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第５回産業福祉常任委員会会議録 

平成３０年４月２０日（金） 

    開 会   午前１０時４３分 

    閉 会   午後 ０時１０分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●町民課 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（町民課所管分）専決処分 

  ②平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）専決処分 

  ③平成２９年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）専決処分 

  ④清里町税条例の一部を改正する条例 

  ⑤清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  ⑥合同納骨塚整備事業について 

 

 ●保健福祉課 

  ①清里町ケアハウス条例施行規則について 

  ②清里町ケアハウス低所得入居者支援事業実施要綱について 

  ③平成２９年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）専決処分 

 

 ●産業建設課 

  ①平成２９年度清里町一般会計補正予算（産業建設課所管分）専決処分 

  ②平成２９年度清里町一般会計補正予算（産業建設課所管分）繰越明許費 

 

 ●焼酎醸造所 

  ①平成２９年度製品販売見込（速報） 

 

２．次回委員会の開催について 

 

 

３．その他 
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○出席委員（７名） 

    委員長  前 中 康 男    副委員長  池 下   昇 

     委 員  村 島 健 二    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※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 

 ■町民課長         河合 雄司    ■税務収納Ｇ総括主査   泉井 健志 

 ■町民生活Ｇ主査      山嵜 孝英    ■町民生活Ｇ主査     藤森 宏樹     

■保健福祉課長       野呂田成人    ■保健福祉課参与     長野 徹也 

 ■福祉介護Ｇ総括主査    阿部 真也 

■産業建設課長       藤代 弘輝    ■産業建設課主幹     酒井 隆宏 

■産業振興Ｇ総括主査    北川  実    ■産業振興Ｇ主査     吉田 慎治 

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

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第５回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

 それでは大きな１、町からの協議報告事項について町民課より６点ほど提案がございます。提案理

由の方、課長の方からよろしくお願いいたします。はい、町民課長。 

 

○町民課長 

 それでは最初に町民課からの協議報告事項６件について概要の説明をいたします。１点目から３点

目は平成２９年予算に関する補正予算の専決処分についてです。 
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１点目一般会計の町民課所管分については歳入で補助金等が予算割れする部分の減額と歳出では

医療扶助費及び国民健康保険事業特別会計の繰出金の減額となっています。 

２点目、国民健康保険事業特別会計については歳出では医療費等の確定に伴う事業費の整理。歳入

では国道支出金の確定に伴い財源の整理を行った結果、一般会計からの繰入を減額するものです。 

３点目、後期高齢者医療特別会計につきましては、保険料収入の減に合わせて納付金を減額するも

のです。 

４点目、清里町税条例の一部を改正する条例につきましては、２月１９日の常任委員会において概

要を説明いたしましたとおり、平成３０年度税制改革大綱に基づき、地方税法等の関係法令が改正さ

れたことによる税条例の改正であり、今回の改正については、平成３０年４月１日施行分について改

正を行うものでございます。 

５点目、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましても、２月に概要を説明しま

したとおり、大綱に基づく法令の改正がありましたので国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所

得の見直しについて改正をするものでございます。 

６点目、合同納骨塚整備事業については、納骨塚の使用等についてご協議させていただきたいと思

います。詳細につきましては担当よりご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 それでは平成２９年度一般会計補正予算、町民課所管分専決処分について提案説明よろしくお願い

いたします。はい、課長。 

 

○町民課長 

 最初に町民課町民生活グループ所管分の平成２９年度一般会計補正予算専決処分概要についてご

説明いたします。まず戸籍年金担当の専決処分概要について説明いたしますので、１ページをご覧く

ださい。１３款国庫支出金、３項国庫委託金、１目民生費国庫委託金、１節社会福祉費国庫委託金に

つきましては、国民年金事務費委託金の確定に伴う減額で、国民年金事務に係る経費、物件費基本額

の減により、交付金額が４万９千円減額となりました。国民年金事務費委託金につきましては、予算

額１６８万５千円から４万９千円減となり１６３万６千円となります。以上でございます。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 医療保険担当分を説明します。１４款道支出金、２項道補助金、３目衛生費道補助金、１節保健衛

生費道補助金につきましては事業実績に伴う道補助金。北海道医療給付事業の補助金確定に伴う減額

補正となっております。重度心身障害者医療補助金について１１万６千円の減額。重度心身障害者医

療事務費補助金の２千円の減額。乳幼児医療費補助金の１１万１千円の減額となっています。道補助

金全体で２２万８千円の減額補正となっています。 

続きまして歳出を説明させていただきます。２款総務費、１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費、

１節出産子育て支援事業については、事業実績により２２万２千円の減額補正となっています。４款

の衛生費、保健衛生費、各種医療対策費、障害者生活支援事業については事業実績により２３万４千
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円の減額補正となっています。国民健康保険事業特別会計繰出金については、事業実施に伴う減額補

正となっております。出産育児一時金分１９０万６千円の減額。その他一般会計繰出金分については、

事務事業費の確定及び各種給付の減によります、財源の調整を行いまして２千５７０万３千円の減

額。合計２千７６６万３千円の減額補正となっております。なお繰出金の減額補正については、特別

会計歳入の繰入金で同額が減額されておりますので、詳細にしましては後ほど特別会計の方から説明

をさせていただきます。以上で一般会計補正予算についての説明終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度一般会計補正予算町民課所管分の専決処分についての説明がございました。

各委員より質疑を受けたいと思いますけど、何かございませんか。よろしいですか。 

それでは②平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算第４号、専決処分について提案説明よ

ろしくお願いいたします。はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 平成２９年度の国民健康保険事業特別会計補正予算専決処分の概要です。議案の２ページをご覧く

ださい。歳入の款から説明をさせていただきます。３款国庫支出金です。補正額６８０万１千円の減

額です。歳出でもこの後説明させていただきますが、医療費等の給付の状況により収入する国庫負担

金等の額が確定したことにより減額補正であります。内容は療養給付費負担金７１８万５千円の増

額。財政調整交付金の普通調整交付金並びに特別調整交付金の収入額が確定により、普通調整交付金

１千３９７万６千円の減額。特別調整交付金１４万３千円の減額。国民健康保険制度関係業務準備事

業費補助金については、１３万３千円の増額となっています。４款の療養給付費交付金です。こちら

につきましては５万円の減額となっています。６款の道支出金です。１０３万４千円の減額です。財

政調整交付金が主たる収入でありますけれども、普通調整交付金並びに特別調整交付金の収入額が確

定したことによる補正であります。次に９款の繰入金です。補正額が２千７６６万３千円の減額であ

ります。内容は出産育児一時金、一時繰入金の実績により１９６万円の減額。それから事業の精査に

より、その他一般会計繰入金が２千５７０万３千円の減額であります。１１款の諸収入であります、

２千円の増額です。こちらにつきましては収入が確定し、第３者納付金及び返納金を２千円の減額で

あります。第３者納付金及び返納金を減額するものであります。補正額の収入の総額が３千５５５万

円の減額という形になっています。 

次の３ページの歳出について説明をさせていただきます。歳出はそれぞれの給付関係、各事業事務

費の精査により減額措置を行っています。１款総務費１３３万４千円の減額であります。一般管理費

徴収費からそれぞれ運営協議会費等の実績に基づく減額であります。２款の保険給付費３千３５９万

９千円の減額であります。それぞれの３月までの保険給付の状況による実績額で減額等をさせていた

だいております。詳細はご覧いただければと思います。 

続きまして３款後期高齢者支援金等、５款の老人保健拠出金については、事業の確定による減額で

あります。８款の保険事業費、特定健康診査関係は、既に事業が完了しています。またこれに伴いま

す、事務費関係を精査しまして４０万８千円の減額としているところであります。１０款の公債費で

す。こちらは特別会計の資金繰りで用います公債費の利子関係ですが、本年度は利子関係の歳出がご

ざいませんでしたので１９万８千円の減額を行います。総計で３千５５５万円の減額を行い、現計予

算から補正後の予算で８億３千２１９万９千円とするものであります。以上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

 ただいま平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算第４号の専決処分についての説明がご

ざいました。各委員より質疑を受けたいと思います。よろしいですか。 

それでは③平成２９年度後期高齢者医療特別会計補正予算第４号専決処分について。提案説明よろ

しくお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 平成２９年度後期高齢者医療特別会計補正予算専決処分の概要であります。議案の４ページをご覧

ください。歳入の款から説明をさせていただきます。１款後期高齢者医療保険料、こちらにつきまし

ては補正額９万６千円の減額ということであります。現在までの後期高齢者医療保険料の収入の状況

から鑑みましての減額補正を行っております。下段の歳出に参ります。２款の後期高齢者医療広域連

合納付金の保険料負担金の９万６千円の減額であります。保険料負担金につきましては、保険料を納

付された分を後期高齢者医療広域連合の方に納付することになっています。この実績に基づきまして

９万６千円の減額とするところであります。総計で９万６千円の減額を行い、現計予算から補正後の

予算で６千８２７万３千円とするものです。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま説明がございましたけども、各委員より質疑を受けたいと思います。何かございませんか。

よろしいですか、 

はい。それでは④に移らせていただきます。清里町税条例等の一部を改正する条例について提案説

明、よろしくお願いいたします。委員長。 

 

○税務収納Ｇ総括主査 

 それでは私の方から清里町税条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。資料の５

ページをご覧願います。今回の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い

まして、清里町税条例の一部を改正するものでございます。改正する税条例の概要でございますが、

表になっている部分ご覧いただきたいと思います。 

まず第２０条は、年当たりの割合の基礎となる日数について。第４８条及び第５２条の改正に伴い、

所用の規定の整備を行うものであります。第２４条第１項は個人の町民税の非課税の範囲について、

それから第３１条は法人の均等割の税率についてそれぞれ所要の規定の整備を行うものであります。

第３６条の２、第２項は町民税の申告について省令改正に合わせて規定の整備を行うものでありま

す。第４７条の３は、特別徴収義務者について規定の整備を行うものであります。６ページをお開き

ください。第４７条５は、年金所得に係る、仮特別徴収税額等について規定の整備を行うものであり

ます。第４８条は法人の町民税の申告納付について租税特別措置法の規定の適用を受ける場合、控除

する計画を法人税割額から控除することについて規定するものであります。第５２条は法人の町民税

に係る納期限の延長の場合の延滞金について表に記載のとおり、法律改正に合わせて条例を改正する

ものであります。附則第３条の２は、延滞金の割合等の特例について、第４８条及び第５２条の改正

に伴い、所要の規定を整備するものであります。附則第４条は、納期限の延長に係る延滞金の特例に

ついて、第５２条の改正に伴い所用の規定を整備するものであります。 
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７ページをご覧ください。附則第１０条の２は項附則第１５条に規定する固定資産税の課税標準の

特例について、いわゆる我が町特例で定める割合の追加、及びこれに伴う条例の項ずれによる改正を

行うものではございます。附則第１０条の３、第３項から第５項は新築住宅等に対する固定資産税の

減額の適用を受けようとする者が提出する申告について。第６項から第８項は耐震改修が行われた住

宅等に対する固定資産税の減額を受けようとするものが提出する書類について。第９項は耐震改修が

行われた認定優良住宅等に対する固定資産税の減額を受けようとするものが、提出する書類について

それぞれ規定するものでありまして、政令改正等に合わせて条例を改正するものであります。附則第

１１条は、土地に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の固定資産税の特例に

関する用語の意義について規定の整備を行うものであります。 

８ページをお開き願います。附則第１１条の２は平成３１年度または平成３２年度における土地の

価格の特例について。附則第１２条は宅地等に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各

年度分の固定資産税の特例について。附則第１３条は、農地に対してかする平成３０年度から平成３

２年度までの各年度分の固定資産税の特例について。附則第１５条は特別土地保有税の課税の特例に

ついて、それぞれ法律の改正に合わせて条例を改正するものであります。なお、各条例の施工期日に

つきましては備考欄に記載のとおり、平成３０年４月１日でございます。また９ページから３３ペー

ジにかけて、新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照願います。以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 大変申しわけございません。事後でございますが訂正の方お願いいたします。私が提出した名称が

間違っておりまして、まず常任委員会議案の④番、清里町税条例等となっておりますが、この等が不

要でございます。それからこちらの資料の④番、清里町税条例等となっております。こちらも不要で

ございます、大変申し訳ありません。それから７ページです。７ページの一番上の右側。施行期日が

１月１日となっておりますが、これ４月１日の誤りでございますので訂正お願いいたします。大変申

し訳ございません。 

 

○前中委員長 

 ただいま３カ所の訂正箇所がございました。各委員訂正の方よろしくお願いいたします。 

それでは税条例一部を改正する条例についての質疑を受けたいと思いますけども、各委員より何か

ございましたらご意見よろしくお願いします。よろしいですか。 

それでは⑤清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案説明よろしくお願いし

ます。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。 

 

○税務収納Ｇ総括主査 

 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。３４ページをご
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覧願います。 

今回の改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律等の施行に伴いまして、国民健康保険

税の課税限度額を引き上げるとともに、５割軽減２割軽減の軽減措置について対象世帯に係る所得判

定基準を引き上げる等の国保税条例の改正を行うものであります。まず基礎課税額に基礎課税額に係

る、課税限度額の引き上げでございますが現行５４万円から５８万円へ４万円の引き上げとなってご

ざいます。次に軽減判定所得の算定基準額の見直しでございます。５割軽減基準額につきまして、現

行制度は２７万円に被保険者数を乗じた数に基礎控除額３３万円を加えた金額以下となっておりま

すが、改正案につきましては被保険者数に乗じる金額が２７万５千円に引き上げとなってございま

す。また２割軽減基準額につきましては、現行制度４９万円に被保険者数乗じた額に基礎控除額３３

万円を加えた金額以下ですが、改正案につきましては被保険者数に乗じる金額が５０万円に引き上げ

となってございます。 

第２４条の２特例対象被保険者等に係る申告につきましては、雇用保険受給者資格証の提示ついて

マイナンバーによる情報連携により把握できる場合は、その提示が不要であるということで国保条例

参考例の改正にあわせて、国保税条例を改正するものでございます。施行期日につきましては、平成

３０年４月１日となっております。また３５ページから３７ページにかけまして、今回の国保税条例

の改正に係る新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。以上で説明を終

わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての説明がございました。各委員

より質疑を受けたいと思いますけども、何かございませんか。よろしいですか。 

それでは⑥合同納骨塚整備事業について、提案説明よろしくお願いします。はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ担当主査 

 それでは合同納骨塚整備事業についてご説明させていただきます。資料の３８ページをご覧くださ

い。 

まず合同納骨塚の利用できる方ですが、清里町に縁のある方を対象といたしますので、利用者が町

内に住所または戸籍を有している方。利用者が町内に住所または戸籍を有している方。利用者が町内

の墓地及び納骨施設等を返還して埋蔵を希望される方を対象といたします。 

利用料金といたしましては、焼骨一体につき２万円。納付された使用料は原則返還いたしません。

注意事項といたしましては、納骨された焼骨は埋蔵の方法からお返しすることはできません。その部

分について、利用者への説明は十分に行っていきたいと思っています。 

合同納骨塚のモニュメント等を地上部分につきましては、イメージ写真のようになる予定です。３

９ページに立面図を記載しています。モニュメントの文字についてはイメージで内容は今現在検討中

でございます。 

４０ページをご覧ください。地下ピットの断面図を記載しています。深さ約２メートル幅２．５メ

ートル奥行き１．６メートルの地下ピットをつくり、モニュメントの後ろ側から焼骨を埋蔵します。 

整備予定地は、清里町字神威１１２５番地清里町葬祭場敷地内を予定しており、今後のスケジュー

ルといたしましては６月発注及び墓地条例、規則の改正。９月完成１０月１日から供用開始を行いた

いと思っております。合同納骨塚完成後町内にある無縁墓につきまして、今年度中に整備していきた
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いと思っております。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま合同納骨塚整備事業について、説明がございましたけども。各委員より質疑を受けたいと

思います。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 すみません、利用者とはどこを指すんですか。例えば入られる方なのか利用料金を払う方なのか。

どういう意味合いなんですか。委員長。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ担当主査 

 亡くなった方はもう申請できないので、あくまでも申請される方という。 

 

○前中委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 それでいきますと、例えばなんですけど、事例ですよ。例えば町外からこちらに移り住んで、今こ

こで仕事をされている方の親。例えばその方が例えば東京生まれで、東京からこっちに移住してきて、

こっちで仕事をしているんですけど、その方の親がこの中には入らないですよね、その清里町に住所

戸籍も無いですし、元々住所戸籍を所有していた方にもあたらないんですけど、それはだめだという

ことでよろしいんですか。 

 

○町民課長 

 今おっしゃられた関係ですが、利用者が清里町に住所または戸籍ということですので、申請される

方のお父さんお母さんがよそにいらっしゃって、焼骨を持ってこられたとしても、それは埋葬するこ

とは可能と考えます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 今と似ているんですけれども、利用者が町内に在住または戸籍がある方となっているんですが、実

際にお墓はあります。今息子さんとか継承される方が他の市町村にいましたよと。でも墓じまいした

い。ここの母親父親なんかをここに埋葬したいと言ったときにはこれはだめですよね。利用者は違う

ところに戸籍を持っていましたよ。 
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○町民課長 

 今の件ですが。３番に該当してそれは可能だと思います。ただちょっとこの文言的には条例とかで

はもう少しわかりやすい文言に変えたいと思います。 

 

○加藤委員 

 そういう問題は大いに広く解釈して、ぜひ使って行ってほしいなというふうに思っているんです

が、私が一番心配しているのは、勝手に蓋を空けて入れていく人がいるんでないかという心配が。非

常にいろんなことがあるので、その後ろから入れる方法の場合に、やっぱり人力では不可能な方法で

やはりやっていく。これちょっと経費的にもいろんなこと、仕掛けやいろんな事を考えないとならな

いと思うんですけど、そういうことが起きないようにひとつ管理の方を徹底して行っていただきたい

と、このように思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 今の構想の中では埋葬する口ですね。そこには鍵を施錠する予定です。なお管理用のマンホールも

ありますが、それも鍵をつけたいという風に考えておるところでございます。 

 

○前中委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 すみません、すごいまた細かい事なんですけれども、ここで生まれた方がいますよね。成人になる

前に例えば町外に出たとしますよね。そこでご結婚されてそこで東京に出て行って、東京で今度そこ

で息子さんなり娘さんなりが生まれますよね。で親というんですかね、母親でも良いんですけど。そ

の方が最後私はこっちに戻りたい。だけど先程の説明ですと、亡くなられた方じゃなくて、利用され

る方が息子さんですよね。息子さんとかお子さんは、清里町には戸籍もないですし、もちろん住所も

ないですよね。その場合もやっぱり駄目だっていう事なんですか。母親が入る事は出来ないというこ

とですか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長答弁。 

 

○町民課長 

 皆様の解釈のとおり、可能だというふう考えます。 

 

○伊藤委員 

 確認しますけど、要は先ほど１番最初の利用者というのはあくまで亡くなられる方もそうですし、

どちらもというイメージでよろしいですね。 
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○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 そういうイメージで考えていただいて良いと思います。それで条例等を改正する場合、その辺よく

考えながら決めていきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に、はい池下委員。 

 

○池下副委員長 

 一点だけ聞きたいんですけどこの注意事項のところに、納骨された焼骨は埋蔵の方法からお返しす

ることができないっていうふうに謳っているんですけども、これは埋蔵する時には一体一体納骨箱に

入れるのかそれともばらばらでしちゃうのか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 今この形態ですとそのまま焼骨だけを入れるという形になります。それで民間の納骨塚等含めて例

えば地下に大きな部屋があって一個一個入れるようなところもありますし、当然樹木葬だとか周りの

色んなところがありますが、一個一個入れる大きな部屋があって入れるところ以外は、返還は不可と

いうことになっておりますので、この場合も同じように、言い方は悪いですけれども混ざってしまい

ますので。 

 

○池下副委員長 

 わかりました。 

 

○前中委員長 

 他にはい、河口委員。 

 

○河口委員 

 例えば今亡くなって住所がここにありません、お墓があります。墓仕舞いはしないんだけども例え

ば今直近の方が亡くなったから納めしたいと言うのは駄目ですよね。墓仕舞いはしないんだけれど

も、先祖の古い墓はあります。そうだけど、そのお墓には入らないで納骨したいっていうケースは。 

 

○前中委員長 

 課長。 
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○町民課長 

 その御家族の方の考え方もあると思うんですが本来お墓があればそこに皆さんで埋葬するという

のが、一般的なんだと思いますが、その中で一人私が極端な話亡くなったとしたら、私だけをここに

入れるっていう事ですよね。それもご家族の方だとか本人の意向だとかがあれば可能なのかなという

ふうに考えているところでございます。 

 

○河口委員 

 希望に従いますという事で、はいわかりました。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 ここに利用料金焼骨一体につき２万円ということで記載しているところなんですが皆さんの方か

らしてどのように感じられるかご意見をお聞かせできればなと思うところでございます。 

 

○池下副委員長 

 他のところはどれくらい。 

 

○前中委員長 

 利用料金押さえていますか。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 小清水町では一焼骨あたり５千円。ただ生前予約の場合は１万５千円というふうに聞いておりま

す。あと網走市は１万８千円。ただし管理料として２千円かかりますので、やはり２万円金額がかか

ります。美幌町では６千円１焼骨あたり。生前予約の場合は１万５千円というところがあります。一

番高いところでいきますと、北広島市で１万５千円の使用料と管理料として１万２千円かかるという

ことになっております。 

 

○河口委員 

 決して高くはないと思っています。私は半年前くらいにちょうど経験したんですが、納める時にど

この地区の埋葬が一番安いかと。全然関係ないけどもそこに納めたという事例もありますので。それ

は納める方の選択肢なんだなと思いますけども。入るからには清里町って一つの何か繋がりなんだろ

うと思いますけど、２万円は決して高いわけではないかなと。 

 

○前中委員長 

 他に何か意見ございませんか。 

 

○河口委員 

 むしろ安いですよ。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。この価格十分に精査しながら進めて。あと先ほど加藤委員との関連でちょっと思

ったんですけど、無縁仏を閉じるっていう話なんですけど、これに伴う不都合性は現時点では考えな

くてよろしいんでしょうか。はい、課長。 

 

○町民課長 

 先ほど加藤委員からございました、言い方は悪いですけど、勝手に入れるということが実は神威墓

地あたりでも正直１件ございます。 

 それで、そういうことが無いようにということで逆に私のところはこの施設の方に移動させて、今

ある施設については整理して行きたいなという正直な考えでございます。 

 

○前中委員長 

 わかりました。よろしいですか。それでは町民課関連の中で全体をとおして、何か質疑ありました

らで受けたいと思いますけども。よろしいですか。はい、大変ご苦労様でございました。 

 

○前中委員長 

 それでは保健福祉課関連、今回３点ほど上程されていますけども。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 それでは保健福祉課の案件であります、１点目の清里町ケアハウス条例施行規則につきましては、

昨年の６月定例会において議決いただきました清里町ケアハウス条例により、委任されている項目等

につきまして施行規則を制定するものであります。 

２点目の清里町ケアハウス、低所得者入居者支援事業実施要綱につきましては、本年２月１９日開

催の本委員会において概要説明いたしまして了承を得ました内容につきまして、条文化したものであ

ります。この２点につきましては、担当参与よりご説明申し上げます。 

３点目の平成２９年度一般会計補正予算、保健福祉課所管分専決処分につきましては、介護老人保

健施設きよさとに関する専決補正でありまして、担当の総括主査よりご説明申し上げます。 

 

○前中委員長 

 それでは清里町ケアハウス条例施行規則について提案説明です。 

 

○保健福祉課主幹 

 ケアハウスにつきましては、先程冒頭、課長の方から申し上げましたとおり昨年６月の議会におい

て基本的なことを定めた条例の方、議決いただいておりますけれども、その条例の中で委任されてい

る規則について作成いたしましたので、お手元の資料に沿ってご説明いたします。 

それでは別紙資料１のケアハウス条例施行規則をご覧ください。後ろの方に様式の方も添付してお

りますが、様式については説明は省略させていただきます。 

まず第１条趣旨についてですけれども、規則の主旨については条例の施行に関し、必要な事項を定

めるとしております。 
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第２条、事業の方針についてですが、ケアハウスは高齢者の特性に配慮した住みよい住居を提供し、

入居者の自主性尊重を基本として明るく心豊かな生活ができるよう、食事の提供、相談機能の充実、

余暇活動の援助、疾病災害等緊急時の対応と処遇に万全を期することを基本方針としております。 

第３条職員ですが施設長他、生活相談員、介護職員、栄養士、事務職員ということで提供をしてお

ります。これはケアハウスの設置基準に沿うものとなっております。 

第４条、職務の内容ということで、各職員の職務内容について職種ごとに記載をしております。ま

た臨機応変な対応ができるよう、必要に応じ他の職務を命じることが出来る旨も記載しております。 

第５条、職員の職責ということで勤務する職員の心得の方を記載してございます。 

第６条入居の申し込みですが、申し込み時に必要な書類の提出について入居申込書、戸籍謄本、住

民票謄本等各種様式、さらに収入試算状況とか確認できる書類について添付してございます。 

第７条、入居希望者の調査ということで、ページをめくっていただきまして、家庭の状況、健康状

況、収入状況、生活状況等について事前に面接行うことを記載しております。 

第８条、選考委員会ですが、条例の中でも規定しております入居に係る選考委員会について構成に

ついて載せてございます。委員の委員会の構成につきましては、施設長、生活相談員、介護職員、計

画作成担当者で、その他民生児童委員協議会から推薦のあったものと、町の保健福祉課長となってご

ざいます。またこの委員会につきましてはこの入居の決定の他、後ほど第１４条でご説明いたします、

入居の取り消しの決定に当たっても意見を述べることができるとしてございます。 

第９条入居の承認及び不承認ですが、面接調査及び選考委員会の審査の結果をふまえて、承認決定

書または不承認決定書をもって通知することで記載してございます。 

第１０条、入居の手続ですが入居者の手続について列挙してございます。契約書、誓約書その他必

要書類の提出について記載をしております。 

第１１条、身元引受人についてですが、原則２名ということで記載をしております。説明の方補足

いたしますと、２名の方をどうしても用意できないという方については、それイコール入居できない

という、そういうことではなくて、あくまで原則ということでお１人しか用意できないという方につ

いては、また個別にご相談させていただくということで原則的原則ということで記載をしてございま

す。あと身元引受人の要件。身元引受者の提出の義務化について記載をしてございます。 

第１２条、退去ですけれども入居者が任意にご自分の意思で退去される場合については基本１カ月

前。その他の場合は退去する日までに退去届けを提出することということで記載をしております。第

１３条身元引受人への連絡ですが、入居者の死亡入院時又は死亡入院時は身元引受人に連絡するなど

速やかに必要な措置を講じるということで記載をしております。 

第１４条、入居の取り消しですけれども、こちらの方（１）から（７）のまで列挙しております。

に該当するときには、第８条でご説明した、選考委員会の意見をふまえて入居許可の取り消しができ

るということで記載をしてございます。例えば（２）の退去届けの提出があった場合ですとか、（３）

入居に当たって虚偽の届け出があったことが判明した場合ですとか、あと（４）正当な理由なく料金

の滞納、支払困難な状況になった場合ですとか（５）につきましては日常生活に介護を要し、ケアハ

ウスでの生活が著しく困難とありますけれども、一応ケアハウスでも介護サービスの利用はできます

けれども、あくまでそれは介護施設ではないので、介護度が重篤になった場合については介護施設の

方の利用について検討していただくと。あと（６）でやはり共同生活ですので、共同生活のルールが

著しく守れない方については契約の解除もあり得るということで記載をしてございます。 

次のページに参りまして、第１５条居室の変更についてですけれども、身体機能の低下等で居室を
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変更することが適当、その他考えられる時につきましては、入居されている方、身元引受人と協議の

上居室を変更できるとしております。これについて、部屋が完全に埋まってしまった場合にはちょっ

と対応難しいと思いますけれども、部屋が空いている段階であれば見守りが必要な方は事務室の近い

ところに移っていただくということもできるということで記載をしてございます。 

第１６条、利用料ということで、先ほどお配りしたのがこの別表となってございます。この中で費

用の一番左側。サービスの提供に要する費用ということで、これ対処収入による階層区分に分かれて

いまして、一番収入が少ない方は１万円ということで決まっておりますけれどもこれにつきましては

施設定員に応じた各々上限が定められておりまして、一般の方は５万８千８００円、２６０万１円以

上の方は５万８千８００円。この額で決まっております。両面になっていまして、裏面に（特定）と

いうことで書いてありまして、外部介護サービスを利用される方につきましては上限が３万７千７０

０円となっておりますので、２２０万１円以上の方については一律３万７千７００円。これ基準で定

められている額となっております。 

第１７条入退去時の減額につきましてですけれども、入退去の月の利用料につきましては、日割り

計算で減額をする旨記載をしております。 

第１８条居室への立ち入りですが、居室の保全環境衛生法の管理上必要があると認められる時につ

きましては、入居者の承認は得ることなく、立ち入りが可能ということで安全第一ということで、こ

ういう記載を加えさせていただいております。 

第１９条、長期不在ですけれども、入居者が５日以上不在にするときについては、あらかじめ届け

出をいただくと。その他不在の期間について、必要な事項について協議を行う旨記載をしております。 

第２０条、緊急時の対応ということで、緊急時に対応できる職員体制の整備と関係機関との連携に

努めること。緊急連絡に当たっては非常通報装置や全館一斉放送設備等を活用する旨記載をしてござ

います。 

第２１条夜間の管理体制ですが、原則として宿直を配置するということで記載をしております。 

第２２条、食事ですが毎日３食高齢者の方に適した食事を提供し、あらかじめ食事が不要な申し出

があった場合については提供しない旨記載しております。また食品の調理加工保存は衛生的に行い、

栄養バランスに留意する旨記載をしております。 

第２３条、入浴についてですけれども、入浴は隔日以上とし、定められた時間に入浴として記載し

てございます。説明補足いたしますと隔日以上というのは、基本的にはできれば毎日お風呂に入って

いただけるようにしたいというふうには考えているんですけれども、清掃ですとか修繕とか、そうい

ったことが入って提供できない日もあり得るということでこういう記載にしております。隔日以上で

すので２日に１回しか入れないという意味ではありません。最低で２日に１回。できれば週５、６日

と７日提供できれば一番いいんでしょうが、そういったあたり。あと入浴時間も２４時間入れるよう

にというのは管理上難しいので、そのあたりは指定管理者とも、今後協議していきたいというふうに

考えてございます。 

第２４条介護保険サービス等の利用について、入居の方が外部介護サービスを利用する場合につい

て記載をしてございます。 

次のページに参りまして、第２５条保健衛生ということで健康診断を受ける機会の提供と入居室の

方も、ご自身も健康の保持及び疾病の予防に努めるということで記載をしております。入居者の方で

身体の異常を認めたときには速やかに職員に申していただくこととして記載してございます。これご

本人だけではなく、他の入居者の方への感染拡大防止の意味も込めてこういう記載にしてございま
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す。入居者の方は居室の掃除及び整理整頓を行っていただいて、良好な居室環境と衛生の保持に努め

ていただく旨記載しておりまして、それがちょっと出来ていないというふうに判断した場合について

は改善指示ができるということで記載をしております。その指示に従わない場合については入居者に

変わって居室等の環境改善を行うこと。費用については入居者が負担をするということで記載をして

ございます。 

第２６条自治活動及びレクレーションですが、入居者の方が自主的に行う自主活動などについて

は、運営管理に支障がないと認められる範囲において尊重し、努めて便宜を図る旨記載をしておりま

す。 

第２７条入居者の活動への協力ですけれども入居者の生活に必要に応じ、助言を行うとともに自主

的な趣味、教養、娯楽、交流行事等を行う場合については必要に応じて協力をする旨記載をしてござ

います。 

第２８条入居者の心得ということで、入居者心得を作成して、その旨の周知徹底を図ります。入居

者の方については、それを順守していただくということで記載をしてございます。 

第２９条外出及び外泊ですけれども、外出外泊をされるときには事前に所定の事項を記入して届け

出をしていただくということを記載してございます。ただ入居者方、健康状況が非常に悪い場合です

とか、悪天候で非常に外に出るのが危険な場合については、それをちょっと差しとめることができる

旨記載をしましてございます。 

第３０条、面会ですけれども受付けにて、所定事項届けしていただくということで記載をしてござ

います。 

第３１条、身上変更の届け出ということで入居後に身上に関する重要な事項に変更が生じた場合に

は速やかに届け出をしていただく旨記載をしてございます。 

第３２条収入申告書の提出ということで、先ほどご説明いたしました別表のこの対象収入による改

装部分。サービスの提供に要する費用につきましては、前年の所得をベースにしますので、これにつ

きましては毎年提出していただく旨記載をしてございます。 

次のページに参りまして、第３３条動物の飼育制限ですが、居室または敷地内における動物の飼育

は認めないというふうに記載をしてございます。ケアハウスでの衛生環境への影響ですとか、集団で

生活していただく場所であるということを優先に、このような記載としてございます。 

第３４条、居室内の工作等ですが、許可を得ずに居室の計上を変更するような造作または模様替え

等については禁止をすると。どうしても手すり等をつけたいという場合については、事前に許可を取

っていただくということでこういう記載をしてございます。 

第３５条、原状回復ですが、居室を明け渡す時、またはその現状にある居室内工作が無断で行われ

たことがわかった場合については、原状回復をしていただくと。その際に要した費用については入居

者の方が負担していただくということで記載をしてございます。 

第３６条損害賠償ですが、入居者の方行為または重大な過失によって建物等に損害が出たときにつ

いては、その損害を賠償するまたは現状に回復する面について記載をしてございます。 

第３７条災害対策ですけれども、災害にそなえた計画を定め、定期的な訓練の実施等万全の対策を

講ずる旨記載をしてございます。 

第３８条地域社会との連携ですが、入居者が地域の一員として、生きがいの生活が送れるよう配慮

する旨記載をしてございます。 

第３９条指定管理者による管理ですが、条文中町長というふうに記載がある部分につきましては、
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指定管理者に読みかえるものとするということで記載をしてございます。 

第４０条雑則ということで、この規則に定めるもののほかケアハウスに関し必要な事項は町長が別

に定めるということで記載をしてございます。 

施行規則に関しての説明以上ですけれども、共同生活のルールなどより細かい内容につきましては

先ほどご説明しました、入居者心得等でまた定めるので指定管理者の方と協議進めて参りたいと思い

ます。説明以上です。 

 

○前中委員長 

 はい、ただいま清里町ケアハウス条例施行規則について説明がございました。各委員より質疑を受

けたいと思います。何かございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 自治会についてなんですけども、ケアハウスに入居している方が現在ある自治会に、どこの自治会

にも属さないというような話を聞いたんですけども、それはそのとおり行くのかということと、どう

いうような理由でなったのか。またいろんな支障が生じないのかということを心配するんですけれど

も。それについて伺いたいんですけど。 

 

○前中委員長 

 はい、参与。 

 

○保健福祉課参与 

 今堀川委員からご質問のあった件ですけれども、ケアハウスにつきましてはケアハウスに入居され

た方が自治会をつくりたいというお話があればそれは当然自治会構成していただきますけれども、今

のところ、例えば羽衣南自治会ですとか羽衣第１自治会の中に属するのかということであればそうい

うことではございません。もし自治会を作る場合には、ケアハウスということで単独の自治体という

ことになるかと思います。 

 

○前中委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 この条例にもあるんですけども、地域とのつながりですとかそういうような条項もあるんですけ

ど、そういう事を考えるのであれば、外との連携ですとか色んなことが必要になってくるんじゃない

かというふうに思うんですけど。その辺、もし検討する余地があれば検討した方が良いんじゃないか

と思うんですけど。 

 

○保健福祉課長 

 委員長。 
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○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 これから入居者の方が町内の方、町外の方も含めて色々と入ってくるような形になっております。

中で仲良くできる方ばっかりの場合と、他の町村とかを見るといろいろな問題等が出てくる場合があ

ります。そして先ほど参与からもありましたけれども、皆さん方そこに住まれる方が、一緒になって

やりたいよという話になってくればその関係についても協議して決めていく必要があるのかなと思

っておりますので、現段階では既存の自治会には入らないという形でご理解いただきたいなと思いま

す。ただ中から話が湧いてくれば指定管理者の方で管理をしていただく形にはなるんですけれどもそ

の中で決定をさせていただきたいなと考えていますので、よろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川委員 

 はい、わかりました。 

 

○前中委員長 

 他に。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 一点確認をしたいんですけど、２ページの入居希望者の決定にあたっての第８条。ここに計画策定

担当者というのは、これはどういう立場の人なのか。 

 

○保健福祉課参与 

 計画作成担当者というのは、一般的にはケアマネジャーと呼ばれる職種でございます。 

 

○前中委員長 

 他に。河口委員。 

 

○河口委員 

 今の入居者決定に当たってという中で、この施設長、生活相談員、介護職員というのがこの施設の

主力メンバーになると思いますので、この辺の意見が一番重視されるという形をぜひとっていただき

たいなと思うんですが、私もいろんな施設を見てきた時に西興部にしても湧別にしても、やはり施設

長、あるいは生活指導員の意見を重視して入居しているという現実の中では、やはりこの中で熱いも

のがないと、計画策定あるいは民生委員からの意見が重みをおいちゃうと、やはり生活中で十分なケ

アができなくなるのかなと思いますので、ぜひこの３名が主力になって動くんだという、是非やって

いただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 どういう人が選考委員になったらいいかなというのは、実は中の方で色々と話しているので、一般

の方が入ってしまうと、あまり大きい声では言えないですけれども公営住宅なんかもそうなんです

が、その委員さんの方に直接電話が入ってとかいう苦労をされる面もあります。施設長なんかで行け

ば、福祉施設に２年以上勤めていないとなれないだとかっていうのがありまして、そういうところで

きちんとした経験を本当にやっている方がなりますので、今河口委員からおっしゃられた関係も合わ

せて、私もこの中に入っていきますので、委員さんは各平等なんですが、この中でも委員長クラスの

人を決めなきゃいけないなと思っておりますので、理解しながら進めて行きたいなと思っていますの

でよろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。よろしいですか。ちょっと１点、細かい話なんですけど、ドライバーの

運転免許者の入居もあると思うんですけども、そのときの車の関係。ここの規則には何ら謳われては

いないんですけれども、そこら辺の取り組みというのはどのように考えて。はい、参与。 

 

○保健福祉課参与 

 車も入居者用の駐車場も整備しますし、車も持ちこんで構わないんですけれども規則ではそのあた

り定めておりません。それは入居者心得等で整理させていただきたいというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 はい、わかりました。他になければよろしいですか。それでは清里町ケアハウス低所得者入居者支

援事業実施要綱について説明よろしくお願いします。はい、参与。 

 

○保健福祉課参与 

 清里町ケアハウス低所得入居者支援事業の実施要綱についてですが、入居者のうち、町内在住の低

所得者向けに利用料に対する支援を行うことにつきましては２月の本委員会についても所管の概要

をご説明いたしました。この度事業の実施要綱でまとめましたので、お手元の資料に沿ってご説明い

たします。 

それでは別紙資料２の清里町ケアハウス低所得入居者支援事業実施要綱をご覧ください。まず第１

条目的として事業の目的の方を記載してございます。入居者のうち、町内在住の低所得者に対し利用

料の一部を助成することにより、応分の負担で入居できるようにすることを目的としております。 

第２条、助成対象者及び助成割合と言う事で、対象者につきましては入居申請時に町内に住居を有

し、かつ清里町介護保険の被保険者であり、別表に定める収入基準の以下のものということで記載を

しております。あくまで町民の方を対象にした事業ということで、町の介護保険の被保険者という条

件の方も付与してございます。住所地特例の対象者で他市町村の介護保険の被保険者になっている方

は対象外ということでございます。なお別表の収入基準及び助成割合につきましては、２月の本委員

会でご説明したとおりでございますので、説明省略いたします。 
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第３条助成の申請ということで、助成の申請に当たって必要な手続申請書について記載をしてござ

います。 

第４条助成の認定ということで申請の内容確認し、認定または却下をする旨記載をしてございま

す。助成の認定につきましては、申請者の手続負担も考慮いたしまして当該年度末までの期間内にお

いて行うことができるとしてございます。１月単位ということで記載をしておりますけれども、これ

つきまして日割り計算を行わないという意味でこういう計算をしてございます。またただ実際にこの

助成を受けられる方、対象が低所得ということに配慮いたしまして、概算払いについて記載をしてご

ざいます。 

第５条助成の要件確認ということで助成を受ける方につきましては、恐らくその後も継続して毎年

受けられると思いますので、その場合の毎年の手続きについて記載をしてございます。 

第６条助成の返還ということで助成の申請に当たって虚偽の申請があった旨、発覚した場合につき

ましては、その部分について返還をしていただく旨記載をしてございます。 

第７条補助金の交付ですけれども、この補助金の交付申請、決定に関して必要事項についてはこの

要綱の他、町の補助金等交付規則の規定により行う旨規定をしてございます。 

第８条委任としまして、要綱に定めるものが必要な事項は、別に定めるとしてございます。事業実

施要綱についての説明は以上です。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町ケアハウス低所得入居者支援事業実施要綱について提案説明がございましたけれ

ども。各委員より質疑を受けたいと思います。よろしいですか。 

なければ③平成２９年度一般会計補正予算、保健福祉課所管分専決処分ということで、よろしくお

願いいたします。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは資料の方の１ページをご覧いただければと思います。補正予算概要、保健福祉課分という

ことでございます。まず１番上段でございますが、総務費、総務管理費、財産管理費、基金管理運用

事業ということでございまして、減債基金の積立基金でありますけれども、こちらにつきましては介

護老人保健施設運営による介護報酬収入からの積み立てということで予算を組んで参りました。平成

２９年度の運営状況から基金積立金相当の充当が見込めないということから、１千３４０万９千円を

皆減するものです。こちらにつきましてはその他ということで財源内訳はすべて介護報酬収入を見込

んでおりましたが、この分がすべて減額となるということでございます。 

次の段に参ります。民生費、社会福祉費、老人福祉費、介護老人保健施設きよさと指定管理運営の

委託事業につきましては平成２９年度国において行われました介護職員等の処遇の改善。それから後

半につきましては、石油高騰等の物件費の上昇に係りました、増高分を鑑みまして委託料において２

５０万円を追加するものです。これまで老健の利用情勢、それからそれに伴います介護報酬収入の状

況を精査して期末まで見込んでおりましたけれども、今後の出納整理期間までの収入状況、支出状況

を踏まえた結果、介護報酬収入による積立金の皆減、それから財源充当先の委託料においての財源振

替、そして所要額の追加を行う補正として専決処分を行いたいと、このように考えているところでご

ざいます。以上で説明終わります。 
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○前中委員長 

 ただ今、平成２９年度一般会計補正予算保健福祉課所管分専決処分の説明がございました。各委員

より質疑を受けたいと思います。何かございませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

 指定管理委託料については、経営計画の中でどういうふうにどう取り組むのかということだと思い

ますが、どうしてもこれが改善できないという理由はどこにあるんだということも、きちんと検証し

ていただきたいとのと、ここに書いてあります、本当に職員の改善の予算計上なのかという部分もし

っかりとそこに働く職員の部分だよということがその職員は町内に在住しているんだよということ

にとなると若干費用対効果を考えたときには、やはり経済の循環ということでは費用掛かっても大事

な部分になると思いますので、ぜひこの辺は、職員処遇改善、きちんとそこの部分だということだけ

を明らかにしたいと。 

 

○保健福祉課長 

 委員長。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただ今、河口委員からおっしゃられました、処遇改善の部分につきましては、清算行為が入ってき

ますので、きちんと見ているような状況でありますけれども、やはり国の方から言われました、処遇

改善の部分で職員の給料の部分をあげていくという部分がありましたので、今回については、ちょっ

とマイナスになってしまっています。また介護報酬の方も、今回、減債基金つめなかったんですけれ

ども、それらにつきましても、入所者の関係でやはり介護報酬というのは増減出てきますので、今事

務長も一生懸命、施設がうまく回るように経営改善の方行っておりますので、今年もきちんとした形

で、町の方も知らないようではなくて、中身を一緒になって考えながらやっていきたいと思いますの

で、ご理解いただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 期待するところでありますけれども、過去いろんな方が老健所長をされて、職員が執行されていく

わけですけどもそこの中のノウハウが、こうしたらいろんな意見があるんだと思いますので、その中

にきちんとチャレンジしていっていただきたいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 委員長。 
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○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 今年も本当に事務長一生懸命頑張っておりまして、介護報酬の中の加算料だとかがあるんですけれ

ども、今までの中では、加算とれなかったよという部分がこれをこうすれば取れるよだとか、一生懸

命勉強してやっておりますので、そういう努力もしておりますので、今年１年かけて一緒にやってい

きたいなと思っていますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他によろしいですか。全体をとおして保健福祉課関連で質疑受けたいと思いますけれども。なけれ

ば保健福祉課から口頭で提案説明があります。課長。 

 

○保健福祉課長 

 すみません、口頭になります。ただ今、商工会のプリペイド機械が壊れているということで、小耳

に挟んでいらっしゃるかもしれないんですけれども、復旧に時間を要しているのが現状であります。 

保健福祉課でいきますと、所管事業で清里町子育て支援保育料補助。２人目３人目の補助を出して

おりまして、今まで平成２９年の１０月から３月までの保育料を納めていただいた中の人に、清里商

品券で実は毎年お返ししていたんですが、機械の復旧がちょっと見込めないということが返事ありま

した。今回なんですけれども、それでは戻せられないので、今回につきましては現金で戻していきた

いなというふうに考えておりますのでご理解いただきたいなと思います。商工会の方も商品券でとい

う話で５００円券を作ってくださるんですけども、実は保育料一番高い人で１７万くらいになるんで

すよね、戻しが。そうなると商品券が３５０枚とかになってしまいますので、今回に限りましては現

金で対応させていただきたいなと思いますので、ご理解いただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 ただ今保育助成の関係の提案がございましたけれども、各委員より質疑受けたいと思いますけど

も、何かございませんか。よろしいですか。無ければ保健福祉課終了したいと思います。大変ご苦労

様でした。 

続きまして、産業建設課の案件に２点ほどあります。 

 

○産業建設課長 

 それでは、本日の産業建設課の案件ですが３月９日に発生しました暴風雨に関連します道路、農地

の災害復旧費の専決処分となっております。早速担当より内容について説明させていただきます。 

 

○産業建設課主幹 

 それから平成２９年度一般会計補正予算産業建設課所管分専決処分についてご説明いたします。議

案の１ページをご覧ください。まず建設グループと所管分について御説明いたします。１２款災害復

旧費、１項災害復旧費、１目災害復旧事業費、事業名道路等災害復旧事業についてでございます。今

回の補正につきましては、３月９日の融雪災害に伴う町道の復旧費として３千３００万円を増額いた
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しまして、補正後の予算額を３千８０８万円とするものでございます。 

続いて、議案の２ページをご覧ください。復旧箇所につきましては、町道１１号道路が１１カ所と

なっておりまして、法面復旧が１１カ所、舗装板の鎮火に伴う復旧が１カ所となってございます。本

補正につきましては、地方自治法１７９条第１項の規定により３月２８日付で専決処分を行っており

ます。今後、同条第３項の規定により、議会により承認を求める予定でございます。 

なお平成２９年度一般会計補正予算、第７号によりまして先行して実施しておりました２１号道路

及び札弦川向道路につきましては既に施行済となってございます。建設グループ所管分については以

上です。 

 

○前中委員長 

 はい担当。 

 

○産業振興Ｇ総括主査 

 それでは産業振興グループ所管分についてご説明いたします。ただいま説明がありました部分農地

災害復旧でございます。１ページご覧ください。 

先ほど御説明いたしました災害復旧費の下段、こちらの方同じ費目でございます農地災害復旧補助

事業というものでございます。去る３月９日の融雪におきまして被害を受けました農地につきまして

自己資金において復旧事業を実施する農業者に対しまして支払い額の５０％以内を補助するとなっ

てございます。対象が法面、明渠、耕作道等農地を対象としておりまして事業費総額で２千６００万

円見込んでございます。そのうちの５０％の１千３００万円を予算計上さしていただくものとなって

おります。 

続きまして３ページ目をご覧ください。繰越明許の御説明いたします。先程ご説明いたしました道

路等災害復旧費の３千３００万円及び農地災害復旧事業１千３００万、そして１２月に第４号補正で

計上させていただいておりました産地パワーアップ補助事業こちら２千５００万円を繰り越しさせ

ていただきたくものでございます。産地パワーアップ補助事業につきましては１２月の補正後予定し

ております機材が特注品でございますので、年度内で納期ができなかったために繰り越しするもので

ございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま、１・２まとめて説明があったと思いますけれど、あわせて質疑ありますでしょうか。大

変ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは焼酎醸造所１点説明ございます。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは初めに、焼酎醸造所からの報告事項について概要の説明をさせていただきます。平成２９

年度製品販売見込みにつきまして口頭にて報告させていただきます。販売実績につきましては、出納

閉鎖後の６月以降の委員会で報告いたします。で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。 
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○前中委員長 

 はい担当。 

 

○焼酎醸造所主任 

 それでは、平成２９年度の焼酎販売状況の説明をいたします。年内数字確定に向けて作業を行って

おりますので、確定前としてご説明しますのでご了承お願いいたします。 

まず、平成２９年度販売につきましては、１億８１４万３千２９２円で平成２８年度の１億３６５

万２千３０４円より４４９万円ほど増となっております。販売の中身でございますが、北海道清里樽

７００ミリリットルが前年度より１千３００本ほど増えまして、４万８千本となっております。北海

道清里７００ミリリットルでは、前年とほぼ横ばいの約１万７千本の販売となっております。流通に

関しましても道内卸向けが５０％を超え、道外卸向けも４％となっており、半数以上が卸向けの出荷

という形になっております。町内向けの出荷につきましては２６％を占めており前年比３００万円ほ

どの増となっております。これにつきましては価格変更前１月町内小売売上げにおいて同じく３００

円の増となっております。平成２９年度の焼酎販売状況の方については以上でございますが、現在乙

類焼酎を含む酒類の市況を簡単でございますが説明いたします。 

酒類総体から見ますと平成２９年については、前年比微減。平成３０年についても、この流れが引

き続くのではと考えられます。ビールについては１３年連続の前年割れ、清酒については震災復興  

を例外とすると、２２年連続の前年割れとなっております。ＲＴＤレディートゥードリンクと呼ばれ

るジャンルにつきまして前年に引き続き出荷数量を伸ばしており、低アルコールのＲＴＤに加え、高

アルコールのＲＴＤなどのシェアが拡大しております。このような中、乙類焼酎につきましては２９

年は販売数量が微減となっておりますが、詳細を見ますと乙類では大手数社の売上が全体を押し上げ

ており、大手の売上を除くと実質は数％から１０％程度の減となっており、中小の酒蔵は経営の危機

に瀕している状況です。原料別に見ましても芋・麦を初め、すべての原料での減退となっております。  

とは以前厳しい状況が続いており、価格変更を経た現状においても、現在の売り場を確保しつつ、今

後も店頭での売り場が確保できるかが鍵となっております。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい、ただ今状況について口頭説明がございましたけれども、各委員より質疑を受けたいと思いま

すけれども。何かございませんか。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 はい。この焼酎については所長が赴任された時に質問させていただいて、今後の売上と言いますか

販売について、どういうんだろうかということについては十分検討、勉強させていただくということ

で終わっているわけですけれども、既に３年目で今年度を迎えている中で一番問題は２９年度は２千

万で今年は２千６００万。そして人材が１人減になっておりますので、今後の販売施策というのは値

上がりした中で、どういう形の販売施策を考えられているかというのが、今考えている施策について、

もしあれば報告していただきたいと思うんですが。 
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○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 販売につきましては、今年度２月に値上げしたということで、計算上は数量的には若干下がっても、

利益の方は確保されるという計算で３０年度予算組はしておりますが、その値上げの状況がまだ現在

推移がまだ見えない状況にあります。予想としましては、数量は若干下がるだろうなということを想

定しておりますが、今後も商談会等に参加しまして、窓口の方を若干なりでも拡げられればなという

ふうに考えておりますが、工場自体の製造量の限界もありますので、その辺は販売量と新しく需要が

でている部分を見込みながら進めていきたいというふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 今最もらしいと言いますか。現状に合わせてということなんだろうと思いますけども、基本的営業

がどういう戦略を持つかというのは非常に大事な部分。売り上げが落ちてきましたという時に、落ち

てきてからどうしましょうじゃなくて、もう既に売り上げの環境が決して良い状態ではないですよ

ね。値上げしました、そして乙類が落ちています。でも霧島だとかこの辺が引っ張っているわけです。

他、ここの焼酎工場は中小じゃなくて、その数字には入ってない桁数なわけですから、ここの所がど

う販売戦略を持つかという事は非常に大事な部分です。私は対販売部門をきちんとした、誰かが異動

でいなくなりました、それをどうやって埋めようということじゃなくて、しっかりとした販売戦略を

持たないと、この焼酎事業というのは将来が決して明るいことではないんだろうと。将来落ちてきた

という時に慌てて何をするじゃなくて、きちんとここの焼酎をしっかりと全国あるいは主力は町、そ

して道内をどうやって売るかという事をしっかりと販売戦略を持たないと僕は駄目なんだろうと。人

が変われば一から出直すんじゃない方法を、しっかり将来を見た販売人員、仕組みを将来的に考えら

れたらどうなのかなと思っていますので、今所長が言われた内容でトップが変わりますと言うと、ま

た一からやりなおす、それではなかなか今の流通業界の中では、置いて行かれることになると思いま

すので、しっかりその辺は商品を宣伝するのに沢山の費用をかけるのではなくて、きちんと売れる仕

組みを作っていくということをぜひ検討していただきたいなと思います。あくまでも将来、今のまま

でいいということではないんだろうと。やっぱりこの販売という部分も戦略的にどうやって組み立て

るかということは所長３年目になりました。おそらく過去４０年やった中のいろんな施策の中で、こ

うやった方がいいという案が出てくるんだろうと思いますので、ぜひそれにチャレンジしていただき

たいと思います。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 製品が新しくなりまして焼酎工場といたしましても、今まで参加していなかった商談会とかバイヤ



 

- 25 - 

ーの展示会とか年３・４回参加するようにしております。そちらの方で製品説明して向こうの名刺を

いただいて、連絡を取り合うという形を今現在進めておりますんで、それを引き続き続けていきたい

なというふうに考えておりますので、ご理解のほどをよろしくお願いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 主力となる販売担当は、どなたがされるんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 基本的に私とこちらの廣谷の方が中心となって行うこととなっております。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。よろしいですか。それでは醸造所終わりたいと思います。ご苦労様でし

た。 

 

○前中委員長 

 それでは大きな２、次回常任委員会についてよろしくお願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回でございますが、５月２５日金曜日総務文教常任委員会終了後、この会場でよろしくお願いし

ます。 

 

○前中委員長 

 続きまして大きな３、その他。何かございますか。ありませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第５回産業福祉常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ０時１０分） 


