付けない旨を謳

います。11ページをご覧ください。 

７、質問の受付にあっては、回答に時間を要するケースも想定し、10 月 30 日までとしてお

ります。本要綱案で募集を実施し 12 月議決に向け進めて参りたいと考えておりますのでよろ

しくお願いいたします。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま保健福祉課の方より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

質問等ございますか。よろしいですか。池下議員。 

 

○池下議員 

 今までずっとこの何年間かクリニックを貸している中で、水道光熱費とか医師の住宅を、無料

で貸していたと思うんですが、この部分が今全然入っていないですが、これは削除してあくまで

も年間２千500万を上限を支援にというところで収めていく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 

 ９ページの３番、開設者が行う業務の範囲の（２）施設及び設備の維持管理にする業務という

ことで光熱費、住宅費等を今度は実費相当額をいただきますということで記載をしておりますの

で、２千 500万をお支払するけども町の方に入れてもらうものは入れてもらうということで、

募集要項の方には載せ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。他に何かございませんか。それでは保健福祉課全般通して、何か質問等ござ

いますか。池下議員。 

 

○池下議員 

 １点先ほど聞き忘れたんですが、今回清里町の障がい計画・障がい福祉計画でニーズ調査を実

施して初めての画期的な試みだなというふうに私も思うんです。今後、アンケート調査を行って

定期的にアンケート調査を行うつもりなのか、そこら辺はどうなんでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず計画の３年に１回は確実に行いたいなと思っております。こういうニーズ調査というのは

紙の調査だけではなくて、今考えているのは内部でこれから揉もうと思っているんですけども、
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例えばにじいろの会ですとか、そういうところと、うちの福祉介護グループとか子育て支援セン

ターの職員とか、そういう人達と膝を交えた茶話会のようなものもこれからは大切ではないのか

なということで考えておりますのでペーパーでの調査ばかりではなくて、そういう人と人との膝

を交えた中のやり方、こちらもちょっと模索をして行きたいな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 

 池下議員。 

 

○池下議員 

 今回のこの調査に関して 52.3％の返答率ということですが、こういったニーズ調査、アンケ

ート調査というのは本当に大事なんだろうと思うんです。というのは本当に生の声が聞けるんじ

ゃないかなというふうに思っております。それで、できればパーセンテージが 70、80 上がる

ように努力していただきたいなと。そこで本当の声を聞きながら町としてどういう支援の仕方を

していくのかということが本当の姿なのかなというふうに思いますので、その辺ぜひ頑張ってや

っていただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 今の叱咤激励していただいた関係、できるだけ期待に応えられるようよう頑張っていきたいな

と思います。また、高齢者の訪問事業の中では 70歳以下 65 歳以上と障害のとことかも回って

おりますので障害の方の中に直接声を聞くようなパターンもあります。そんな中でできるだけ議

員おっしゃられたとおり、パーセンテージが上がるようにということで。 

ただ、締め切り日を切った中でのなんですけども、実は締め切り以降も１日少しずつなんです

けど上がってはきておりますので、若干パーセントは増えてくるか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。前中委員。 

 

○前中委員 

 参考までに数字的な話なんですけども 300 件抽出ということですが、現実、パーセンテージ

に置き換えると、全町民に対して、この 300 件抽出、実際のところ成人の方々も居宅の中にお

られたり、色んなケースがあると思いますけども、まだこれ以上の方々が存在されているという

認識でよろしいものなのか、そうでなくこのぐらいかなという認識に立っての抽出アンケートな

のかをお聞かせ願いたい。 

 

○伊藤委員長 



‐18‐ 

 

 課長。 

 

○保健福祉課長  

人数的には、もっといると思います。詳しい数字は持ってきてないですけども、障害だけでも

１級から７級ございまして、それぞれいらっしゃいますし、その他にも療育手帳とか精神の手帳

とかいらっしゃいますので、正確な数字は次回か、また後日お知らせをさせていただければなと

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 

古谷委員の方からも幼児から小学校あるいは中学、高校、特に子供たちにおける発達障害等々

でそのあと進学先において、そういう方々が。これは選択できない現実があって職場に行って、

結局は見えなくなったり、あるいはそのあとに実家といいますか本町に帰られたり色んなケース

があるんですけども、そこがどうも今の現状の中で見えなくなっているという実態があると思う

んです。そこにどうやって行政として、障がい福祉計画なりで策定されて反映していくというの

は本当に難しいんですけども、正確な数字は今後の中で先ほど原課を越えた中で子育て支援だと

か色んな部分で膝を交えた中で協議して、１課で対応せず全体で対応すると心強い課長の話があ

ったもんですから、やはり今後に向けて単発で終わらず、ある程度毎年ヒアリングなりすり合わ

せができるような体制でもっていきたいと思うんですけども。そこまではまだだと思いますけど

も課長の本心としてどのように今この障がい福祉計画を算定しようかなという部分。もし考えて

おられるなら今お聞かせ願いたい。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。課長。 

 

○保健福祉課長  

私の考えでいいですか。以前からお話ししていますように、子育て支援センターではなくて子

育て世代包括センターそちらには保健師ですとか保育士の他に、以前古谷議員からの御質問あっ

て、就労支援課の一般就労の話もさせていただきましたが、やはり社会福祉なりそういう資格を

持った方をいれる。それから今通園センターの方で言葉の教室だとかをやっているんですが、実

は言語聴覚士ですとか作業療法士ですとか、障害を持たれた方というのは多種多様の範囲がござ

いまして、この人がいるからこれが出来るだろうと言っていくと本当に凄い資格職が必要になっ

てきます。 

そうした中でもやはりうちの町に今必要な支援のためには、どのような資格職も入れないとい

けないかというところもございますので、それらを理事者の方にお話をしまして職員採用も行い

ながら実施できたらなというふうに考えているところでございます。 

冒頭申しました通り、私の考えでございますので何とかこれがうまく一歩でも二歩でも前進で

きるような形で進められたらなと考えておりますのでぜひ応援のほど、よろしくお願い致しま
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す。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

第６次の総合計画の中で、昨日も種々いろんな報告がありましたけども、その枝的な社会福祉

計画というのは今後の中でどういう形で織り込んでいくかによって、これからの町の福祉行政の

一端が見えると思いますから、そこら辺いろんな部分での話が今後出てくると思いますから、た

たき台というかそういう部分ではしっかりと計画を前向きに捉えて策定していただきたいとい

うのが私としての希望でもありますのでよろしくお願い致します。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 おっしゃられたとおり、今の重点的な施策なのかなと思っております。今までの計画の中で、

お子さんが生まれてから障害が発見されましたというところの療育の部分ですとか、年代に沿っ

た中でどのような形で最終的にその障害者年金をもらって生活できるだろうというところのフ

ローチャートみたいなのものも実は無いわけです。そういうところも今度の計画については載せ

なければならないという話をしている状況でございますので、できるだけ色々な御意見を聞きな

がら、より良い計画になるように進めてまいりたいと思っておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

昨日道の駅で女満別に行ってトイレを利用した時に、先ほどＡ型、Ｂ型、授産活動事業という

ことで、多分 B 型だと僕も思うんですけども、トイレの清掃をアウトソーシング、行政手法で

そういうことに委ねているという細かな仕事でもそういう活躍ができる写真を 10 名位かな、

そういうのが私たちがこの道の駅のトイレをしっかり管理しています。こういう形がこの町に全

然ない。これは早急に計画の中での策定になると思いますけども、ここはやっぱり時間の制約が

ありますけれども、やれることからまずやっていくってことも行政手法としては捉えていただき

たい。他町の話で大変恐縮ですけども、話題提供ではないですけれども、多分御存じだと思いま

すけれど。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 
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○保健福祉課長 

参考事例として肝に命じておきたいと思っております。ご指摘をいただいておりますとおり、

うちの町の弱点の部分と申しますか。やはり今まで通園センターにしろ隣町に負担金を出して行

っていたというような状況が長年続いてきている状況でございます。その中でもうちの町ででき

ることは何だろうというところでスタートラインに立つという気持ちも持って次の計画を進め

ていきたいと、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。他に何かございますか。 

ないようでしたら、これで保健福祉課の方は終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは町民課の方を始めたいと思います。町民課より５点ほど提案がございます。説明の程

よろしくお願いいたします。課長。 

 

○町民課長 

最初に町民課からの協議報告事項５件について概要のご説明をいたします。 

 まず１点目、清里町手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、国におきまして定

めているデジタル手続法のうちマイナンバーカードを申請するために発行されました紙製の通

知カードの新規発行と再交付の廃止にかかる規程が施行されたことに伴いまして、本町の手数料

徴収条例の通知カードの再交付手数料を削除する改正を行うものでございます。 

 ２点目、令和２年度一般会計補正予算（町民課所管分）につきましては総務費の住基システム

改修事業についてデジタル手続法の成立に伴い、戸籍の附票をオンライン化すべくシステム改修

を行うものでございます。財源は、国の補助金でございます。 

また衛生費の療育医療費扶助事業については、令和元年度事業実績に伴い概算で受領をしてお

りました補助金を精算するために返納金を補正計上行うものでございます。 

 ３点目、令和２年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につきましては令和元年度

からの繰越金の確定に伴い、事業費等の補正を行うものでございます。 

 ４点目、令和元年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきましても令和元年度か

らの繰越金の確定に伴い、事業費等の補正を行うものでございます。 

 ５点目、北海道国民健康保険運営方針の見直しにつきましては、国保事業が平成 30年度から

都道府県化されました。これによりまして全道統一保険料を目指す北海道国民健康保険運営方針

が策定されてございます。今年はその見直しの年となってございまして、現在の道の見直し状況

につきまして経過を御報告するものでございます。詳細につきましては、担当者よりご説明させ

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。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 
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 議案の１ページをご覧ください。清里町手数料徴収条例の一部改正についてご説明いたしま

す。１の改正理由として、既にご承知の通り、国において行政手続分野におけるオンライン化を

進めるため令和元年５月 31 日にデジタル手続き法が公布されておりますが、その中でマイナ

ンバーカードの普及促進を図るべく通知カードの廃止が盛り込まれてございます。この規定が令

和２年５月 25 日に既に施行されているものでございます。実務上はすでに通知カードの新規

発行及び再発行は行われておりませんが、廃止により影響を受ける本町の手数料徴収条例を改正

するものであります。 

 ２の改正内容でありますが、手数料の種類及び金額を定める別表の内、通知カードの再交付手

数料の規定を削除するものであります。 

 ３の施工期日につきましては、公布の日からとしております。２ページをご覧ください。新旧

対照表によりご説明いたします。右側の改正前、別表第 29項において通知カードの再交付手数

料及びその金額 500 円とする規定についてこれを削除し、以降１項ずつ繰り上げるものでござ

います。また附則において施工期日を公布の日からとしております。以上で、清里町手数料徴収

条例の一部改正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より清里町手数料徴収条例の一部改正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。よろしいですか。それでは次に行きます。②番、令和２年

度一般会計補正予算（町民課所管分）について説明よろしくお願いいたします。担当。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 議案の３ページをご覧ください。一般会計補正予算（第６号）（町民課分）の概要についてご

説明いたします。２款総務費、６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、住基システムの改修

事業について６月補正時にも概要を説明いたしましたとおり、国における戸籍のネットワーク化

行政手続のオンライン化が推進されているところでございます。今後戸籍の附票を公的個人認証

を基盤としたシステムの構築が図られることからこれに対応するため、既存のシステムを改修す

るものでございます。具体的には、①の戸籍附票に記載する住民票コード送信に係る改修、②の

住民票情報と戸籍附票情報の突合データ出力機能に係る改修でございまして、委託料として事業

費 222 万２千円を計上してございます。今回の補正額が 222 万２千円とこういうことで、６

月補正時の戸籍システムの改修費と合わせまして総体事業費 860 万９千円となります。この事

業につきましては国が推進する事業として全額、国庫補助金により財源を見込んでございます。 

 続きまして、その下、４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費、養育医療費扶助事

業について未熟児にかかる入院医療に対する医療費を、国、道、町の３者で負担する事業でござ

いますが、令和元年度の実績について対象者がいなかったため、既に概算交付を受けておりまし

た国庫負担金について今年度について全額返還するものでございます。当初予算不足額 13 万

６千９円について償還金として全額一般財源により補正予算計上をするものでございます。 

以上で一般会計補正予算（第６号）（町民課分）の概要説明について終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま町民課の方より令和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。委員の
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皆様何か御質問等ございますか。よろしいですか。それでは次進みます。３番、令和２年度国民

健康保険事業特別会計補正予算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 

 令和２年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について説明をさせていただきま

す。議案の４ページをご覧ください。歳入をご覧ください。令和元年度からの繰越金が１千 339

万１千 553 円でありましたので、当初で計上していました 10 万円を差し引いた１千 329 万

１千円を補正いたします。下段の歳出に移ります。 

 ７款基金積立金の前に、８款の諸支出金を先に説明させていただきます。こちらについては、

令和元年度の保険給付費交付金のうち、保険給付費分 570 万１千 188 円、特定健康診査保健

指導費負担金が６万２千円の返納金を生じることとなりました。この 576万４千円を増額補正

するものであります。 

 戻りまして７款基金積立金について 752万７千円の増額補正であります。平成 30年度繰越

金の内、前に説明させていただきました返納金への充当残について基金へ積立を行うものであり

ます。歳入歳出とも現計予算額７億３千 594 万７千円に１千 329 万１千円を追加し、７億４

千 923 万８千円とするものであります。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま令和２年度国民健康保険事業特別会計補正予算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すか。よろしいですか。それでは次に進みます。④番、令和２年度後

期高齢者医療特別会計補正予算について説明よろしくお願いいたします。担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 令和２年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の概要でございます。議案の５ページ

をご覧ください。歳入の款より説明させていただきます。４款繰越金、11万円の増、令和元年

度からの繰越金が 11万１千 677円となりましたので、当初予算計上の千円を引いた 11万円

を補正するものであります。下段の歳出に移ります。 

 １款総務費、消耗品において２千円、２款後期高齢者医療広域連合納付金に前年度課税分とし

て 10 万８千円の増で計上してまいります。歳入歳出とも現計予算７千 603万５千円に 11万

円を追加し、補正後の予算額を７千 614 万５千円とするものであります。以上で説明を終わり

ます。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま令和２年度後期高齢者医療特別会計補正予算について説明ございました。委員の皆

様、何か御質問等ございますか。よろしいですか。それでは次いきます。⑤番、北海道国民健康

保険運営方針の見直しについて説明よろしくお願いいたします。担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 北海道国民健康保険運営方針の見直し、概要について説明をさせていただきます。議案の６ペ

ージをご覧ください。今回の改正案の概要となっております。清里町において大きく影響を受け



‐23‐ 

 

る点は、この６ページの真ん中、第３章関係、保険料水準の統一であります。この枠の中に令和

12年度から統一保険料を目指すとされております。特に、イ資産割の廃止、令和８年度までを

経過期間となっています。今回資産割の廃止の期限が明記されたということになっております。 

清里町においても、この期間までの間に対応が必要となります。一番下に見直しの手順が記載

されております。令和２年 12 月に運営方針の決定公表となっております。これから市町村へ意

見聴取が進められるところでありますが、今後の改正への対応の検討が必要となっています。以

上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま北海道国民健康保険運営方針の見直しについての説明がございました。委員の皆様、

何か御質問等ございますか。よろしいですか。それでは町民課、全般にわたって何か質問等がご

ざいますか。よろしいですか。それではこれで町民課の方を終わりたいと思います。ご苦労様で

した。 

 

○伊藤委員長 

 それでは、産業建設課の方を始めていきたいと思います。産業建設課より３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。 

 

○産業建設課長 

 それでは産業建設課からの協議報告事項３件につきまして概要説明させていただきます。 

 １点目、令和２年度一般会計補正予算（産業建設課所管分）につきましては新型コロナウイル

ス感染症の関係で中止いたしました事業に係る予算の減額、それから農業集落排水事業特別会計

の繰出金の減額と道路橋梁指定管理者委託事業につきまして建設車両の大規模修繕に係る費用

を増額補正するものでございます。 

 ２点目、令和２年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、令和元年度繰

越金の確定と総務費及び基金積立金において繰越額に相当する補正を行うものでございます。 

 ３点目、令和２年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につきましても、令和元年

度繰越金の確定と総務費で施設管理費にかかる修繕料の増額を行うとともに繰越額と歳出補正

額の差額につきましては、公債費の財源として充当することにより一般会計繰入金を減額するも

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

します。 

 引き続き、令和２年度一般会計補正予算（産業建設課所管分）についてご説明いたしますので

資料の１ページをご覧ください。一番上の段につきましては、総務費の町有林管理費において、

新型コロナウイルス感染症の関係で中止いたしました植樹祭事業に要する全ての経費 61 万２

千円を減額するもので内訳は記載のとおりでございます。 

二段目につきましては、衛生費の農業集落排水事業特別会計繰出金の減額についてですが、こ

ちらにつきましては後ほど特別会計の補正予算とあわせて説明いたします。 

 ３段目は、農林水産業費の農業委員会費においてこちらも新型コロナウイルス感染症の関係で

中止いたしました農業委員の道内研修事業に要する全ての経費 85万４千円を減額するもので、

内訳は記載の通りでございます。次につきましては酒井主幹の方から御説明いたします。 
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○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業建設課主幹 

 引き続きご説明いたします。４段目、７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、道路橋

梁指定管理委託事業におきまして、指定管理者に貸与しております建設機械の修繕費用として

78万円を増額するものでございます。 

修繕の内容といたしましては、平成 16年購入の除雪ドーザのハブ、こちらはホイールの装着

部分になりますが、その中からオイル漏れが生じており当該箇所のオイルシール及びベアリング

を交換するものであります。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より令和２年度一般会計補正予算（産業建設課所管分）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。よろしいですか。それでは、次進みます。  

②番、令和２年度簡易水道事業特別会計補正予算について説明よろしくお願いします。担当。 

 

○建設Ｇ主査 

 令和２年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に関する予算概要につきまして、議案の

２ページによりご説明いたします。今回の補正は、令和元年度決算に伴う繰越金額の確定による

調整措置及び修繕料の増額補正でありまして、歳入歳出それぞれ 535 万３千円を追加し、予算

の総額を７千万２千円とするものでございます。 

歳入よりご説明いたします。繰越金につきまして、繰越金額の確定により 535 万３千円を増

額し、補正後の繰越金を 685 万３千円に、下段の歳出につきましては総務費修繕料におきまし

て今後の水道施設維持修繕増加に備えまして100万円の増額、補正後の総務費総額を３千249

万４千円とし、基金積立金に 435 万３千円を増額し、補正後の基金積立金を 435 万８千円と

するものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま令和２年度簡易水道事業特別会計補正予算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すか。よろしいですか。それでは次進みます。③番、令和２年度農業集落

排水事業特別会計補正予算について説明よろしくお願いいたします。担当。 

 

○建設Ｇ主査 

 令和２年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に関する予算概要につきまして、議

案の３ページをご覧ください。こちらにつきましても令和元年度決算に伴う繰越金額の確定によ

る繰越金の確定及び処理施設の機能維持のための修繕料の増額補正となり、歳入歳出それぞれ

150万円を追加し予算の総額を２億 264 万４千円とするものです。 

上段歳入よりご説明いたします。繰入金につきまして、繰越金額の確定により一般会計からの

繰入金を調整するもので 360 万２千円を減額し補正後の繰入金５千 811 万９千円とするもの
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です。繰越金につきましては、繰越金額の確定に伴い 510万２千円を増額し、補正後の繰越金

を 660 万２千円とするものです。 

 次に下段、歳出をご説明いたします。総務費につきましては、需用費におきまして処理施設の

機能維持、延命化のための修繕料として 150 万円を増額するもので補正後の総務費の予算額を

３千 658万８千円とするものです。 

 続きまして議案の１ページに戻らせていただきます。２段目、４款衛生費、１項保健衛生費、

４目環境衛生費、農業集落排水事業特別会計繰出金事業でございますが、先ほどの農業集落排水

事業特別会計補正予算における繰入金の減額に伴いまして、一般会計の繰出金を減額補正するも

のであり 360万２千円を減額するものとなります。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま令和２年度農業集落排水事業特別会計補正予算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すか。よろしいですか。それでは産業建設課全般とおして何かござい

ますか。課長。 

 

○産業建設課長 

 それでは１点お知らせいたします。９月 15 日から予定されております清里町議会第７回定

例会におきまして、産業建設課関係の提出案件につきましては本日説明させていただきました補

正予算のほか、９月 10 日入札執行予定でございます清流橋架け換え工事に関係いたします請

負契約の締結について提出する予定でございますのでお知らせいたします。どうぞよろしくお願

いします。 

 

○伊藤委員長 

 委員の皆様、何か全般を通してありますか。よろしいですか。それでは、これで産業建設課の

方は終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○伊藤委員長 

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

 

○議会事務局 

 それでは２番目の意見書の検討について産業福祉常任委員会所管の意見書が２件提出されて

おりますのでご説明いたします。議会事務局資料１ページをお開きください。 

１件目は国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書です。提出者は北海道町村議会議長

会会長、渡部孝樹氏でありまして郵送ですが関連団体として取り扱います。内容につきまして

は、４ページをご覧ください。記以下７点を読み上げて御説明いたします。 

 １、長期安定的に道路整備管理が進められるよう新たな財源を創設するとともに、道路関係予

算は所要額を満額確保すること。 

２、高規格幹線道路については着手済み区間の早期開通もとより、未着手区間の早期着手及び

暫定２車線区間における４車線化といった機能向上を図ること。 

３、令和２年度までの限定的な措置となっている防災、減災、国土強靭化のための３ヵ年緊急
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対策を継続し、対象事業の範囲を拡充すること。また、地方が国土強靭化地域計画に基づく事業

を着実に推進するため必要な予算を確保するとともに、緊急自然災害防止対策事業債等の継続を

含めた地方財政措置制度の充実を図ること。 

４、道路施設の老朽化対策を推進するため、点検、診断、補修などのメンテナンスサイクルを

確立し予防保全を含む戦略的な維持管理、更新事業を行うための技術的支援の充実を図るととも

に対策予算を確保すること。 

５、冬期交通における安全性の確保、通学路などの交通安全対策、無電柱化の推進、安全で快

適な自転車利用環境の創出、北海道観光の発展に資する交通ネットワークの形成など、地域の暮

らしや経済活動の復興を支える道路の整備や管理の充実を図ること。 

６、泊発電所周辺の道路は、複合災害発生地における避難道路としての機能も有していること

から、こうした道路の事業について国の負担割合を引き上げるとともに、早急な整備と適切な管

理を図るために必要な予算を別枠で確保すること。 

７、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため北海道開発局及び開発建設部の人員体制の維

持、強化を図ること。次に６ページをお開き願います。 

 ２件目は、種苗法改正案の慎重な審議を求める意見書です。提出者は、清里町農民連盟委員長

二俣清史氏で持参提出です。内容につきまして、最後の 10 ページをお開きください。記以下３

点を読み上げて御説明いたします。 

１、今回の改正案では、すべての登録品種の自家増殖が許諾制となるため企業への主要種子の

独占や許諾による事務作業の煩雑化、費用の増加などが見込まれることから農業者が安心して作

付けできる環境を整えること。 

２、主要農作物種子法において機能していた都道府県における地域の特色を生かした種子の研

究、開発などを今まで通り、国などの公的機関が責任を持って進めるよう、従来行っている地方

財政措置を改正法案に盛り込むこと。 

３、外資系企業における地域ブランドなど優良な国産農産物の種子の海外流出を防止するため

の万全な対策、制度を構築すること。 

以上、９月定例会に委員長名での意見書の提出また内容のご協議をお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 議会事務局の方から意見書の検討について説明がございました。皆さん、何かご質問等ござい

ますか。よろしいですか。それではこの様に進めたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 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 10月 16日金曜日、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 

 大きな４番、その他、何かございますか。よろしいですか。 
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  ●閉会の宣告 

 

 ○伊藤委員長  

 これで第 15 回産業福祉常任委員会を終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

（閉会  午後 ２時 27 分） 

 


