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第１回産業福祉常任委員会会議録 

令和３年 1月２１日（木） 

    開 会  午後 １時 00分 

    閉 会  午後 ２時 48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ケアハウスについて  

 ②清里町診療所について   

  

●焼酎醸造所 

  ①令和２年度焼酎事業実績（第３四半期）について 

  ②高濃度アルコール製品の製造販売について 

 

●町民課 

①令和３年度地方税制改正（案）について 

②令和３年度以降の国民健康保険税資産割の廃止について 

 

 ●産業建設課 

  ①令和２年度一般会計補正予算専決処分（産業建設課所管分） 

   

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  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 
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○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   

 ■焼酎醸造所長       永野  宏  ■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    吉本  淳  ■税務・収納Ｇ主査     泉井 健志 

■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 

 

 

○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１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 

 まずは保健福祉課です。保健福祉課の方から２点の提案がございます。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、ケアハウスについてを寺岡総括より、清里町診療

所について私よりご説明をさせていただきます。  

     

〇伊藤委員長   

 担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 ケアハウスについてを説明いたします。初めに、１月 18日現在の入居者は 48名で現在 301

号室の夫婦部屋に空きがある状況です。従来より、夫婦部屋の入居者申し込み状況は少なく、個

室の方が利用者の御希望が多い状況であるため、夫婦部屋の１室を個室とし２居室にした方が運

営しやすいと指定管理側からの提案がありました。建物補助を受けた北海道に夫婦部屋から個室

への工事ができるか確認したところ、夫婦部屋に壁を作る工事は良いと確認がとれました。もう

１案、ゲストルームを居室として使用する案がありましたが、こちらの方は目的外使用となるた

め、居室としては利用できないということを確認いたしました。そのため、空きがある今の状況

のうちに夫婦部屋の中に壁を作る工事を行い、入居者の御希望に合わせて個室部屋の改修を行



‐3‐ 

 

い、入居者の確保を行っていきたいと考えております。これにより夫婦部屋が３室、個室が 44

室となります。 

それでは、ケアハウスの収支に係わる説明をいたしますので、資料 1ページをご覧ください。

初めに、令和２年度ケアハウス運営に関する収支予定について説明いたします。ケアハウスの収

支につきましては以前により議員の皆様からご指摘があり、収支の見直しと入居金額を上げると

しても、町民は現在の入居者と変わらない金額で入居水準を保つことという御意見がありまし

て、その課題の解決に向けて検討してきたところです。資料１ページ、令和２年度ケアハウス運

営に関する収支予定についてでありますが、この金額はあくまでも推計であり確定の方は３月末

日、介護報酬につきましては２カ月遅れの５月となりますのでご了承ください。 

まず、１のケアハウス指定管理運営委託料です。①の歳出については、当初委託料 8千 328

万 1 千円であり、この委託料が 1 千万円程度返還される予定であります。主な理由としては、

欠食等による事業費の支出の減の予定で、差し引き 7 千 328 万 1 千円を予定しております。

②歳入。ケアハウス使用料は推測で 3 千 984 万 617 円、介護報酬が 320 万 391 円、普通

交付税事務費分が 214万 1千円で合計 4千 519万 1,008円となります。③歳入から歳出を

差し引いた２千 808 万 9,992円がマイナスとなり、町の負担となる金額の予定です。 

２のケアハウス低所得者入居者支援事業補助です。①の歳出ですが、表に記載のとおり合計９

名で 60 万 9,500 円となる予定です。②の歳入は特別交付税の基準により 39 万 9,182 円で

あり、差し引きますと 21万 318円のマイナスとなり、町の負担となる金額となります。令和

２年度合計で 2千 830万 310円のマイナスの予定となっております。 

２ページをご覧ください。今年度の推計を踏まえまして、入居料がいくらであれば収支があう

のかという計算をしております。収支が見合う金額については１人当たり５万円上げなければ、

収支は見合わない状況です。資料に沿って説明いたします。１のケアハウス指定管理運営委託料

です。歳入分につきましては、①入居者使用料を 50人満室で計算しております。上段が従来の

入居者使用料で平均し、７万 5,500円を 50人満室で 12カ月として 4千 530万円。下段が

収支に合わせて５万円上げたとして満床で 3 千万円。②の介護保険雑入は利用実態に応じて変

化しますが、特定分をすべて利用したとして予測しています。１カ月 105万円を 12カ月とし

て 1千 260万円となります。普通交付税事務費分は 214万 1千円であり、歳入すべて合計し

合計 9 千 4 万 1,000 円となります。歳出につきましてはケアハウス指定管理委託料を令和３

年度は 9 千万円としています。なお、令和２年度当初で委託料より金額が多い理由としては、

主に給食委託事業者の変更に伴い単価が上がったためです。歳入から歳出差し引きまして４万 1

千円のプラスとなります。 

２のケアハウス低所得入居者支援事業補助につきましては、歳入が特別交付税算定基準により

951万 1,582円とし、歳出については町内該当者 25人と仮定し、1千 200万円を見込み、

歳入から歳出を差し引き 248万 8,418円のマイナスとなります。 

次に３ページをお開きください。こちらは生活費居住に要する費用とは別に新たに管理に要す

る費用として５万円上げると過程し、現在の入居されている金額に合わせるとするならば、どの

ぐらいの入居支援が必要かを表にしております。表、右手が、現在の費用と低所得入居者支援事

業です。表、左手が現在御提案している内容であり、管理に要する費用５万円を追加し合計額が

ケアハウスの使用料となります。 

新所得入居者支援は町内に住所がある方を該当とし、例として収入が 80 万以下のものにつ
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いては助成割合を 95％とすると現在の費用と同額。120 万円以下のものについては 90％で

1,000円の増、150万円以下のものについては 85％で 2,000円の負担増となります。以降、

現行の金額と大きく変わらないよう助成割合を入れております。このケアハウス料金につきまし

ては収支見合いを考えますと、このような大幅な改正を行わなければなりません。他町村からの

入居者と高額の所得者からは負担を多く求めるという考え方で進めております。 

また、令和３年度当初で改正を行いましても、入居者は徐々に入退去していきますので、すぐ

に見合う額に達するものではありませんが、経営改善に向けてケアハウスの料金改正を４月１日

より行いたいと考えております。なお、現在入居されている方からの費用に関しましては従来ど

おりとし、新たな入居者から変更を考えております。説明に関しては以上です。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま保健福祉課よりケアハウスについてのご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。 

 

○古谷委員 

 まず１点目、資料じゃない夫婦部屋の１室を３室に改築していく方向については決定事項なの

かどうなのか。今後夫婦は申し込んだ時には、入居出来ない状態で、逆に言えば事業の対象外と

してしまうのかという制度上の矛盾が生じて来るのではないですか。 

４室あって３室にしていく。当初計画の意図は、夫婦で入られる方もいるということで、将来

にわたって夫婦で入っていきたいという方についてはもう空き室がありません。何らかの形で空

き室が生じた場合については対応できるけれども、それは非常にある意味では満床にしていって

１人で希望されている方が沢山いらしゃって、その方が入れない状況だからという前提に立って

いると思いますけども、夫婦という単位をこの施設から減らしていくという事に対する基本的な

考え方をどこで整理されているのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 議員おっしゃるとおりなんですけれども、皆様方からも 50床満床ということで、何とか早く

できればいいなということで色んな御意見をいただいておりました。実質、令和に入ってからも

選考委員会等も開催していたところですが、今のところ夫婦での申し込みというのが実際にない

ような状況でございますので、２部屋分、そこに１人を入れるという形で進めていたんですけれ

どもなかなか満室にはなってこないという部分がございますので、ご相談をしながらやっていく

部分ではやはり個室の方が入りやすいのではないかということがございましたので、今回改めま

して夫婦部屋を無くして個室の方にシフトチェンジしていくというような考えで執り行いたい

と思いますので、御提案を申し上げた形でございます。以上です。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 
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○古谷委員 

 委員会の中の議論でも、満室は望ましいけれどもやはり町民の実態とか将来に渡ってある程度

の一般会計の繰出しも含めてある一定の幅を持ちながらやって行くことも必要じゃないかとい

う意見もあった中での議論であって、経営実態的に黒字かとかペイしなくちゃとか、既にもう当

初の計画とは大きくずれているのは事実なわけで、一番ベターというのは町民の生活実態や需要

を将来に渡ってある程度受け止めていくことが大事であって、その時の瞬間的な状況に全部仕組

みや制度を合わしていくことは今後具体的に夫婦の方の希望が出てきてそういった部屋を、今言

った１人用に全部してしまったという実態と当初どういう形の中でケアハウスが地域の高齢者

住宅の施策中で役割を持つか。前回は見送ったけど、夫婦で入る必要性が出てきているかねとい

う色んな声を耳にする実態もある中で、手を挙げる手を挙げないは別として、そういった需要が

潜在的に本当にないのか含めてそういったものを検証して、それは町の意向なのか、社会福祉協

議会の意向なのかどこなのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 いるだろうという仮定のもとで当初は４つの部屋を計画して、議員の皆様方にご説明して、運

営の方を供用開始になったような形でございます。ただ、先ほど申しましたとおり、いざ開いて

みますと３家族の方は応募があったわけでありまして、この２年間を見ていても夫婦でというの

はないというような状況で、ないと言ったらちょっとおかしいんですが、逆に夫婦で来たんです

けれども一緒ではなくて１人部屋が良いと言って入っているのも現状ございます。 

そういうこともございますので、今後どちらかというと夫婦より１人での応募の方が多いかな

と思いますので、１人が入ったら１人が我慢してもらうのではなくて２人が入れるような状況に

ちょっと変えていきたいなと、このような考えでございます。 

どちらから言ってきたという部分でございますけれども、まず社会福祉協議会の方からも御相

談があったのは事実でございますし、当初４部屋をつくる時も、もしかしたら入らないかもしれ

ないなということで壁をつける試算も実際のところはしていたというふうに聞いてございます。

そのような形でチェンジをしてしまうんですけれども、御理解をいただいて入居者が入れるよう

な状況をとってい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 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 言っている意味がよくわからないですけどね。計画と現実の乖離があって、それが全部フィッ

テング、全部はまらなければいけないということではなくて、こういった施設については潜在的

需要だとかある一定の需要の中に置いてしっかり経過も含めながらやっていく考え方でいかな

ければ。逆にいえば、今言ったように夫婦の方が新たに申し込んだ場合については待機状態がか
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なり長い状況が続く。現実的にお一人で申込みされて、この先待機状態が結構いらっしゃるとい

う前提で提案がされていく。それとこれに係わる費用というのはどういう形の中で当初予算で組

んでくるという考え方なのか。どの程度予定しながら対応を図っていくのか含めて今の段階にお

ける町の考え方を示し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 

 まず夫婦の方は待ってもらわなければならない、そのとおりになってしまいます。もしも、や

ったら一人部屋ということでいきますけれども、僕の説明の仕方が悪くて議員さんには御理解い

ただけないのかもしれないんですけれども、申し込みは１人の方が今のところ多いんです。実質

のところ。やはりその方をずっと待ってもらうのではなくてというところがございます。ただ、

何名待っていると言われると、実質のところ今 48 人で１名の方が入るかどうかというところ

で申し込みがあるような状況ですので、待機者がいるかというとそういうふうにはならない状況

でございます。ただ、今、夫婦部屋が空いている状況で工事ができるということがございますの

で、今回提案をしたような形でありまして一人の方が入っているうちにやるとなると、その方に

は御迷惑をかけてしまうような形になってしまうのかなとも思っております。 

幾らかというところでございますが、おおよそ当初から考えていたところを聞きますと、およそ

23万程度の壁をつける設置費用ということになりまして、今回当初予算ではなくて現在の指定

管理に委託している部分の修繕の中そこでの支出についてやっていくと早い段階でできるとい

うことがございますので、その形で進めていきたいと、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。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 良い悪いじゃなくてどの段階でこういうことを判断していくのかというのは、それぞれ執行者

側としてあるのでしょうけれども、ただ、今言ったような形で基本的には２年や３年しか経って

いないような施設においてそういった新しい形を切り替えることが本来妥当なのかどうなのか。

ある一定のスパンの中できちんと今後の流れをみながら政策展開をしていくようなある一定の

幅を持つことも必要じゃないかと自分としては考える、そのように理解してください。それは良

い悪いじゃないです。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 
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○保健福祉課長 

 議員さんの御意見も十分理解をしているところでございます。ただ、やはり建設をした以上、

満床になるのがいいのかなというような形でこのような案を提示をした形となっておりますの

で、そこのところも御理解をいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 理解するしないという形の中で非常に理解しがたいと申し上げておいて、次の質問にいきたい

と思います。利用料改定の考え方もかなり議論されて令和３年度から新たに入居される方につい

ては町外５万円。そして合わせて町内の方については低所得に対する従来と違った多額の助成と

いう形が。これは基本的に最初の計画がおかしかったという話になってしまう。５万７千円レベ

ルで入居費のプラスαを支援していくなんて話、しかもまだ３年経とうか経たないかと言う状況

に置いて、少なくとも考えるとすれば、改定するにしても３カ年かけながら段階的にとか、いっ

ぺんに０ベースのものをドンとこれだけの幅でやって行くのであれば、自分たちのやってきた過

去の施策的なものを否定していくことになっていかないか。当然、そういった前提に立って行く

形でなくて、単純に事務的な話でなくて施策的な基本的な話になって来るのではないか。単純に

計画は間違っていましたという話では無くして、その辺の整理が内部的にはされた上で今日こう

いった形で令和３年度から５万円の改定。そして助成額を最大で 80万円以下、新規で入る場合

については５万７千円、という数字を出して来られているのか。今まで積み上げて来てずうっと

計画段階から議論をされてきたものと、そこで出てきた矛盾。実際やってみたら違ったなという

のは良いんです。どういう形で落としどころを作っていくかというプロセスとレベル、極端にド

ンと持って行くのか少なくとも３年とか５年の中に置いてスライドさせながら持って行くのか、

明確にその辺の事業の進め方。白か黒じゃなくてそういった考え方もある部分では必要になって

来るのではないか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 施策がどうだというところでございます。以前普通交付税の算定の関係、私の方から大変申し

わけありませんでしたということで頭を下げさせていただきました。実質的に同様のケースの同

じようなケアハウスでいくとやはり先ほど寺岡が説明した 12 万程度、これが本来の実態なん

ですね。そこでいきますと、うちの金額というのはどういうあれかは別として、国民年金で入れ

る額にしようという形で進めたのが現状だったのかなと思います。 

議員もご理解いただいていると思うんですけども、今の入居者の方については、そのままいか

なければならないなと。これは僕もそうであると思っております。次の段階の 12万円程度にす

る部分については段階的にするというのもあるんですけれども、今大体満床近く入ってきた状況
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でございますので、次の方からというふうにしていかなければ、段階を踏んでいくとそれだけ長

い期間かかってしまう形になりますので、これは議員も御理解いただいていると思いますけれど

も、福祉施設を作ったら町が負担するのは当たり前ですねただ、その幅が今でいくと２千 800

万、約３千万円近くを未来永劫ずっと続くということは町民の財産が負になってしまうという部

分もございますので、先ほど４月１日という話をしたんですけれども、できれば私どもはそう思

ってはいるんですけれども、実質のところは周知の期間とかもありますので、もしかすると来年

いう形になるかもしれません。１回理事者ともお話をして議員の皆様にもお知らせをして議員さ

んからも色んな意見を聞いてそれから決めようかというお話もあったのは事実でございますの

で、今回はこれを御説明したということで理解いただきまして御意見いただきましたよというこ

とを再度理事者の方ともお話をしていかなければいけないかなと、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。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 利用料金の見直しは当然必要だという認識に立っていますので、どういう落としどころをみせ

ていくか。当然町外の方の負担が増えるという形になれば、逆にあえて清里の施設を選ばないと

いう話になってくるわけで、そうすると町内の方を中心として対応せざるを得ない。町内の方に

ついては低所得に対しては非常に手厚い支援をしていく。財政的には町の裏、表の話であって今

度は助成金の方で負担が増えるという構造的なスライドさせるだけで、全部がスライドしないと

いう形もある。そういったことも含めて、本当にある程度、将来に渡っての部分の実際的な財政

負担の部分と近傍地それから議会常任委員会を経ながら料金設定をやってきたし、町民の方は国

民年金レベルで入れる配慮の中なのはそれは事実として良いと思うんですけれど、３年経過した

中でどの部分でどの段階で今言った形の落としどころをつけるか。そこは慎重にやっていくこと

が望ましい。やはり負担は伴う形ですし、今課長がおっしゃったように周知期間等も当然必要な

わけで非常にその辺の微妙さもあるということで。既に入っている人は、既得権化するのかとい

う部分も出てくると思いますし、慎重に内部検討されることを望みたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 御意見いただきましたので、そのような形で進めたいと思います。また先ほど答弁漏れがあっ

た部分の支援の関係です。これ今七千、五千、三千円と支援を行っておりまして、裏の話になり

ますが、特別交付税が入ってくるという形なりますので今回もこの支援額、90 何％で 80％で

とが増えていきますけども、そこも全額ではないんですけども、特別交付税の対象になってくる

と。さきほど町の負担もあって当たり前ですっていう話をしたんですけど、そこのバックも増え

て来るということで御理解をいただきたいと思います。 

ただ、御意見いただいた部分で、もう一度、理事者と話して１年かけるのか、２年かけるのか、
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どの辺が一番良いところなのかというところをもう一度探らさせていただきたいと考えており

ますし、議員さんおっしゃったとおり、町外から入って来る人はなかなか少なくなるかもしれま

せん。前もお話したかもしれませんが、ご要望で多いのは介護付きのケアハウスが多いのであっ

て、うちのように、少しの見守りで住めるというケアハウスの実態では地域包括支援センターへ

の問い合わせても少ないのが実態でございます。逆に言うと、町民の方に入っていただければ一

番良いような施設になってくるのかなとこれも考えておりますので、ご意見いただいた部分を十

分に考えて今後の施策に繫げていきたいと考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 しっかり手順を踏んである一定のスケジュールをもって慎重に見直しをやっていただきたい。

介護保険、雑入だって今の段階で１千 260万とか計算していますけれども、現実的に 12月く

らいまでの実績から見るとこういう数字になるというのは非現実的な話でもあるし、それを考え

ると、さらに上げなくては出来ないというのも。これによって落ち着くというような話になかな

かなり得ないことも含めてその幅ですよ。これによって収支がある一定の方向に行くなんてこと

は、なかなか見えてこないという。作られた数字の話になって来るんで、その辺慎重にしっかり

と自分たちの仕事にセーフティをかけて含めてやっていただければ思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 今御指摘のとおり、机上の数字という部分はどうしても数字をつくる上ではなってしまうよう

な部分がございますので、その辺も視野に入れながら次に繫げていく、このような形で進めてい

きたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 他、ございませんか。池下議員。 

 

○池下議員 

 今説明聞いていて全く理解できないという事ではないけれども、これをつくる段階で私もずっ

と参加して意見言わせていただきましたが、ここへ来て町外者に対する５万円、当初そんな話は

一切なく、それとまだ２年と２ヶ月しか経ってないですよ、実際。例えば 10年、15年経って

指定管理も赤字出し大変なんですというのだったら理解できますけど。本当にこないだですよ、

建ったの。 

町はこういう施設を造るということは最初150万以下の６万何ぼってのも最初からわかって

いたわけなんです。そうすると、建てる前で１年間の赤字、50人満床になったとしても、大体

の赤字に推測は出来たはずです。それを要するに町が最初からわかっていてつくったんですよ。
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ここは、軽費老人ホームで始まったんですよね。町外の方も多数入居されました。次入って来る

人達から５万円ずつ上乗せするという話になったら、言っちゃ悪いけれども、軽費老人ホームと

は言わないですよ。町内の人は千円か２千円しか変わらない、新しく入ってくる人は。私が言い

たいのは、最初からそういうふうに指定管理になって大きな金額になって収支計算がマイナスに

なると言ったことは解ったうえでやっていた。それをわずか２年ぐらいで変えてどうなのかって

いうのは私としては疑問なんです。経営的にはわかります。50床満床になって多少上乗せしな

かったら、ちゃんと収支合わないなと。わかりますけど最初からわかっていたことでしょうと言

いたいです。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず本当に申し訳なかったということで頭を下げさせていただいた部分では、当初議員さんも

わかってらっしゃると思うんですけども、普通交付税で入ってきますよという説明があったと思

うんですね。そこが間違いでしたということで私の方から謝らせていただいたのは事実でござい

ます。そこのところで、先ほど御質問でありましたけれども、経費老人ホームの他の付随する施

設を見ると大体 11 万から 12万。これが実態です。ですから、うちの町が何とか国民年金で入

れる額ということで、この金額を決めて普通交付税でバックがあるんだろうということで進めた

のが現実だったのではないのかなとこのように思っております。 

ここに来て再度見直してみますと。毎年３千万ずつ。議員おっしゃったとおり、10年後にや

ろうと３億の赤字を一般会計から入れるような形になりますので、そこをなるべく早く埋めてい

かないと、という私の考えのもとに今の数字を述べさせてもらったというのは事実でございま

す。間違いだろうと言われれば間違いだったのか知れません。ということで私が頭下げてもどう

なることではないですけれども、修正案提出をさせていただいたということで御理解いただけな

いかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 池下議員。 

 

○池下議員 

 課長が今言うように頭下げてね。私たちは入っていない側の人間は理解できるんですよ。ただ

議会の採決のもとで建ったわけですよ。町外の人もいっぱい入ってますし町内の人もいっぱい入

っています。そうすると交付税の話になりましたけど年間 2千 830万ですか、さっきの計算だ

と。確かに 10年経ったら３億ですよ。計算上。でも、やる段階で 10何億かけてやって最初か

らプラマイゼロになるとか、そういう計算のもとで始まったわけじゃないですよね。赤字の中で

経費老人ホームとして清里のケアハウスは６万何がしで入れる良いケアハウスだよねという巷

の噂でしたよ。それがね、やっぱりわずか２年ぐらいで、こういうふうに覆されていくというの

は私は何か悲しい思いしますよ。自分も携わった人間として。せめてもう少し様子を見てからで

も良いないかなというのが本音でありますので理事者ともしっかりと相談の上に進めていただ
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きたいというふうに私は思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 議員さんの御意見も、あの十分理解できるところでございます。安く入居していただける、清

里の過去からずっと歴史を作ってきてくださった方、こちらの方を見守りながら清里に最後まで

住んでいただく。これがやっぱり一番なのかなと思っております。議員からおっしゃられたこと

をそれもきちんと伝えながら進めていきたいと思いますし、そこの部分は先ほどと重複してしま

うんですけども、福祉施設をつくったら町が負担するというところでいくと、このままでもいい

というのはあるんです。あるんですけどもやはり未来永劫を考えて、私たちの次の時代を考えて

いくと、やはりどこかの段階では上げなきゃいけないという部分がございます。これが２年経っ

た今かって言われると、どうなのかというところもあるんですけども、できるだけ早くやってい

かなければいけないというところも私の考えでもありますので、ご理解いただけたらなと思いま

す。議員さんからおっしゃったことにつきましては、再度理事者とも協議の方進めてまいりたい

と、このように考えて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、お金の話での意見言いましたけど前段のその夫婦部屋問題にしても、当初４部屋というこ

とですぐ３部屋埋まったんですよね。１部屋がずっと空いた時にもったいないということで、単

身者に一時入っていただいたという経緯があるんですが、そこを何とか人を１人部屋の需要が高

いから１人部屋に直したいということについてもわかるんです。１人の人がいっぱい入りたいと

いうのと、夫婦でも別々に入っている人もいますし、私もわかりますけど、当初予定基本設計の

段階から２人部屋を４部屋ということに関して進めてきた以上は、まだこの２年２ヶ月で、時期

早々じゃないかなというふうに思うんです。 

ここはできれば夫婦部屋の人に入ってもらって埋まった方が理想なんだけども、なかなか夫婦

の申し込みが少ないのも重々わかるんですが、もうちょっと時間を置いてからでも様子を見てか

らでも良いじゃないか。当初の建ったときに３人すぐ入ったんです。ということは、いつ申し込

みがあるかわからないということです。夫婦の方が。例えば夫婦で入りたいんだけども、同じ部

屋にはできないわけです。今これを変えてしまうと。その時に、夫婦同じ部屋ではなくて一人一

人になりますけれどもっていう説明になっていくんだろうけども、どうなんだろう。先程のお金

の問題といい、２年２ヶ月で時期早々ではないのか、そういった部分に関してもそういうふうに

思うので、できればもう少し様子を見ていただきたいなというのは正直あります。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 
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○保健福祉課長 

議員おっしゃられたことも十分と理解している形であります。いつ本当に申し込んでくるかわ

からない状況であります。ただ申し込みがないかもしれません。実質のところ夫婦では。そうい

う場合も考えて２部屋空けて１人が入れば１部屋になりますけども。そこのところは十分に議員

の皆様にも御理解いただかなければいけないですけども、50床のところ 49床で５年間実は行

くよというところも理解をいただいた上での御意見かなと思いますので、この辺も踏まえて社会

福祉協議会、指定管理者の方、うちの理事者の方、そちらとで再度協議をして進めさせていただ

こうと、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 

 池下議員。 

 

○池下議員 

 そういった体制とかお金とか実際収支に関する数字が出てくると多額の金がやっぱりマイナ

スなんだなとわかりますけど、実例を言わしていただくと、昨年エアコンを一部屋一部屋につけ

るのに多額のお金がかかっています。これは基本設計の時に私言ったというんですが、やるとき

に一緒にエアコンをつけた方がいいんじゃないかと話をしたんですけど、そのとき３階建てで風

通しが良いので要らないという話をされたと思います。 

事業というのは一緒にやったほうがお金かからないので、別個にやると確かエアコンだけで３

千何百万かかったはずです。たった 50室で。後々にやると多額の金額がかかって早い話がマイ

ナス部分ですよね。そういう部分をしっかりと最初からやっていれば赤字の部分はなくなってい

る。だから何でもかんでも数字じゃなくてちゃんとした基本設計の段階からそういうふうなこと

をやるとか、もしくは今みたいなこういうふうになった時、まだ２年しか経っていないのにと言

わさるんです。そこら辺踏まえて急ぐのではなくて、もっと時間をかけて協議してもいいじゃな

いかなというふうに私は思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 エアコンの関係も大変申し訳なく思っております。議員おっしゃるとおり当初の段階からやっ

ていれば、こんなに金額はかからなかっただろうというとこでございます。正直に申しまして、

それが事実であるのかなと私自身も思っておりますし、私が来てから、それらを改善するために

このように事業を進めているような状況でございますので、そこのところはご理解いただけたら

なと思いますが、何とか今後も次新しい施設これからも建設していく部分がございますので、そ

の辺の御意見をきちんと引き継ぐような形で進めていけたらな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 
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 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 行政は継続ですから担当課長や担当主幹や担当者が全部変わられて見直しせざるを得ないと

いう大変な立場にいることは、理解しています。ただ、いろんな見直しの必要性について前から

議論すべきだなと申し上げている通りでして、あとはそのタイミング。どの段階でどういった中

身でいくかということについては十分精査をしていただきたい。 

この建設事業とか運営事業については、議会においても十分時間をとりながら、議論しながら

積み上げた結果として事業としてスタートした事実もあるわけで、ある意味では負担の問題も含

めて町民の多くの高齢者の皆さん、町民の意見をうけながら、議会、議員としても議論してきた

というそういう立場もありますから。ただ一方では、この後の報告もあるんでしょうけれども、

前々からいろんな一般質問で申し上げたとおり高齢者福祉とか高齢者の問題は、その部分だけの

問題じゃないですから。特に今後議論されるべき診療所においても 19のベッドについては、基

本的には新たな形の中で運用していくことは難しいという話は、すでに町からいただいているわ

けであったりとか、さらに目の前に特養の改築の問題というものも抱えているわけであったり、

さらに前から指摘させていただいているとおり、認知症ケアの問題だとか地域の高齢者の見守り

の話だとか、高齢者にかかる生活の交通手段の話だとか、まだまだ今後の中で取り組まなければ

いけない部分があって、今の単純に赤字についてはやむを得ないという話ではなくて全体として

さらに取り組まなくてはいけないところにどうバランスをとりながら、財源をきちっと充当させ

ていって穴のあかないような形にしていくかということも、一方で非常に求められていると思い

ます。そういった全体的なバランス等も含めた中において、ケアハウスにおける利用料の改定も

出てきているのかなと、私としては中長期的な高齢者計画も立てておられますから、そういった

隙間の無い部分である一定のバランスを取りながら限られた財源をどうやっていくのかという

のは非常に苦労されているのかと思いますので、そういった位置にも立ちながら是非。ただ、短

編急に必要だからやらざるを得ないという話ではなくて、経過も含めた中でタイミング。課長お

っしゃるとおり早ければ早い方が良いに決まってるんです。ただそれは今までの経過の話ですか

ら。あえて言いにくいことをわざわざこの委員会で述べているというのも理解していますので、

それも含めながらある一定のタイミングの落としどころというのもあると思いますので、そこを

視野にいれながら今言った施策として十分じゃない部分についても当然やっていかざるを得な

い。その財源をどこに求めるのかということも含めて総体としての高齢者福祉だとか、高齢者医

療だとか、生活見守りだとか、支援だとかそういった観点も大きな視点にいれながらステージを

つくっていっていただきたい。そういった議論を課長の立場で理事者としっかりやってその中身

についてまた議会との協議の中で落としどころをしっかり見つけていく。そういったことで是非

進め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 

 気を遣っていただきましてありがとうございます。議員さんから前々からも言われているとお
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り、１度つくったから変えられないというのではなくて、随時相談してくれということも言われ

ておりますので、私の立場でできる範囲でこれからも見直しについても相談していきたいと思い

ますので叱咤激励をまたよろしくお願いしたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。委員長として一言申し訳ないですけども言わせていただきたいですが、今回

こういう形で所管の方から改善案がでてきているのも、この１年通して議会側の方からも改善要

求ではないですけども色々意見が出たんです。その中で所管が各々考えた上でこういう見直し案

を出してきたということは理解していただきたいなと思うのと、先ほどから言っています本当は

このままということもありましたが、今この議論の中で所管の方から理事者ともう一度検討する

という返答もいただいてますんで今後も見守っていく形にしたいなと思いますが、みなさんどう

ですか。それでは②番、清里町診療所について説明の程よろしくお願い致します。課長。 

 

○保健福祉課長 

 それでは清里町診療所についてを説明いたしますので、４ページをお開き願います。はじめ

に、清里町診療所貸与者に係る選考を時系列により、ご説明したいと思います。令和２年９月 28

日に第１回診療所貸与者選考委員会を開催いたしまして、委員に募集要項、公募期間等説明を行

いまして、令和２年 10月１日から 11月 13日に公募を行いましたが、応募者はありませんで

した。このことによりまして令和３年３月 31日で現契約者との無償貸与契約、それから支援に

係る覚書等の終了が確定いたしましたので令和２年 11 月 17 日に第２回診療所貸与者選考委

員会を開催し応募者がなかった旨の説明をし、同日付けで現契約者に対し各種契約の満了、町と

の合意なき上での診療の中止には支援金を月で割り、返還を請求する旨、次期体制が決定した場

合の患者情報の引き継ぎを通知したところであり、令和２年 12 月２日開催の産業福祉常任委

員会で応募者なしの報告と貸与者が決定した場合の支援に係る債務負担行為の説明をさせてい

ただきました。その後 12月 21日に一般社団法人斜里岳の麓にて、代表理事宮下晃一氏より応

募があり、令和２年 12月 24日に第３回診療所貸与者選考委員会を開催し書類審査を実施、令

和３年１月 14日に第４回貸与者選考委員会を開催し、一般社団法人斜里岳の麓にてと、面接ヒ

アリングを実施、１月 15 日に第５回診療所選考委員会でヒアリングによる採点結果報告を行

い、選考委員会として一般社団法人斜里岳の麓にてを選定、町長への具申書を作成し、同日に第

６回診療所貸与者選考委員会において選考結果を町長に具申、一般社団法人斜里岳の麓にてを診

療所無償貸与者として提案することを決定いたしました。 

令和３年１月 18 日には診療所開設に係る町有財産の無償貸付契約の締結に関する契約の締

結、仮契約になりますが、こちらを行い本日選考結果による無償貸与決定者を令和３年１月 25

日開催の清里町臨時会に提案する旨の報告を行うところでございます。 

今後の予定といたしましては５ページをお開き願います。令和３年１月 25 日開催の清里町

議会臨時会に（１）財産の無償貸与について、①土地及び建物の所在地、種別、数量として土地、

羽衣町 35 番地 35 の内、宅地 1447.79 平方メートル、建物、診療所 1114.73 平方メート

ル、建物、物置、車庫 88.50平方メートル。②貸付の目的、診療所の開設。③貸付の相手方、

斜里郡清里町羽衣町 35 番地、一般社団法人斜里岳の麓にて代表理事宮下晃一氏を提案する予

定でございます。 



‐15‐ 

 

６ページをご覧いただきたいと思います。網かけ薄くなりわかりづらく申し訳ありませんが、

横にして真ん中、中央の診療所と記載の場所と、上段の車庫、物置と記載されている箇所が貸し

付けとなります。また 12 月２日にご協議申し上げたとおり、（２）債務負担行為補正について

を臨時会において清里町診療所運営支援事業として、令和３年度から令和５年度の期間し、限度

額 7千 500万円を計上させていただきます。内容は７ページ、８ページ目になりますので、後

ほど御確認をお願いいたします。 

また、12月定例会において補正の議決をいただき購入契約の仮契約をした電子カルテについ

て予定価格 700 万円以上の動産ですので、（３）備品購入契約締結の議決についてのとおり、

契約の目的が診療所電子カルテ更新事業、契約の方法が指名競争入札による契約、契約金額が

874 万 5 千円、予定価格 880 万円、契約の相手方は北見市卸町１丁目 10 番地５、三好メデ

ィカル株式会社代表取締役中本行洋氏で議案を提出いたします。なお、工期につきましては令和

３年２月 26日となっております。 

次に、令和３年度当初予算予定であります診療所貸与者の仮契約を締結するに当たり、現在ま

で安定経営のための支援について、先ほど御説明いたしました債務負担行為で進めることで進め

てきたところでございますが、候補者の方より別枠で診療所開設資金として 1 千 500 万円の

支援をいただけないかとご相談があったところでございます。現在までの常任委員会でも議員各

位から開設資金はいいのかとご心配をいただき、私より安定支援金の中で対応する旨をお答えさ

せていただいてきたところでございますが、現契約者と新契約者との話し合いがまだ進まない状

況下で４月からの診療に不安な部分もあることから診療に係る消耗品、事務机やパソコン、レジ

など備品等の購入を視野に入れなければならず新たな要望としてきましたので診療所が購入す

る物品その他に対し、購入した分の請求により 1 千 500 万円を上限に予算計上したいと考え

ておりますのでご理解いただきたいと存じます。また、無償貸与の議決後に現契約者に新たな契

約者を通知いたしますが、原則として３月 31日までの診療を基本としますが、次期体制が決定

したことによる次期体制者へのスムーズな開院及び引継ぎ、変院日の患者への周知、次期体制が

４月１日よりの診療を希望していることからの引っ越し等を考慮した変院日等町への報告、事後

処理等で４月以降診療所使用の際の申し出協議等の通知を行うよう通知文の内容を現在弁護士

に相談しておりますので、ご理解いただきたいと存じます。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より清里町診療所についての説明がございました。委員の皆様、何か御質

問等ございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 １点だけ苦言だとお聞きください。次の臨時会で債務負担行為と無償貸与を行う。今回新しい

法人にするわけで、従って応援するって言う意味で。少なくとも議会というのは公式な場所であ

って予算議決をする大前提の条件として新しく設立されて選考委員会で契約相手方となる、債務

負担の相手方となる法人基本的資料さえなぜ議会に提出してこないの。３年間にわたって地域医

療の柱になる部分でしょう。当然代表者は解っている、法人の名前、主たる事務所の所在地、診

療科目予定、診療職員体制の基本的な考え方とか、核になる部分というのをきちっとした書面を

もって議会、委員会に出した上で臨時会じゃないと口頭で理事が何人なのか、あくまでも診療所
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の場所なのか、当然保健センターの部分を所在地にして主たる事務所の所在地はどこなのか全

く。委員に対してはきっと選考委員会の中ではそれなりの資料が出ているはずですけども、議会

に対しては基本的な資料がない中で議論しろというのは大変失礼なんじゃないか。しかも契約の

更新ではなくて、新たな法人に対して無償貸与をやります、それから債務負担やります、補助金

１千 500 万使いますという、行政の基本の在り方として議会で協議するということについて

は、やはりしっかりとした法人に係る基礎的資料を提示されないというのは非常に問題じゃない

かとこのように考える所ですけど。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 議員おっしゃったとおりでございます。私の進め方がまずかった部分、私の考え方で申し訳な

いですけど、１月 25 日に終わったあとに全部の契約書を次の２月４日の常任委員会には皆様

方に提示しないといけないなということで事務的には考えていたとこなんですけども、議員から

今御指摘がありましたとおり、先に出さなければいけなかったところなのかなとこのように考え

ておりますので大変申し訳なく思っております。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 形式論は形式論なんです。きちんとしっかりとした基本的な資料という物を公の場にきちんと

提示しないと。細かい部分を出せと言ってるわけではなくて、少なくとも基本となるものについ

ては基礎資料となる議会としての議員として、次の臨時会で議決するにあたっての基本的な資料

が何もなしに単純に口頭説明受けましたよ、どういった診療科目は今はまだわりませんよとか、

理事は何人いるのかわかりませんよとか、職員体制はこうですよとか。全く行政内部における選

考委員会の中ではそういったことを当然チェックされているわけですけれども、そういったもの

を含めてワンペーパーでいいですから少なくとも基本となる部分を提示した上で議案として提

案をしてくる、これは当たり前の話であって。他の事業もあるんですけども極めてそういった協

議の仕方、提案の仕方というのは稚拙じゃないか、悪いけど。この議会がこの程度でいいのか、

この程度でいいんじゃないかと、そうは思ってないけども基礎となる基本となるところはやはり

疎かにしないでしっかりやっていただきたい。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいまお叱りを受けた部分、肝に銘じて次から頑張っ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。 

 

○古谷委員 

 いつの段階で提示してくるのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 内容を精査しまして、この後すぐ理事者とも話して、当日になるかもしれませんけども協議さ

せてもらいたい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。 

 

○伊藤委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 無償貸与の関係なんだけども、医師住宅とかはどうなんですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 無償貸し付けでなくて有償の形ですけども、それを今までは免除していたというような形です

ので今回の無償の貸し付けのところには入ってきていないということでご理解いただきたいと

思います。 

 

○勝又副委員長 

 これは別にもう一つあるよね、医師住宅というか病院の関係の。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 もう１戸の開いている方でございますか。 
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○勝又副委員長 

 こっちの 16号沿いに。 

 

○保健福祉課長 

 あちらは家賃を頂きながらやっているような形で無償の貸付契約には入ってこないというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又副委員長 

 それと、もう１件。３年度の当初予算で開設の資金関係いるのかなと思いますけども、備品の

関係の契約の関係もやるわけで、大きくそんなにかかる部分はあるのかなと向こうからも相談あ

って、明示されたのが 1千 500万円ということで、大きく何かを買わなくてはいけないような

感じの物で想定されるものってあるんですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 1千 500万がどういう積み上げかというところですけれども、４月１日から薬品もかかって

くるんです。通常の処方されたものは調剤薬局なんですけども、そういったものも揃えなくては

いけなく費用がかかるというものです。 

○勝又副委員長 

 わかりました。 

 

○古谷委員 

 本来なら 7千 500 万プラス 1千 500万にして、年度プロットで債務負担組んで、備品なの

か職員を雇う分なのか消耗品なのか自分たちで仕事をしにくくしている。だから、個々の議員さ

んは違うと思うけどそんな細かいところじゃなくて地域医療の体制が４月１日から円滑に移行

する時には相手がいるわけだから幅をもたしてやっていく。だから１千 500万の中身が何が何

だとかなり得ないと思うんですよ。政治的判断、政策的判断だから本来の７千 500万プラス１

千 500万。過去の経過もあって今回なかなか言い難いと思うんですけど。先ほどケアハウスの

見直しも思いきっているわけですから、小さなところでなくて 7,500 プラス 1,500 であれば

９千万で、そういった中で３年間できちんとやっていく、そういった中で相手方もある一定の自

由裁量の中で動きやすい環境を作っていく。やっぱりそれぐらい幅をもって肝を据えて行かない

と、はしの上げ下ろし的なところに行政が関わって行く課長や担当主幹が関わっていくのはしん

どいじゃないか。今日の委員会では提案されてますけど、本当に備品だけで良いのかな、新しい

方を雇う部分もあるし消耗品もあるだろうし、きっと中では前使っていた個人診療所から借りて

いかなくちゃいけないものもあったりとかという、ややこしい話が出てくるという前提にたっ

て、せっかく宮下先生やってくれるという形で腹を決めて頂いたわけだから、それを動ける環境

体制を作ってあげる方が私個人としては、あまり型をはめないで併せてその辺も含めてご検討く

ださい。時間がないから理事者がそう決めたかもしれませんけど、まだ臨時会まで１週間ありま
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すので。 

 

○伊藤委員長 

課長。 

 

○保健福祉課長 

そう何回もあることではないんですけども私の今後の役場人生において肝に銘じて進めてい

きたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 他、ございませんか。それでは、保健福祉課全般通して何かございますか。 

 それではこれで保健福祉課を終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

休憩  午後 ２時 06分 

再開  午後 ２時 10分 

 

○伊藤委員長 

 休憩を解いて会議を再開します。続きまして、焼酎醸造所です。焼酎醸造所の方より２点ほど

提案ございます。説明をよろしくお願いいたします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは、まず１点目でございます。令和２年度焼酎事業実績（第３四半期）についてでござ

います。お手持ちの議案１ページをご覧願います。A３資料の下の小さい表でありますけれども、

４月から 12月までの売り上げに係ります前年度対比を表してございます。第３四半期、単月で

見ていきますと 10 月は 116％、11 月は 174％、12 月は 87％でございました。売上金額

で申し上げますと、10 月は 930 万円、11 月は１千 40 万円、12 月は 1 千 80 万円でござ

います。同じ表の右側でありますけれども、第３四半期の累計でございます。こちらで見ますと

前年対比 72％、金額で比較しますとマイナス 2千 388万 4千円でございました。10月単月

でありますけれども前年比 116％ということで、これにつきましては前年 10 月時の数値とし

ましては、消費増税の落ち込みとの比較ということでありまして 100 を。こういったものとな

ってございます。11 月の単月、前年比 174％につきましても昨年の消費増税後の落ち込みと

の対比に加えまして特産品消費応援事業効果による売上増が反映されてございます。 

12 月単月につきましては前年比 87％ということでありますけども、こちらにつきましては

年間の売り上げの中で一番売り上げが多い月が 12 月というところの比較でありまして、事業

効果としては一定のものは出てはいるんですけれども、忘年会等の飲食消費の減少分が大きく影

響した結果というところで分析してございます。これにつきましては全国的に見ましても６割減

というところで大きな減少要因なのかなというふうに考えています。第３四半期の商品の売れ行

きでありますけれども、商品ナンバーで見ていきますと３番、５番、22番、24番、28番の上

位５製品で全体の 86％を占めている状況でございます。 

例年と比較してみますと贈答向け商品の売り上げ比率が高くなっておりまして、ギフトセッ
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ト、原酒５年、お歳暮用セットが伸びておりまして宅飲み需要の関連によります増加傾向という

ことが言えるのかというふうに思います。流通関連でありますけれども、卸個人で道外注文の比

率が前年比で大きく落ちてはおりますが道内個人におきましては前年比で伸びているという状

況であります。 

町内を見てみますと前年比で約 90％、特産品消費応援事業の売り上げ見合い分を差し引きま

すと前年比マイナス 20から 30％程度と推察しているところでございます。A３資料の右側の

青い表でありますけれども、こちらにつきましては平成 26年の商品リニューアルの翌年 27年

から令和元年度までの５ヵ年の平均繰り上げ額を表したものでございます。右側下に単月累計の

対比を掲載しておりますので参考としていただきたいと思います。  

続きまして、次のページをご覧願います。こちらの表につきましては１ページの売り上げをグ

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

ありまして、赤線につきましては平成 27年度から令和元年度の５ヵ年平均、濃い青線につきま

しては令和元年の実績でございます。水色の線につきましては今年度のものでございます。グラ

フの特徴でありますけれども、５ヵ年平均の線と昨年度実績の線がおおむね同じような曲線であ

りますので、お釣焼酎という限られた嗜好品の中での一定の顧客層があるのかなということが読

み取れるものでございますが、昨年 11 月に限っては特産品消費応援事業効果による曲線とな

ってございます。単月での売り上げ比較としましては前年比 440万円の増でございます。下の

棒グラフでありますけれども、今年度の月別形態別の販売実績の表であります。棒の中に％を記

載しておりますけれども、見易さを重要視していますので細かいところにつきましては％表示は

省略してございます。販売分布の特徴でありますけれども、道内卸の割合が多く占めているとい

う状況でありますけども、こちらにつきましても 11月に限っては町内小売が 51％と大きく伸

びた結果となってございます。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま令和２年度焼酎事業実績（第３四半期）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せんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 実績的には大変厳しい状況が続いていて特産品の関係で一息ついた、少し良かったねという話

になっていると思うので。来月、新年度予算の関係が始まると思うんですけど、背伸びしないで

今の実態をきちんと踏まえた中できっと回復するまでは２年３年となっていくという前提で、焼

酎事業そのものの安定的な持続というのを模索していく中で基本的には固定経費というのはコ

ンプリートされている部分があるというふうに今までの報告の中で聞いていますし、５ヵ年計画

の中で投資的事業もある程度見ているけれども、それはある程度コントロールした中においてし

っかりとある意味では背伸びしない中である一定の実態に沿った予算編成を是非努めて協議い

ただきたい。 

それと今回はコロナ対策で特産品という形で町民にある意味では還元していくという方向性

や、このあと報告ある消毒液等によってまた違った立ち位置が見えてきたものもあるかと思うん

ですけども、その辺焼酎事業特別会計だけではなくて一般会計の中においてそういった特産品と

しての支援という枠組みを新年度もどう考えていくかということも含めて考えて全体予算を調
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整していくというスタンスがなければなかなか焼酎事業としてはしんどい思いをされると思い

ますので。繰り返しなりますけども実態に属した形をまず。その中で前から所長がおっしゃって

いるように改革の方向性というものについてしっかりと整理していく。最初からまだ全然見えな

い段階で改革を前提に予算を組んでしまうと職員の皆さんだけでなく全体としても大変になり

ますので、そこはあまり無理されず、できる範疇ということを頭に入れた中で来月からの予算協

議にあたっていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ただいま御質問を受けました予算の関係でありますけども、令和３年度につきましてはごくご

く当たり前の考えとして、まずいくら焼酎が売れるのか。しっかりそこをベースとした考えか

ら、いくら資材がかかるのか、在庫がいくら残るのかというとこで順序立てて考えていくとおの

ずとそういった自然な考え方になるのかなというふうに考えております。 

従来の予算の組み方でありました一般会計の繰入れというのを紐付けするという考えではな

くて、焼酎を販売するという原点に戻った中で予算組みをしていきたいというふうに考えている

ところであります。 

続きまして、もう１点のコロナに関する部分なのかなと思うんですけれども、今回、特産品消

費応援事業と後ほどお話しますけども消毒液の町民還元事業でありますけども、この取り組みを

持ちましてある程度の効果は出たのかなと。ただ、これは引き続き継続して効果が続くものでは

ありません。コロナが収束するまでの期間につきましてはしっかりと一般会計から支援というの

も必要なのかなと。その中で委員のおっしゃるように一般会計から支援とあわせて、今年度、私

たちが提案させていただきました、あるべき焼酎事業の将来像、そこら辺も含めた中で両立させ

ていくと。そういったところの取り組みがおのずとどういう方向なのか見えるというふうに私達

は考えているところでありますので、そういったところもしっかりと情報提供しながらご指導い

ただき進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、なにかございませんか。それでは次行きます。②番、高濃度アルコール

製品の製造販売について説明よろしくお願いします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

提出議題２件目であります高濃度アルコール製品の製造販売でありますけども、口頭にてご説

明をさせていただきます。本日現在、製造本数でありますけれども 4,656 本、2,328リットル

でございます。内訳としまして、町民配布用として 3,512 本、町への納品分として 573 本、

予備等々ということで 571本でございます。 

高濃度アルコール製品の町民配布事業につきましては、前回の常任委員会におきまして概要に

ついて御報告をさせていただいたところでございます。その後の経過としては順調に製造をした

ところでございまして、昨日 20日より出荷を開始してございまして、今日から配達というとこ
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ろでスケジュールとしては今月中に全戸配布というところでございます。配布戸数につきまして

は１月 12日現在 1,756世帯というところでございます。 

商品の一般販売でありますけれども、２月１日より清里町情報交流施設きよ～る及び焼酎のホ

ームページにて販売を開始いたします。希望小売価格でありますけれども税抜 1,628円、税込

1,790 円ということで設定しております。なお、町内小売業者への販売でありますけれども、

こちらにつきましては対応してまいりたいと思いますけれども、町外の小売業者につきましては

現段階においては予定してございません。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま高濃度アルコール製品の製造販売について口頭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 

 確認の意味を込めてなんですけども、これはふるさと納税の返礼品の対応はするという理解で

よろしいですか。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 補足させていただきます。ふるさと納税返礼品の対象として取り扱ってございます。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 ある程度の確保も製造本数の説明がありましたけど、この中で対応すると理解してよろしいん

ですか。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 対応本数については確保しているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。無いようでしたら焼酎醸造所全般を通して何か御質問等ございませ

んか。よろしいですか。それではこれで焼酎醸造所の方を終わりたいと思います。ご苦労様でし

た。 
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○伊藤委員長 

 それでは町民課の方に入っていきたいと思います。町民課の方より２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。 

 

○町民課長 

 町民課からは令和３年度地方税改正案について、及び令和３年度以降の国民健康保険税資産割

の廃止についての２点について御提案をいたします。 

１点目の令和３年度地方税改正案につきましては、昨年 12 月に閣議決定されました令和３

年度税制改正の大綱が国から示されたことから、その内容について御報告をするものでございま

す。詳細につきましては担当主幹からご説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○町民課主幹 

 それでは令和３年度地方税制改正の大綱のそのうち当町の条例改定等に関係する部分につい

て説明いたします。１ページをご覧ください。１の固定資産税等のうち、固定資産税の土地に係

る負担調整につきましては宅地等及び農地の負担調整措置について、令和３年度から令和５年度

までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続するものです。その上で新型コロナウイルス感染

症により国民生活全般を取り巻く環境がおおきく変化したことを踏まえ、令和３年度に限り、負

担調整措置等により税額の増加する土地については、前年度の税額に据え置く特別な措置を講ず

ることとなります。 

２の車体課税では、環境性能割の税制区分の見直し、環境性能割の臨時的軽減の延長、グリー

ン化特化の見直しの３点です。見直し内容の詳細につきましては、後ほど４ページの別紙をご覧

ください。なお、今回の臨時的軽減の延長による減収については全額国費で補填されます。 

続きまして２ページをご覧ください。３の個人住民税につきましては住宅ローン控除です。控

除期間 13 年の特例の適用期限を延長し令和４年末までの入居者を対象とするもので、この措

置による減収額も全額国費で補填されます。４の納税環境の整備については条例の改正はござい

ませんが、３番目のその他のうち地方税関係書類について原則押印を不要とする見直しとなって

おります。これにつきましては来月から始まる確定申告にも適用される見通しとなっておりま

す。なお、町の条例改定の詳細につきましては施行時期に合わせて提案していきます。以上、令

和３年度地方税制改正の大綱関係部分の説明を終わります。 

 

○伊藤委員長  

ただいま令和３年度地方税制改正案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 

 この税制改正の中で本町の税額が国費でこの調整措置ですか。このような案件は本町において

現実的にかなり国費で補填される税額というのは想定されるという理解でよろしいですか。 
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○伊藤委員長 

 担当。 

 

○町民課主幹 

 令和２年度の実績ですけども、どこの減収額につきましては実際の減った額ではなく、地方交

付税の算定時に国の件数等によって決まってまいります。令和２年度既に収入されている分です

けども、個人の住宅ローン減税の分につきましては約 130万、自動車の環境性能割の分につき

ましては 250万、軽自動車の環境性能割につきましては 29万となっております。その分が税

額が減っているというわけではないのでご了承ください。 

 

○前中委員 

 わかりました。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。それでは次行きます。②番、令和３年度以降の国民健

康保険税資産割の廃止について、説明よろしくお願いいたします。課長。 

 

○町民課長 

 令和３年度以降の国民健康保険税資産割の廃止については北海道が定めております、国民健康

保険運営方針に基づき、その中で資産割の廃止に向けた影響及び所得割の税率につきまして 12

月２日開催の常任委員会で御説明を申し上げました。その後、国保運営協議会も開催しその中で

資産割の廃止、それと廃止した際の所得割の税率について御説明し、ご意見等をいただきながら

令和３年度以降の税率についての検討を加えてまいりました。今般、令和３年度の資産割の廃止

と所得割の増について御提案をするものでございます。詳細につきましては、担当主査からご説

明申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○税務Ｇ主査 

 それでは私の方から、令和３年度以降の国民健康保険税資産割の廃止につきましてご説明いた

します。５ページをご覧願います。１点目、資産割廃止時の税率の試算でありますが、まず（１）

が現行税率で算定した場合でありまして賦課総額２億 3千 416万 4,200円であります。 

（２）につきましては、資産割を廃止した場合の所得割必要額及び影響額の試算であります。

前回の委員会でお話しさせていただきましたが、資産割廃止の減収分につきましては、応能応益

の観点から応能割合で付加することとして試算をしてございます。医療、支援、介護それぞれの

資産割を０％とし所得割の税率を医療分 7.1％、支援分 1.6％、介護分 1.1％、合計 9.8％とし

ております。これを複数回、３段階で実施をしていくというふうに考えてございます。試算結果

としましては総額２億 3千 417万 7,400円で、所得割を合計 1.2％上げると現行税率で試算
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した賦課総額を維持できる計算となります。 

（３）は現行税率と改正税率の全体影響額の比較であります。下段の黒丸の２つ目、所得割算

定額の差額 3千 99万 5,000千円から限度超過分 1千 114万 8,000 円を差し引いた金額が

1千 184万 7,000 円でありまして、資産割を廃止した減収分が 1千 984万 2千円でありま

すので、おおむね同程度の収入増となってございます。 

続きまして６ページをお開きください。２点目、納付金等の推移・推計でございます。まず（１）

の納付金の推移でありますが令和２年度につきましては激変緩和措置額の減少がなかったこと、

また、被保険者数の減少により納付金が減少となってございますが、令和３年度につきましては

納付金額２億 6 千 265 万 8,000 円で前年比 1 千 890 万 1,000 円増える見込みとなってお

ります。これは激変緩和措置額の減少と所得の増によりまして、推計でありますが納付金が増え

る見込みとなってございます。 

次に（２）の激変緩和措置額の推移でありますが、まず、激変緩和措置につきましては、都道

府県化の制度移行による保険料の増加を軽減するための措置でありまして、年々減少となる制度

でありましたが、令和元年度と令和２年度につきましては国の補助額が多く手当てされたことか

ら増額となっております。しかしながら令和３年度は、これも推計でございますが記載のとおり

1千 500万円程度下がる形となります。また今後、令和４年度、令和５年度につきましても年々

激変緩和の方は縮減していく見込みとなってございます。 

（３）の必要保険料額の推移につきましては、令和３年では２億 2千 535万 4,000円であ

りまして前年比 1千 618万円の増となってございます。今後、将来向かっては納付金が今以上

に増えていくことが見込まれまして、激変緩和措置額が確実に減っていくということが見込まれ

る状況でございます。 

続きまして３点目、令和３年度の資産割廃止に係る税率ですが、仮案ではございますが３段階

のうちの第１段階としまして掲載をしてございます。医療分につきましては所得割 6.5％プラス

0.3％、資産割 24％マイナス 12％、均等割、平等割ともに２万 8,000円。支援分につきまし

ては所得割 1.5％プラス 0.1％、資産割６％マイナス３％、均等割、平等割ともに 8,000円。

介護分につきましては所得割１％、こちら増減はございません。資産割４％マイナス１％、均等

割 9,000 円、平等割 6,000 円。以上が３段階のうちの第１段階の税率として考えてございま

す。７ページをご覧ください。資産割廃止に影響ということで、まず（１）の税額増減の分岐点

でありますが、影響を受ける分岐点がどの所得の階層で固定資産税がどのくらいの方かという表

でございます。所得金額を 600 万円から 100 万円刻みで表にしてございます。下の例示をご

覧ください。④の場合ですが所得金額 300 万円の方は給与収入で 430 万円、年金収入では

433 万 5,294 円でありまして資産割廃止によりまして所得割の増加額が３万 800 円という

ことになります。これの見合いの固定資産税というのが６万 1,600円でありまして、この６万

1,600 円より固定資産税が多ければ国民健康保険税は減額となりますし、逆に少なければ増額

ということになります。 

次に（２）の所得階層別の影響でございますが、増加、減少、影響なしに分類してございます。

全体的には所得が少なく固定資産を持っている人が件数的にも多く減少しておりまして、また増

加については所得の高い人が増加しているといった状況になっております。ただ、中間層の方で

資産のない方ですと負担の増える方もおります。例えば表の 300 万円から 400 万円の階層の

方ですと、平均影響額は１万 9,858円ということで約２万円増加する形となりますが、これは
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完全に資産割を廃止した場合でありまして年間２万円弱、月にしますと 1,700円程度となりま

す。この３分の１ということになりますので負担増につきましては一定の御理解をいただきたい

というふうに考えてございます。 

８ページをお開きください。ただいまの所得階層別の影響をカラーでグラフ化したものとなっ

ております。縦軸が件数、横軸が所得階層です。ご覧のように、すり鉢状になっておりまして先

ほどご説明しましたとおり、所得の少ない方が多く減少しており増加分につきましては所得のあ

る方が増加しているという傾向にございます。これらの資料をもとに 12 月 17 日に国保運営

協議会でお話をさせていただきましたところ、令和８年度までに資産割の廃止が決定しておりま

すし、所得が低い方の方が平均して減る金額が大きいということもありますので早めにやった方

がいいのではという意見もございました。担当としましても激変緩和額が減っていく状況の中で

早目の対応が必要でありますし、国保運営協議会におきましても低所得者の方に早めに恩恵が当

たると言うようにとの意見もありましたので、資産割廃止につきましては次年度、令和３年度か

ら実施をしていくということでこれを前提に、今後、具体的に試算の方を進めていきたいという

ふうに考えてございます。私の方からは以上です。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま令和３年度以降の国民健康保険税資産割の廃止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せんか。よろしいですか。それでは町民課全般とおして、何かご

ざいませんか。勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 先ほど総務課の方でもコロナのワクチンの関係の話が出ていたんで。今日、昨日ぐらいに僕の

所に届いたのは。マイナンバーカードの関係の書類が来てるんです。今ちょうど国会でもマイナ

ンバーカードでスムーズにワクチンを打つようなことも含めて。そのようなことも含めてその時

期的にかち合ったものだから、そういうものを町側として進めるような意志のもとでカード申請

のものを送付したりしているのかなと思って、そこのところ聞きたかったです。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 マイナンバーカードの推進の関係でございますが、国から委託をされておりますジェイリスと

いう団体が東京にございます。そちらの方から 12 月の下旬から順次今まだマイナンバーカー

ドを持っていらっしゃらない方、その方に対して郵送でカードの申請書を再度お送りして、申請

行為を増やそうということでやっているところであります。 

ワクチンの関係につきましては、これからどういった形でワクチンが摂取されるのかはまだ現

段階では私の方からは明らかのことは言えませんが、仮に医療機関でやるとしてもその医療機関

でマイナンバーカードに対応しているシステムが入っているかどうかは今の段階ではまだ未整

備のところが多いというふうに聞いておりますので、今後、そういった医療機関に入ってくるシ

ステムの進み具合によっても対応が変わってくるのかなというふうに思っております。 



‐27‐ 

 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他ございませんか。これで町民課の方、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に入りたいと思います。産業建設課の方より１点提案がございます。

説明の程よろしくお願い致します。課長。 

 

○産業建設課長 

 それでは産業建設課からの協議報告事項につきまして、概要を説明いたします。令和２年度一

般会計補正予算専決処分（産業建設課所管分）につきましては、道路橋梁指定管理委託事業につ

いて除雪専用車両の大規模修繕に係る費用を増額するため補正を行ったものでございます。既に

除雪シーズンに入っていたことから早急な修繕が必要であり専決処分とさせていただきました。 

本年度、建設機械等の故障による修繕が重なり３度目の補正となりましたが安全に除雪業務を

進めるため必要な修繕でございますのでご理解をお願い致します。詳細につきましては酒井主幹

より御説明させていただきますのでよろしくお願い致します。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業建設課主幹 

 それではご説明申し上げます。議案の１ページをお開きください。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 88万 7,000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 17 年購入の除雪専用車、そちらのフロント左側ドライブシャフトの摩耗が著しい

ため当該部品を交換するものでございます。なお今回の補正につきましては、除雪期間中で緊急

を要するというものであり地方自治法第 179条第１項の規定により 12月12日付で専決処分

としております。また、今後議会への報告も予定しているところでございます。以上で説明を終

わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま令和２年度一般会計補正予算専決処分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。それでは産業建設課、全般を通して何かございま

せんか。よろしいでしょうか。それでは産業建設課の方終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは大きな２番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 
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 次回委員会でございますが、２月４日木曜日、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致します。 

 

○伊藤委員長 

 大きな３番、その他。何かございませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 ○伊藤委員長  

 これで第１回産業福祉常任委員の方を終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

（閉会  午後 ２時 48分） 

 


