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第３回産業福祉常任委員会会議録 

平成３０年２月２７日（火） 

    開 会   午前１１時１６分 

    閉 会   午後 ３時 ４分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●産業建設課 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（産業建設課所管分） 

  ②平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

  ③平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

  ④清里町穀類乾燥調製施設の指定管理者の選定について 

 

 ●町民課 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（町民課所管分） 

  ②平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  ③平成２９年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

 ●保健福祉課 

 ①清里町障がい者計画、障がい福祉計画について 

②清里町高齢者保健福祉計画、第７期介護保険事業計画について 

③清里町介護保険条例の一部を改正する条例 

④清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

⑤清里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予 

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

⑥清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例について 

⑦清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

⑧清里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

⑨清里町指定地域密着型サービス事業等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例について 

⑩平成２９年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分） 

⑪平成２９年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

⑫診療所の使用賃借の継続について 
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 ●焼酎醸造所 

  ①平成２９年度焼酎事業特別会計補正予算（第３号） 

 

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  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    ■町民課主幹       樫村 亨子 

■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    ■町民生活Ｇ主査     横畠 敏樹 

■保健福祉課長       薗部  充    ■保健福祉課参与     長野 徹也 

■保健福祉課主幹      進藤 和久    ■福祉介護Ｇ総括主査   阿部 真也 

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

■産業建設課長       藤代 弘輝    ■産業建設課主幹     永野  宏 

■建設Ｇ総括主査      酒井 隆宏    ■建設Ｇ主査       荒  一喜 

 ■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 
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  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第３回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

大きな１、町からの協議報告事項について進めたいと思います。まず初めに産業建設課４点ほど出

ております。提案説明よろしくお願いいたします。はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 本日の産業建設課所管の案件につきましては、①から③につきましては産業建設課所管の一般会計

と特別会計における２９年度の補正予算内容となっております。④につきましては現在の指定期間が

今年度末で終了します清里町穀類乾燥調整施設の翌年度からの指定管理者の選定となっております

ので順次担当より御説明いたします。 

 

○前中委員長 

 それでは①平成２９年度一般会計補正予算産業建設課所管分について、提案説明よろしくお願いい

たします。はい、主幹。 

 

○産業建設課主幹 

 それでは産業振興グループ関連について御説明いたします。議案１ページをご覧願います。１款総

務費、２項総務管理費、８目町有林管理費、施策名町有林管理事務費でございます。補正内容でござ

いますけれども、町有林の倒木経費ですとか林道管理用の補修経費ということで予算計上しておりま

した町有林整備委託料について執行残分を減額するものでございます。一般財源５６万６千円を減額

いたします。 

同じく８目町有林管理費、施策名 町有林新植事業費でございます。こちらにつきましては平成２

８年度伐採地でございます、青葉町有林１８林班、１６小班、３．９８ｈａにつきまして苗木につき

ましてはトドマツ９千８００本になりますけれども、こちらの購入経費及び新植工事の経費を予算計

上しておりましたが、４８４万２千円全額を減額補正するものでございます。減額理由でございます

けれども、伐採後の新植の植えつけ時期でありますけれども、春植えと秋植えの事後次第作業も含め

まして業務発注ということで作業スケジュール、予算の執行等を勘案いたしまして、秋植えの取り扱

いとしているところでございます。本年度も例年同様スケジュールをもちまして事務作業を進めてお

りまして、林業関係の指名業者４社に対しまして入札案内をしておりましたら内３社より入札辞退を

受けたところでございます。競争性の確保という点から入札を無効としたところでございます。併せ

まして本事業でございますけれども森林環境保全整備事業の補助対象でありまして、補助申請の期限

内に事業完了をすることが困難であると判断したところでございまして、次年度実施分ということで

取り扱う事といたしたため、今年度予算を減額補正するものでございます。新植事業につきましては

春または秋の実施ということである程度施行時期が限られてまいります。また業界におきましては、
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伐期を迎えた森林の施業量も今後多くなると予想されていますので、次年度以降につきましては、事

業の円滑な実施あわせて予算の適正執行ということで入札時期、工期の設定ということに十分配慮し

た中で進めてまいります。減額内訳でございますけれども道補助金の森林環境保全整備事業２６３万

３千円、一般財源２２０万９千円を減額するものでございます。 

同じく８目町有林管理費、施策名 町有林伐採事業でございます。こちらにつきましては町有林１

０林班、１２０号小班３．０ｈａ、カラマツ１２年生でございますけども、こちらの除伐事業の執行

残の減額であります。内訳でございますけれども林野基金７０万、一般財源１千円を減額するもので

ございます。 

続きまして５款農林水産業費、１項農業費、５目道営整備事業費、施策名 地域汚水環境整備事業

でございます。本年度におきましては発電施設建設予定地の周辺におきまして土質調査及び設計施工

一括発注支援業務を実施しております。負担金として北海道に支出しておりますので執行残を減額す

るものでございまして一般財源１４５万６千円を減額いたします。 

２項林業費、１目林業振興費、施策名 網走地区森林組合出資事業費でございます。こちらにつき

ましては平成２６年度に清里地区森林組合は解散いたしまして平成２７年に網走地区森林組合に加

入したところでございますけれども、組合に対する出資金につきまして本年度配当金がございますの

で、配当分について新たに出資するものでございます。出資金の計９６万３千円の７％が配当となり

ます。配当金につきましては６万７千２１０円、出資につきましては１口３００円となりますので、

２２４口６万７千２００円を新たに出資するものでございます。財源につきましてはその他といたし

まして、配当金６万７千円を再度予算計上します。以上で産業振興Ｇの説明を終了します。 

 

○前中委員長 

はい担当。 

 

○建設Ｇ総括主査 

 それでは引き続き建設Ｇの御説明をいたします。２ページをご覧ください。２款総務費、１０項総

合戦略費、１目総合戦略事業費 民間賃貸住宅促進事業でございます。今年度につきましては事業実

績がなかったため、予算の全額となる２千万円を減額いたします。予算内訳につきましても一般財源

２千万円の減額ということになります。 

続きまして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、こちらにつきましては農業集落排水事業特別会計におきまして、事業実績に伴う財

源調整により一般会計繰入金が２７万７千円減額となったことで繰出金につきましても同額を減額

するものです。財源内訳につきましては一般財源の２７万７千円の減額となります。 

続きまして、７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費 道路等整備事業についてでございま

す。こちらにつきましては、町道の補修整備事業の実績に伴う減額で工事請負費の入札残等合計で６

８７万６千円の減額となります。財源内訳につきましては道支出金について交付金の額の決定により

１３０万円の減額、道路等占用料の増額に伴い、その他で８万６千円の増額と一般財源で５６６万２

千円の減額となります。 

続きまして、７款土木費、１項道路橋梁費、２目道路新設改良費、道路新設改良事業についてでご

ざいます。こちらは社会資本整備総合交付金の配分額が要望額に対して減額になったことによります

委託料、工事請負費等合計で１億５千２３２万２千円の減額となります。財源内訳につきましては事
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業費の確定に伴い、国庫支出金の社会資本整備総合交付金が１億１千４４８万３千円の減額。町債の

社会資本整備総合交付金事業債が４千３９０万円の減額、一般財源が６０６万１千円の増額となりま

す。 

次に７款土木費、３項住宅費、１目住宅管理費、住宅用太陽光発電システム導入費補助事業につい

てでございます。こちらにつきましては導入費補助事業実績に伴う減額で、１２０万円の減額となり

ます。財源内訳につきまして財源で１２０万円の減額となっております。本年度につきましては現時

点で事業実績はゼロ件ということになってございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度一般会計補正予算で産業建設課所管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。無い様なんで②平成２９年度簡易水道事業特別

会計補正予算第３号について提案説明をお願いいたします。 

 

○建設Ｇ総括主査 

 続きまして、平成２９年度清里町簡易水道特別会計補正予算第３号に関する予算概要について、議

案の３ページによりご説明申し上げます。今回の補正は実行予算に基づきまして、役務費、委託料、

備品購入費、公債費及び工事請負費の不用額を減額するとともに、積立金による財源調整をするもの

で、歳入歳出それぞれ４万８千円を減額し、予算の総額を５千６７５万６千円とするものでございま

す。 

それでは、歳入をご説明いたします。繰入金につきましては、２号補正において職員の給与改定に

伴う増額補正をしたところですが、財源振替による調整が可能となったため補正を行った繰入金額４

万８千円を減額するものでございます。 

続きまして歳出です。総務費につきましては、役務費８万６千円、委託料７万７千円、備品購入費

１２万４千円、消費税確定による公課費３０万円の不用額をそれぞれ減額し、総額で５８万７千円の

減額となります。施設につきましては、工事請負費、こちらメーター器更新工事になりますが、不用

額１５万７千円の減額となります。基金積立金につきましては財源調整に伴うもので６９万６千円の

増額となります。これにより歳入歳出それぞれ４万８千円を減額し、予算の総額を５千６７５万６千

円と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②平成２７年度簡易水道特別会計補正予算第３号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。それでは③平成２９年度農業集落排水事業特別会計補正予算第３号提

案説明よろしくお願いいたします。 

 

○建設Ｇ総括主査 

平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算第３号に関する予算概要について、議案の

４ページによりご説明申し上げます。こちらにつきましても実行予算に基づくもので、職員給与、公

課費、施設管理費及び委託料の不用額を減額するもので、歳入歳出それぞれ４７万９千円を減額し、

予算の総額を１億４３８万４千円とするものでございます。 

それでは歳入よりご説明いたします。分担金及び負担金についてですが、今年度におきましては公
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共升の新設がなかったことから、分担金分１０万円。また道支出金につきましては、農山漁村整備交

付金の額の確定により１０万２千円。繰入金につきましては財源調整に伴い、一般会計繰入金２７万

７千円をそれぞれ減額するものでございます。 

続きまして歳出です。総務費につきましては、一般管理費において職員手当等で１０万円、消費税

額の確定により公課費を７万円、施設管理費の施設管理委託料不要額１２万４千円をそれぞれ減額

し、総額で２９万４千円の減額となります。事業費につきましては下水道台帳作成委託料及び、機能

診断業務の不要額１８万５千円の減額となります。これにより歳入歳出それぞれ４７万９千円を減額

し、予算の総額を１億４３８万４千円とするものでございます。以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今、③平成２９年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）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。それでは最後、④清里町穀類乾燥

調製施設の指定管理者の選定について、提案説明よろしくお願いいたします。はい、主幹。 

 

○産業建設課主幹 

 議案５ページでございます。指定管理の対象となります穀類乾燥調整施設でございますけれども、

平成１４年度に整備しました生産振興総合対策事業の施設でありまして、これにつきましては、平成

１７年の４月から平成３０年の３月までの期間という事で、現在清里町農業協同組合と指定管理者の

協定を締結しているところでございます。来月末日をもちまして協定期間が切れることから、清里町

の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第５条に基づきまして候補者を選定したとこ

ろでございます。 

第５条につきましては施設の性格、規模・機能等考慮し、事業効果が期待できる時は公募によらず

選定することができるとされておりまして、これらの条件を満たすもの。また、これまでの実績等を

踏まえた結果、効果的・効率的な管理が期待できるものとして、清里町農業協同組合が該当すると判

断したところでございます。２月１日開催の第２回指定管理者選定委員会におきまして審査を行った

結果、清里町農業協同組合を指定候補者として選定したということでございます。指定期間につきま

しては、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までとなります。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町穀類乾燥調製施設の指定管理者の選定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。なければ全体を通して質疑受けたいと思います。よろしいですか。ご苦

労様です。 

 

○前中委員長 

 それでは町民課より、３点ほど提案がございます。提案説明、課長の方より説明お願いします。は

い、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３件につきまして概要のご説明をいたします。１番目

は平成２９年度一般会計補正予算町民課所管分につきましてですが、補正の主なものを記載してお
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り、国民健康保険事業特別会計繰出事業では、国保事業の進捗に伴い法定繰出金の額が確定したこと

による調整と９月にもご説明いたしましたが、同様に今後の国保事業のさらなる安定化を図るため基

金積立を目的とした繰出を行います。ほかには後期高齢者医療に係る繰出金、斜里郡３町終末処理事

業組合負担金及び工事請負費に係る執行残を減額するものでございます。 

２点目は平成２９年度国民健康保健事業特別会計補正予算第３号でございます。歳入の確定または

見込による調整。歳出では事業費が確定した部分に対して予算の整理を行うものでございます。 

３点目の平成２９年度後期高齢者医療特別会計補正予算第３号につきましては、保険料収入の増加

に伴い、広域連合への負担金を増額するとともに事業費が確定した部分に対して予算の整理を行いま

す。また昨年６月に広域連合の電算システムの不具合に起因する保険料の還付のため補正を行った経

過がございますが、同様の理由で還付の必要な方が見つかりましたので、保険料還付金並びに還付加

算金の増額補正を行うものでございます。詳細につきましては担当より説明しますので、よろしくお

願いいたします。 

 

○前中委員長 

 それでは①平成２９年度一般会計補正予算、町民課所管分の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 

 それでは平成２９年度一般会計補正予算町民課所管分について説明させていただきます。１ページ

をご覧ください。 

４款１項保健衛生費、３目各種医療対策費、国民健康保険事業特別会計繰出事業につきまして、こ

ちらは事業進捗に伴う繰出金の精査及び国民健康保険特別会計による基金造成による増であります。

内訳は保険基盤安定繰出金の確定により１６１万９千円の減。財政安定化支援事業繰出金の確定によ

り５９万３千円の増。その他、国民健康保険事業基金造成により２千万円の増、合計で１千８９７万

４千円の増であります。財源につきましては、国庫支出金基金基盤安定負担金の２９万６千円の減。

道支出金保険基盤安定負担金の９１万９千円の減。一般財源２千１８万９千円の増であります。 

下段にまいります。各種医療対策費、後期高齢医療特別会計繰出事業につきましては、こちらも事

業進捗によります繰出金の精査によります減であります。内訳は保険基盤安定繰入金の確定により５

４万３千円の減。北海道後期高齢医療、高齢者広域連合に対して負担しています事務費負担金及び事

務費の精査により５８万４千円の減であります。合計で１１２万７千円を減額いたします。財源は道

支出金、保険基盤安定負担金の７万１千円の減。一般財源１０５万６千円の減であります。以上で医

療保険担当の説明を終わります。 

 

○町民生活Ｇ主査 

引き続き生活環境担当分について説明いたします。４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、

斜里郡３町終末処理場管理事業です。斜里郡３町終末処理事業組合による事業費の精算により負担金

が減額されましたので予算を減額するものです。減額する金額は、４３万５千円。財源の内訳につき

ましては、全額一般財源です。 

次に４款衛生費、２項清掃費、１目清掃事業費、清掃センター長寿命化改修事業です。事業執行に

伴い請負残が生じましたので、予算を減額するものです。減額する金額は、２４６万１千円です。財



 

- 8 - 

源の内訳につきましては、公共施設整備基金を５００万円減額し、総額６千３００万円。一般財源は

２５３万９千円を増額し総額３１１万円になります。以上、生活環境担当分の説明とさせていただき

ます。 

 

○前中委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 私の方から、公住関連の予算を説明させていただきます。資料１ページご覧ください。下から２段

目、７款土木費、３項住宅費、２目住宅建設費、公営住宅建設事業費ですが、地域優良賃貸住宅ひま

わり団地を一棟一戸建設及び水元第２団地一棟４戸の除却工事の実績による減額となります。あわせ

て１５５万８千円の減額補正となります。財源内訳ですが一般財源１５５万８千円の減額となりま

す。 

１段下がりまして公営住宅改修事業ですが、さくらんぼ団地外部改修工事、上斜里団地、野川団地

の浴室改修工事、札進団地屋根改修工事の実績による減額となります。合わせて２６７万３千円の減

額補正となります。財源内訳ですが一般財源２６７万３千円の減額となります。以上で平成２９年度

一般会計補正予算町民課所管分の説明を終わらせていただきます。 

 

○前中委員長 

 ただ今、平成２９年度一般会計補正予算の町民課所管分の提案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。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３号）の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（第３号）の概要でございます。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。 

１款国民健康保険税でこちらにつきまして補正額は１千１００万円の減額ということでございま

す。現在までの国民健康保険税の想定額及び収入状況から鑑みまして減額補正してございます。次に

２款使用料及び手数料につきましては、補正額５千円の減額。それから３款国庫支出金でございます。

補正額６０４万２千円の減額でございますが歳出でもこの後説明させていただきますが医療費等の

給付の状況によりまして、収入する国庫負担金等の額が確定したことによります減額の補正を行うと

いうことでございます。内容につきましては、給付費等の負担金に対して減が生じているところでご

ざいます。４款の療養給付費交付金でございます。こちらにつきましては５５２万６千円の減額とい

うことでございます。こちらも現年度分につきまして給付関係の確定に伴います、収入の調整という

ことでございます。５款の前期高齢者交付金でございます。交付金の確定により３２万５千円の増額

であります。続いて６款の道支出金でございます。道負担金の確定により２１１万１千円の全額とい

うことでございます。次に７款の共同事業交付金でございます。こちらにつきましては１千７３７万

５千円の減額でございます。高額医療費及び療養給付費の実績により高額医療費共同事業交付金で６

７６万４千円の増、保険財政共同安定化事業交付金については２千４１３万９千円の減額でございま

す。９款の繰入金でございます。補正額が３千８９７万４千円の増額でございます。内容としまして
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は保険基盤安定繰入金の１６１万９千円の減額、財政安定化支援事業の実績により５９万３千円の増

額、それから国民健康保険事業基金造成によります、その他一般会計繰入金としまして２千万円の増

額であります。１１款の諸収入２９万７千円の減額ということでございます。こちらにつきましては

収入が確定した延滞金、それから預金利子、雑入等によります減額でございます。補正額の収入の総

額が３０５万７千円の減額ということになっています。 

続きまして歳出になります。３款後期高齢者支援金等から４款前期高齢者納付金等、５款老人保健

拠出金、６款介護納付金、７款共同事業拠出金までにつきましては額の確定により、支援金及び事務

費拠出金、納付額を補正するものであります。３款後期高齢者支援金等で１１７万７千円。４款前期

高齢者で９万４千円の減。５款老人保健拠出金で７千円の減。６款介護納付金で８３万８千円の減。

７款共同事業拠出金で１千８１３万７千円の減であります。８款保健事業費、特定健康診査事業につ

きましては特定検診委託料の減に伴い３２２万２千円の減。それから疾病予防費でインフルエンザワ

クチン接種にかかる国民健康保険負担分４１万８千円の増。合計で２８０万４千円の減であります。

９款基金積立金は基金造成のため２千万円の増であります。１０款と１１款につきましては補正はご

ざいません。歳出の合計としまして、３０５万７千円の減額を行いまして、現計予算から補正後予算

で８億６千７７４万９千円と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 

 ただ今、平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算第３号の提案説明を伺いました。各委員

より質疑を受けたいと思います。よろしいですか。なければ③平成２９年度後期高齢者医療特別会計

補正予算第３号について提案説明をよろしくお願いいたします。 

 

○町民生活G主査 

 平成２９年度の後期高齢者特別会計補正予算第３号の概要でございます。歳入の款から説明させて

いただきたいと思います。１款高齢者医療保険料、こちらにつきまして補正額１３９万８千円の増額

ということでございます。現在までの後期高齢者医療保険料の収入状況から鑑みまして増額補正して

ございます。次に、２款使用料及び手数料は実績により２千円の増額。３款繰入金でございます。こ

ちらにつきましては補正額１１２万７千円の減額でございます。内容としましては、実績により基盤

安定繰入金を５４万３千円の減額。事業の精査により、一般会計繰入金、事務費繰入金を５８万４千

円の減額であります。６款諸支出金でございます。厚生労働省のシステム誤りによる保険料の還付が

追加で発生したことによりまして２万７千円の増額を行なうものでございます。補正額の収入の総額

が３０万円の増額という形になってございます。 

下段の歳出にまいります。歳出につきましては、それぞれの納付金関係、各事務費等の精査により

まして減額措置を行っているものでございます。１款総務費２１万円の減額でございます。一般管理

費の実績に基づく減額でございます。２款の後期高齢者医療広域連合納付金４８万円の増額でありま

す。保険料の収納の実績に伴い、後期高齢者広域連合の方に納付する保険料負担金としまして１３９

万７千円の増額。保険基盤安定負担金の実績により５４万３千円の減額。事務費負担金といたしまし

て３７万４千円の減額でございます。３款諸支出金につきましても、厚生労働省のシステム誤りによ

る追加の還付の生じたことによります、増額としまして３万円増額とするものでございます。総計で

３０万円の増額を行いまして、現計予算から補正後の予算で６千８３６万９千円とするものでござい

ます。以上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

 ただ今、平成２９年度後期高齢者医療特別会計補正予算第３号についての提案説明がございまし

た。各委員より質疑を受けたいと思いますけども、よろしいですか。町民課長。 

 

○町民課長 

 ただいま国保と後期高齢医療の特別会計もご説明いたしましたが、２つの会計につきましては歳入

歳出の金額、具体的に言いますと交付金の収入ですとか医療費等の実施によりまして、これらが確定

後に専決により予算の調整を実施してまいりますので、この後にもう一度調整ということがあり得る

ということで、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですね。全体を通して何かあれば。受けたいと思いますけれども、よろしいですか。なけ

れば町民課から全て終了したいと思います。大変ご苦労様でした。 

 

○町民課長 

 ありがとうございました。 

 

○前中委員長 

 １時より開催したいと思いますので、昼食ということでよろしくお願いいたします。 

 

休憩 午前 １１時５３分 

再開 午後  １時００分 

 

○前中委員長 

 それでは保健福祉課より提案説明がございます。今回１２点ございますけれども、提案説明よろし

くお願いします。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 １件目・２件目につきましては、清里町障がい者計画、障がい者福祉計画。それから清里町高齢者

保健福祉計画と第７期介護保険事業計画。これにつきましては、清里町保健福祉計画策定委員会の方

に諮問をいたしまして、検討をいただいてまいりました。３回の会議におかれまして、今月１日に第

３回目の会議で案ができましたので町長に答申を２月６日にいただきました。同日から昨日まで２１

日間パブリックコメントを行いました。パブリックコメントにおきましては、質問ご意見もなく終了

いたしましたので、この委員会においてパブリックコメントにかけてありましたこの計画についてご

説明を申し上げたいと思います。この後、もう一度字句等の確認した上で成案として制定をし、議会

の方には文章をもって報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

それから続きまして、第３件目でありますけど、清里町介護保険条例の一部改正する条例。これに

つきましては、第７期の介護保険事業計画の中で、第７期３０年・３１年・３２年、この３年間の介

護保険料を定めております。これをもって条例の改正をいたすものであります。第４件から９件まで
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につきましては、５本の改正条例と１本の制定条例になってございますが、これにつきましては上位

法あるいは厚生労働省令等の改正がございましたので、上位規定の改正に伴っての条例の規定。それ

から８件目にある新規条例制定でございますけれども、これにおきましては、地域における医療及び

介護の総合的な確保を推進するための関係法令の整備等に関する法律。この法律によってこれまでも

ここにありますような地域密着型の事業規定を条例によって策定を行ってきたところでありますけ

ど、今回が最後になると思われますが、清里町指定居宅介護支援事業の基準を町条例で定めるという

ものでございます。それから１０点目・１１点目につきましては、平成２９年度の一般会計及び介護

保険事業特別会計の実行補正予算について、補正予算の概要をご説明申し上げます。最後１２件目に

つきましては、診療所の使用貸借の継続について、口頭でありますけれどもご説明いたして審議いた

だきたいと思います。以上でございます。 

 

○前中委員長 

 それでは保健福祉課から関連性がありますので、①②の案件、同時説明ということで、提案説明よ

ろしくお願いします。①清里町障がい者計画、障がい福祉計画について。２つ目清里町高齢者保健福

祉計画、第７期介護保険事業計画について。資料説明のほどよろしくお願いいたします。はい、担当。 

 

○福祉介護G総括主査 

 それでは清里町障がい者計画、障がい福祉計画について説明差し上げます。障がい者計画について

は障がい者基本法により、国・都道府県・市町村において計画をつくることが定義されております。

清里町では国の障がい者基本計画。北海道の障がい者基本計画の方策の趣旨を受けて策定を行うもの

でありまして、障がい者政策の基本的な考え方を示すというものであります。別冊資料の方をお手元

に用意いただければと思います。１枚めくっていただきまして、目次という形で載せてございます。 

障がい者計画の方につきましては、３章の構成としています。またその後ろには、障がい福祉計画

の掲載を行っておりまして、７章構成という形で進めて行きたいというふうに思っているところでご

ざいます。ここから２枚めくっていただきますと障がい者計画の１ページの方にまいりますので、そ

ちらの説明をさせていただきます。 

１ページになりますけれども、このページでは障がい者基本法の定義に始まります、先ほど申し上

げました市町村計画関係の主旨等の説明を掲載しているものでございます。障がい者への基本理念は

障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を共有し尊重されるというものも含めての内容になって

いるというふうに１ページ中段から後半ということでございます。２ページの方にまいりますが、そ

の理念に向けての計画の目標。それから地域生活での支援体制の充実。自立と社会参加、バリアフリ

ーと言った障がいに係わる文言につきましての取り組み関係の掲載をしているという形になってご

ざいます。 

３ページは計画の期間であります。国・道の計画の期間は長いものでございます。途中で中間見直

しを入れるという形を受けて随時取り組みを行っているところでございますが、この後説明を差し上

げます障がい福祉計画が３年ということで実施が決まっています。こちらと連動する形で本町におき

ましては、３年間という同じこの障がい者計画をあわせて進めていくという形の期間を設定してござ

いまして、３０・３１・３２年の３ヵ年という形で考えているものでございます。 

めくっていただきまして、４ページの関係です。この計画策定の過程についてを掲載させてもらっ

ております。こちらにつきましては冒頭課長が申し上げましたとおり、保健福祉計画策定委員会によ
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りまして、こちらの各方面の方々からの審議をいただいてございます。いきなりすみません、恐縮で

すが、末尾の３８ページをご覧いただければと思います。策定委員の名簿につきましては、この資料

の刊末の３８ページに１４名の方という形で夏にもこの委員関係の公募等の形は、これまでの委員会

等でも経過を説明させていただいておりまして、この方々によりましての審議をいただいたという形

で掲載をさせていただいているところでございます。またここに表がありまして、経過につきまして

は１０月６日から２月１日までの３回にわたる審議。そして２月の６日から２月の２６日までのパブ

リックコメントの募集といった形の経過を受けての策定であるということの記載をさせてもらって

いるところでございます。 

５ページからは第２章ということで、清里町の障がい者の状況ということでございます。こちらに

つきましては統計情報を主として掲載を行っております。本町の場合、この５ページが障がい者の分

になりますけれども２２５人、２８年度末という形の総数とそれから年齢構成でいきますと身体障が

いの方のうちですけれども、８４％以上が６５歳の高齢者であるというような部分の示しがなってい

るということでございます。 

１枚めくっていただきまして、６ページですけれども上肢ですとか下肢ですとか。いわゆる体の方

の節々だとか、そういったような障がいが６割を占めていると。この２８年度肢体不自由という部分

にあたりますが１４８名が総数の６割程度というふうにお考えいただければと、このように思いま

す。 

７ページからは療育手帳の保持者、そして精神障がい者の手帳保持関係ということでございます。

手帳取得ほどではありませんが、７ページの（２）通院医療費公費負担制度ということで自立支援医

療ということございますが、こちらは（３）のその下の精神保健福祉手帳の保持ほどではないのです

が精神の疾患での公費通院を行っている方が載っているところでございます。 

８ページにつきましては特定疾患、いわゆる難病等にかかります状況でございます。特定疾患関係

は北海道網走保健所管轄となっております。そちら資料等によります掲載というので御承知くださ

い。 

次に９ページになりますけれども３章ということで計画の基本的な方向を掲載しています。生活支

援の充実ということでございますが、障がい者総合支援法により行います障がい福祉サービス、地域

生活支援事業などの支援について記載を行っているということでございます。 

１０ページに参ります。１０ページからは、生活支援の充実に欠かせない保健、医療、教育、就労、

生活環境、情報、防災、人権、権利擁護などにおいての基本的な考え方を掲載しているところでござ

います。障がい者の基本的な考え方、向き合い方といった部分が障がい者計画ということでございま

して、こういった形の掲載によりまして、計画の方進めていきたいということでございます。障がい

者計画の概要の説明をこれで終わります。 

続きまして、１７ページからにつきましては、障がい福祉計画の内容でございます。本編でも触れ

ますけれども、児童福祉法の改正によりまして、障がい児の関係につきましても、この障がい福祉計

画で取り扱うということで本町につきましては一体で扱うと北海道等も一体で扱うということで聞

き及んでございますので、これまでも障がい児の関係の内容につきましては、障がい福祉計画の中で

織り込んで本町行っておりますが、児童福祉法ではタイトルを持ちなさいということもございますん

で、障がい児の計画も併せてタイトルをつけているという形でご承知おきいただければと思います。 

１７ページには、計画策定の趣旨、基本的理念の掲載、１８ページでさきほどの障がい者計画と重

なりますけれども計画の期間、それから策定委員会の経過の説明ということになってございます。こ
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の障がい福祉計画につきましては、３年間という定義がございますので、同様に平成３０年度、３１

年度、３２年度の内容ということで目標を掲げていくという形になります。 

２０ページに参ります。基本的方針の掲載でございます。地域の生活の取り組み。それから特にこ

れからは障がいを持たれている方の高齢化が課題となっているということでございます。公的な支援

を行う中ですが、家族などの支えが減退する親亡き後の対応が必要になってくるということで考えて

いるところでございます。こちらにつきましては高齢化社会とあわせ、障がいを持たれる方について

は、その支援が薄まっていくということが課題であると思います。 

２２ページの関係ですが地域生活支援事業でございます。こちらにつきましては地域で相談支援を

どうしたら良いかというところから始まりまして、結びつく必要なサービスへの利用連携、そして地

域で住まう方の障がいを持たれる意思疎通の事業、それから日常生活の用具の給付、外出の移動支援、

交流、自立機会を促す地域包括支援センター等での事業を受けていく形につきまして、（１）から（７）

のその他の事業までという形の事業展開。これまで行っておりますがこの展開を進めていきたいとい

うことで記載をさせてもらっているところです。 

２４ページの方に参ります。こちらは１枚ものですが、現在の総合支援事業関係の体系図というこ

とでございます。基本的な市町村がこの自立支援の給付関係を行いますけれども、必要に応じて北海

道都道府県からの支援等を受けながら、障がい者への給付等を行っていくという形の図式でございま

す。 

２５ページに参ります。これからの先ほど申しました３カ年のサービスの提供のおおむねのものと

いうことを掲載するものでございます。ただ先ほど説明をいたしましたが、統計情報にもありました

身体障がい者等のうち８４％が６５歳以上、そういった意味合いからいきますと障がい者総合支援法

では、その年齢を６５歳以上の方へつきましては介護保険制度でのサービス給付が優先という形にな

ります。本町の場合では、介護保険の制度等の利用の方を睨みながら行っていく必要性があろうと思

います。そういった意味合いからですけどもサービスの必要量をおおむね参酌するというふうになっ

てございます。 

めくっていただきまして、２６ページでございます。一番上にあります（３）の生活支援拠点の整

備ということで、この部分はこれまでの計画書にはなく新しい形の記載になりますので若干触れさせ

ていきたいと思います。地域生活拠点とは、先ほど述べさせてもらいましたけれども、障がい者の高

齢化、親亡き後などの方々が地域で住んでいくことに対しましては、相談、生活体験、緊急時の受け

入れなどの専門性を持った方々の必要性と、それから地域で住むので、地域での役割を担ってもらう

方とのつながりが必要だというふうに考えているのが出てきてございます。こういったことを行うた

めには、障がい者の福祉サービスを提供する事業者や相談を受ける事業所、それから地元各地域での

体制づくりが必要でございます。こういったことを行った１町村でやるのは難しい部分がございま

す。今回のこの計画に合わせましては、各近隣の市町村からも将来的なこういった部分の地域生活支

援拠点については、広域型で取り組む必要性があるのではということを事務レベルでは話が出てきて

おります。そのことから踏まえまして今回計画書中にはここにありますが単独で難しいですが、圏域

での整備検討ということで記載をさせてもらっているところでございます。まず計画で記載の方向性

を載せてございますが具体的な進捗はまだ未定ということで付け加えさせてもらえればと思ってご

ざいます。 

２７ページにおきましては、障がい者福祉の関係を記載してございます。元々斜里郡の３町では斜

里地域子ども通園センターというので児童発達関係の支援、それから相談支援を実施しております。
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こういったことを継続していきますということで、この分につきましては広域的ではありますが非常

にこの地域は、子供の関係ある程度進展している地域ではないかと思うところでございます。 

２８ページですけれども、ここからはそれぞれの目標値ということでございます。現在それから３

２年度の時に例えば、このグループホームへ一人ぐらいは移行してほしいなというような目標値とい

うことで載せてございます。ただこれは当然ながら現在入所者、それからこの受給を受けている方々

の状況によりましては、なかなか取り組みが難しいものではなかろうかと思いますが、現在のところ

必要な目標数値ということで載せさせてところでございます。２８ページの分につきましては、施設

からグループホーム、いわゆる地域関係の移動とそれから次に一般就労への移行、こちらにつきまし

て非常に難しい部分ございます。そして就労移行支援の利用関係ということでございます。施設等の

生活から就労の体験そしてそれを経て一般就労に就く、これが一番良い形なりますけれども、なかな

か訓練のままで推移しているような現状であることも申し添えたいと思います。 

２９ページの方に参ります。居住系のサービスということで施設関係での現在の状況から３２年度

への推移の推計ということで載せているところでございます。次につきましては日中の活動というこ

とになってございます。３０ページの方に参ります。こちらについては訪問系ということでヘルパー

さんとかそういった部分の関係のおおむねの利用ということで掲載をさせてもらっているところで

ございます。 

大きな９としましては、障がい児の通所支援ということで児童発達支援が斜里地域こども通園セン

ターということの取り扱いであります。そしてそれに伴います相談関係というのが同数でございます

が、こういった形で相談を受けながら通所を受けて、なるべく早い段階で手だてという形で考えてい

るところでございます。 

３１ページにつきましては先ほども触れましたけれども、地域生活支援事業の利用数ということで

ございます。本町の場合、中段階にあります日常生活用具ですとか意思疎通等の利用等がこれまでの

実績見込みということで掲載をさせているところでございます。 

３２ページでございます。こちらは、今説明を差し上げましたおおむねの費用額ということで参考

までに載せている形になります。計画としましては実施に伴うものは当然予算が伴うものがございま

す。これまでの実績それから今後の推移ということで、こちらはやはり国それから北海道等からこの

事業に対しての財源手当をいただく手前からこういった推計量等を報告しながら、適宜毎年の執行予

算に合わせていくという形になろうかと思います。 

３４ページの方に参ります。こちらも計画のほうといたしましては、参考という形になりますけど

も、本町の総合支援事業関係以外での福祉サービスということで、本町はいろいろ福祉分野の展開を

しているものでございます。送迎のサービスから通園センターに通園している方についての補助です

とか、それから難病者の通院交通費の助成、それから３６ページでございますけども、用品支給です

とか、それから緊急通報システム関係で対象となる方につきましてはこういった形で地域で見守りを

行いながら過ごしていただくという形のサービス等を提供するということの参考資料という形でご

ざいます。以上で清里町障がい者計画、それから障がい福祉計画の概要の説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 続けてどうぞ。 
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○福祉介護Ｇ主査 

 私の方からは、清里町高齢者保健福祉計画、第７期介護保険事業計画につきまして御説明いたしま

す。先程、課長からもお話にありましたとおり３回の会議において計画を審議しまして、２月６日に

答申をうけた後パブリックコメント実施し完了いたしました。計画の概要について説明いたします。

表紙をおめくりください。目次にありますように健康づくり計画の構成は５章立てとなっておりま

す。 

１ページをご覧ください。高齢者保健福祉計画は長寿社会の課題に対し、清里町が目指すべき政策

目標を定め、その実現に向けた政策を策定する計画です。この計画を作成するにあたっては、高齢者

が可能な限り住みなれた清里町で自立した日常生活を営むことができるよう医療、介護、予防、住ま

い、自立した日常生活の支援を確保した地域包括ケアシステム構築の一層の推進について十分に考慮

する必要があります。 

続いて計画の性格、公的位置づけでございます。高齢者保健福祉計画はすべての高齢者に対する保

健福祉事業全般にわたる計画として介護給付等対象サービスや介護予防事業のほか、高齢者の生活支

援のためのサービス提供、老人クラブ活動などの生きがい対策など総合的な計画として作成するもの

であります。一方介護保険事業計画は、清里町の区域内における要介護者の人数、介護給付等対象サ

ービスの種類ごとの量の見込など、年次ごとに定め介護保険の事業費の見込を明らかにし、目標の実

績評価やその公表に努めるなど高齢者保健計画に包含されるものとし、介護保険運営のもととなるも

のであります。このことから、両計画は計画の内容区分を明確にした上で、一体の計画として作成す

ることとしています。両計画を作成するに当たっての法的根拠としては、高齢者保健福祉計画は老人

福祉法第２０条の８で介護保険事業計画は介護保険法第１１７条にて定められております。また他の

計画との整合性を図り作成しております。 

次のページをご覧ください。計画の策定期間でございます。今回の計画は平成３０年４月から平成

３３年３月までの３ヵ年、第７期計画期間として策定いたします。３ページをご覧ください。高齢者

の人口の推移についてでございます。本町の人口は緩やかに減少を続けていると同時に６５歳以上の

高齢者数もほぼ横ばいで推移していることから、高齢化率も徐々に高くなっております。今後清里町

においては高齢化率とともに高齢者の平均年齢も高くなっていくことが予測されます。 

４ページをご覧ください。介護保険第２号保険者と呼ばれる４０歳から６４歳までの人口は全体的

に減少を続けております。 

次のページをご覧ください。５ページから７ページは介護保険料の所得別段階とその人数となって

おります。取得段階は計画ごとに段階を見直しており、第１期計画では５段階、第２期計画では６段

階、第３期及び第４期計画では７段階、第５期計画では９段階、第６期計画では１０段階となってい

ます。この団体の細分化は、所得に応じよりきめ細かく負担をいただくための施策となっております。 

８ページをご覧ください。８ページは６５歳以上の就業状況となっております。国勢調査より数値

を拾って掲載しております。 

次のページをご覧ください。第６期計画における計画実績の対比でございます。項目としては、総

人口第１号被保険者数、要介護認定者数、サービス利用者数となっております。総人口は計画値より

も若干少ない実績となっております。１号被保険者につきましては、計画値よりも若干多い実績とな

っております。要介護認定者数の割合につきましては、計画より増加傾向か横ばいと転じております。

サービス利用者数についてもほぼ計画どおりの数値となっておりますが、地域密着の部分で通所介護

の一部が介護保険制度の改正により地域密着型サービスとなったことで、計画対比で大幅な増となっ
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ておりますが、総体サービス提供量は変わっておりません。 

続いて１０ページをご覧ください。介護度別在宅サービスの利用状況であります。計画時には要介

護認定者の増加を見込み、要支援では要支援１を要介護では介護１の増加を見込んでおりましたが、

実績では要介護２のみ計画を大幅に上回っておりますが合計数としては計画値を下回っております。 

続いて１１ページをご覧ください。地域密着型サービスの利用状況としては先ほどご説明をさせて

いただきました通所介護の一部が制度改正により地域密着型サービスへ転換したことにより皆増と

なっております。また定期巡回随時対応型訪問介護看護及び小規模多機能型居宅介護につきまして

は、他市町村の施設に転出後も本町の被保険者となり続ける住所地特例という制度の対象者が提出先

でサービスを利用したため皆増となりました。本町にはサービス提供事業所はございませんので、新

たなサービスが始まったわけではございません。 

１２ページをご覧ください。施設サービスの利用状況でございます。特別養護老人ホーム及び介護

老人保健施設の入所者につきましては、平成２７年度、２８年度、いずれも計画の９０％を上回って

いるところであります。（５）①の訪問看護につきましては、計画数を下回っている年もありますが、

近年利用実績は増加傾向となっております。②訪問入浴につきましては、平成２４年度よりサービス

利用が開始され開始直後よりは利用実績が増加しておりますが、近年横ばいとなっております。③訪

問看護につきましては計画値を下回っており、利用実績も近年横ばいとなっております。④通所介護

につきましては一部が地域密着型サービスへ移行したことに伴い、平成２８年度の利用実績が大幅に

減少しております。⑤通所リハビリにつきましては、毎週利用者があり利用実績は増加傾向にありま

す。⑥短期入所生活介護は、清里町で言えば清楽園で提供しているショートステイでございますが、

利用実績が増加傾向にあります。⑦短期入所療養介護は、清里町で言えば老健きよさとで提供されて

いるショートステイであります。こちらも長期間の利用、連続利用のものも増えてきており計画を大

きく上回っております。ただし、きよ里クリニックで提供されていたショートステイのサービスは平

成２８年度途中で休止しております。⑧訪問リハビリにつきましては、サービスの利用者が新たに出

てきたため利用実績が皆増となっております。⑨福祉用具貸与につきましては、制度の浸透とともに

計画数を上回る利用がされております。１５ページのその他の在宅サービスといたしましては、計画

数を上回る実績がございます。福祉用具購入の主なものとしてはポータブルトイレやシャワーチェア

ーなど入浴補助用具となっております。住宅改修については、手すりの取りつけが主なものとなって

おります。居宅療養管理指導につきましては医師や薬剤師が自宅へ訪問しサービスを行うものであり

ます。居宅介護支援とは要介護者・要支援者の毎月の介護計画を、ケアマネージャーが立てるケアプ

ランの件数でございます。特定施設入所者生活介護とは、有料老人ホーム等に入所している方が受け

ている介護サービスであり、平成２８年の実績で清里町の被保険者３名が他市町との有料老人ホーム

に入所しております。 

１６ページをご覧ください。介護保険対象外サービスと現状でございます。①といたしまして高齢

者向け住宅の整備でございます。平成１５年の段階で高齢者生活福祉センターなどの計画があったと

ころですが、当時の段階では清楽園や老健きよさとなど入所サービスの提供及び通所サービスの整備

によって介護サービスは賄えると判断されたことから、一般向け高齢者住宅の整備にて対応が図られ

ましたが、新たな高齢者ニーズの高まりに対応するためケアハウスの整備について検討を行い、平成

２９年度より建設を開始しております。平成３０年秋に開設する予定です。②といたしましては地域

包括支援センターでございます。町内を１圏域として、町内高齢者の総合的相談業務を行う地域包括

支援センターを平成２４年度より清里町社会福祉協議会へ委託を図り事業を展開しております。業務
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は委託しているところでありますが、御存じのとおりワンフロアにて綿密な連携のもと高齢者の諸課

題に対応しております。 

１７ページをご覧ください。介護予防生活支援事業の実績でございます。②の家族介護支援事業の

在宅介護者の集いといたしましては、介護保険事業、介護保険会計、地域支援事業の中で予算を確保

し、社会福祉協議会へ委託を行っているところであります。１８ページをご覧ください。その他の高

齢者福祉サービスとしまして、福祉入浴券、水道安否、緊急通報システム、老人クラブ、シルバーセ

ンターの実績を掲載しております。１９ページから２４ページまでは、高齢者保健事業の実績でござ

います。健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練訪問指導の各実績となっております。 

続いて２５ページをご覧ください。高齢者保健福祉計画並びに第７次介護保険事業計画でございま

す。基本目標についてご説明いたします。この高齢者保健福祉計画並びに第７次介護保険事業計画は

心身ともに健康で豊かな人生の実現に向け、高齢者の健康増進と介護予防、地域支援事業を推進して

福祉の充実を図り、社会全体の活力向上を目指して具体的な目標を定めるものであります。 

続いて基本方向でございます。基本的な方向といたしましては、高齢者が可能な限り住みなれた清

里町で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、介護や医療、日常生活支援を一

体的に提供していく地域包括ケアシステム実現を目指す本町にふさわしいサービス体制の構築を推

進いたします。また介護保険サービスだけでなく、介護保険以外の多様な生活支援サービスなどが適

切に提供されていること、地域で安心した生活を送れることから地域の介護力向上や住民同士の共助

の仕組みづくりなど、多様な共同にて高齢者日常生活の支援を行います。 

主要政策につきましては６点の柱を設定しております。１点目としては地域包括ケアシステムの構

築でございます。この部分が本計画における元も重要な柱となります。町や地域包括支援センター、

社会福祉協議会及び清楽園、老健きよさと、診療所など高齢者にかかわる他職種の連携による地域ケ

ア会議や医療機関との情報交換の強化、介護予防日常生活支援総合事業における介護予防支援、ニー

ズに応じた高齢者住まいの提供、権利擁護、福祉サービス事業の推進、地域包括支援センターの機能

強化を図り、高齢者が可能な限り住みなれた清里町で継続して生活できるよう本町にあった高齢者の

生活様式いわゆる地域包括ケアシステムの構築を推進いたします。 

２点目は介護予防健康づくりの推進です。要介護・要支援状態になる前の段階から高齢者に対し多

様な対応で効果的な予防給付及び介護予防事業を提供し、高齢者の生活機能の維持向上を図ります。 

３点目はニーズに応じた多様な住まいの確保です。高齢者の多様なニーズに対応し、安心して暮ら

せるよう現在整備中のケアハウスを平成３０年度中に開設いたします。 

２６ページをご覧ください。４点目は、高齢者の権利擁護と認知症支援です。高齢者の尊厳を守る

取り組みとして高齢者に対する虐待の防止やその早期発見など高齢者の権利擁護のために必要な支

援を図ります。また認知症初期集中支援の設置や認知症サポーター等養成事業、認知症の高齢者ＳＯ

Ｓネットワーク事業などを実施し、一体的に認知症施策を展開していきます。 

５点目は、生活支援サービスの基盤整備です。生活支援サービスの充実及び高齢者の社会参加に向

けて、生活支援コーディネーターによるボランティアなどの生活支援、介護予防の担い手の養成、発

掘などを推進するとともに高齢者の生活支援、介護予防サービスの提供体制整備を推進します。 

６点目は地域包括支援センターの機能強化です。地域包括支援センターは地域包括ケアシステムに

おける中核的機関であり、その役割が特に重要であります。現状では主務である包括的支援事業行う

とともに一次予防事業としてふまネット運動を開催するなど高齢者の介護予防と生活の向上に深く

関与しており、多面的に展開を続ける役割に対応するため、適切な体制の整備を行います。また既存
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の地域ケア会議の充実強化を図ります。 

２７ページをご覧ください。本計画の基盤となる将来人口の推計であります。本町における平成３

０年度から平成３２年度の推計人口は、総人口では平成３０年度４千２４人から平成３２年度３千８

９２人と減少傾向にあり、６５歳以上の高齢者人口は微増になることで推計しております。また、高

齢化率については総人口が減少するため、平成３０年度３７．５％から平成３２年度３９．４％と増

加する傾向にて推計しております。２８ページをご覧ください。先ほどの推計を４０歳以上１歳年齢

階級男女別人口を人口ピラミッドにて現しております。平成２７年度団塊の世代という場で６５歳か

ら７０歳の方々が一番多い階層となっておりましたが、その後７０歳以上の階層へと徐々に移行して

おります。また２号被保険者である４０歳から６４歳の人口は緩やかに減少を続けると推計しており

ます。 

２９ページをご覧ください。要介護認定者数の推計であります。要介護認定者数の実績をもとに推

計を行っております。継続的な介護予防を行っていきますが、介護保険制度の浸透と６５歳以上人口

の増に基づき、要介護認定者数も一定数増えていく推計となっております。 

３０ページをご覧ください。上の表は地域密着型サービス利用者の推計であります。本町はこれま

で地域密着型サービスの提供は清楽園のユニット型施設部分のみでしたが、平成２８年度の通所介護

の一部が新たに地域密着型サービスに指定されました。また定期巡回対応型訪問介護看護及び小規模

多機能型居宅介護につきましては、本町にサービス提供事業はございませんが、住所地特例対象者が

他市町村においてサービスを利用しております。下の表は施設のサービスの利用者の推計でございま

す。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設介護療養型医療施設への入所者数を推計しております。 

３１ページをご覧ください。施設系サービス介護度別利用者の推計でございます。平成２９年度中

の実績を基に地域密着型サービス事業者を含めて推計を行っております。特別養護老人ホームについ

ては平成２７年４月より新規入所者が原則要介護３以上に限定されております。今回の施設系サービ

ス介護度別利用者の推計におきましては、横ばいから徐々に増加していく推計としております。 

３２ページをご覧ください。在宅サービスの介護度別利用者数の推計となります。平成２７年度か

ら２９年度の増減率の実績をもとに推計を行っており微増から横ばい傾向となっております。３３ペ

ージをご覧ください。平成３０年度から３２年度までにおける在宅サービスについて、利用人数及び

利用回数などについて推計しました。なお通所介護につきましては要支援分は地域支援事業へ、要介

護分は地域密着型サービスへ移行したことによりそれぞれ別の項目でサービス利用量を推定してお

ります。３４ページをお開きください。その他の在宅サービスでございます。在宅サービス利用者の

増加に合わせた一定の利用を見込んでおります。 

続いて３５ページですが、特定施設入所者生活介護でございます。特定施設入所者生活介護とは有

料老人ホームなど自宅に行くのと同じように介護保険使い、入浴、排せつ、食事などの介護、その他

生活上の世話や機能訓練、療養の世話を受けられるサービスを言います。 

続いてその他のサービスでございます。第６期計画策定時までは本町には地域密着型サービスは清

楽園のユニット部分のみでありましたが、先ほど説明したとおり平成２８年度から通所介護地域密着

型サービスとなったところであります。その他地域密着型サービスには御覧のとおりのものがあり、

供給事業者が新たに現れた場合には協議を行っていくこととなります。ただし入所者数が本町の必要

入所者数を超える場合など、介護保険事業計画の達成に支障を生じるおそれがあると認められときは

地域密着型サービスの許可を与えないことができるものとします。 

続いて３６ページ。介護保険地域支援事業でございます。（１）介護予防日常生活支援総合事業に
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つきましては要支援１及び２の訪問介護及び通所介護について、町独自の事業として平成２９年４月

から地域支援事業に移行しており、その他の生活支援サービスの供給体制も検討していきます。一般

介護予防事業につきましては、介護予防把握事業やふまネット運動教室など介護予防普及啓発事業を

展開していきます。３７ページ（２）包括的支援事業におきましては、地域包括支援センターの運営

についてでございます。主要政策にもありましたとおり、地域包括ケア構築の中核的機関であり一層

の機能強化を図ってまいります。次の地域包括ケアシステム構築につきましては、在宅医療、介護連

携、認知症施策生活支援体制整備、地域ケア会議という４つの事業についてさらなる充実を目指して

推進してまいります。３８ページの（３）任意事業につきましては、家族介護支援事業、成年後見制

度利用支援事業、福祉用具、住宅改修支援事業、認知症サポーター等養成事業という４つの事業につ

きまして、ひきつづき進めてまいります。 

次に３９ページは、今期計画に定めなければならないとされた自立支援重度化防止と保険給付の適

正化に関する取り組みについてでございます。医師、看護師、薬剤師やリハビリ専門職など他職種と

の連携をして会議において図ることで、一体的に介護予防の取り組みの推進を図ってまいります。ま

た介護予防の適正化につきましては、保険者の役割として、要介護認定の適正化、ケアプランの点検、

縦覧点検と医療情報の突合という３つの取り組みを行い、持続可能な介護保険制度を構築していきま

す。 

４０ページをご覧ください。低所得者負担の軽減でございます。現在行われている非課税者のヘル

パー利用における自己負担額の一割減免及び老健きよさと入所者における生活困難者の負担軽減は、

今後も継続を行ってまいります。 

４１ページをご覧ください。介護サービスに係る総費用額の推計でございます。これまで御説明さ

せていただきましたサービス料へ介護報酬単価を掛け合わせ、本町介護サービスにかかる給付総額を

算定しており、その総額は３年間で１４億８千６５９万４千円となっております。これらの金額につ

きましては、厚生労働省が提示している算定ソフトに基づき算出を行っております。４２ページをご

覧ください。ここでは１号被保険者の介護保険の算定方法についてをお示ししております。基本的に

は３年分の介護給付費と地域支援事業費を足した費用総額に第１号被保険者保険料で賄うべき２３

％をかけた金額を６５歳以上の第１号被保険者の数で割り返した金額が介護保険料となります。 

４３ページをご覧ください。１号保険者の保険料でございます。（１）標準給付費は４１ページで

説明させていただいた数値となります。（２）地域支援事業の介護予防日常生活支援事業につきまし

ては現在、在宅利用者ケアハウスに入居し、そこで受ける介護サービスへの移行を考慮してあります。

また、包括的支援事業任意事業につきましては、おおむね地域包括支援センターの人件費を含む委託

料となっており機能強化を図ってまいります。そして（３）第１号被保険者の保険料の推計ですが、

所得段階別人数におきましては、平成２９年度の所得にて割合を計算し、段階割りつけしております。

調整交付金割合につきましては算定ソフトに基づき交付割合を見込んでおります。これらを加味した

上で算出した一人当たりの年間介護保険料は６万６千円であり、月額にすると５千５００円で推計し

ております。 

４４ページをご覧ください。介護保険料に係る所得段階別の状況でございます。人数につきまして

は、前のページでご説明しましたとおり平成２９年度の所得にて割合を計算し、段階に割つけており

ます。団体は国で示した第１段階から第９段階と負担能力公平化のため第６期計画と同じ第１０段階

を設置し保険料の弾力化を図っていくことといたします。 

続いて４５ページですが、国は平成３７年を高齢者対策の問題のピークと考えております。ここで



 

- 20 - 

は国から示された計算ソフトに基づき算出された将来推計について参考としてお示ししております。 

次に４６ページですが、高齢者保健事業でございます。１の特定健診と特定保健指導は２０歳から

７４歳までの清里町国民健康保険の加入者を対象として実施しております。特定健診、特定保健指導

の清里町の平成３２年度の目標値は、特定健診５０％、特定保健指導６０％でございます。２番目の

健康診査につきましては清里町は年２回のミニドック検診、レディース検診による集団検診と医療機

関への委託にて脳ドック検診を実施しております。平成３０年度から３２年度までの目標受診者数は

同じ人数で計上しております。受診者に対しましては、その後の健康度評価を実施し、結果に測した

指導相談を行って参ります。 

４７ページですが介護保険対象外のサービスでございます。こちらは町の一般会計で事業展開して

いるものであり、主なものとして送迎サービスや訪問サービス、配食サービスがあります。４８ペー

ジをご覧ください。これまで同様水道安否システムや高齢者緊急通報システム、救急医療情報キット

交付事業、光回線を利用した光テレビ電話健康介護相談事業等も継続して行ってまいります。加えて

平成２８年度より２４時間電話健康相談事業を開始し、年中無休体制で専門スタッフによる相談を受

け付けております。 

次に４９ページ。その他の高齢者保健福祉事業でございます。これまで同様、事業実施を図るとも

に有機的に結びつける中で新たな事業なども模索していきます。 

最後に５０ページに本計画策定にご尽力賜りました委員各位の名簿として掲載しております。以上

で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ありがとうございます。清里町障がい者計画、障がい福祉計画について、ならびに清里町高齢者保

健福祉計画、第７期介護保険事業計画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んで

すけど、河口委員。 

 

○河口委員 

 十分熟読していなく質問するのは大変恐縮ですけれども、パブリックコメントも学習センターにお

いてあって、さあどうやって言おうかっていうとなかなか難しかったかなと思います。 

一部確認したいのが障がい者計画の２５ページ中で、２５５名の内８６パーセントが６５歳、その

内４５名の方が手帳をもっていて、その内の４割が他町村に行っているということであれば４割が１

８名で残り２７名はどういう形、施設でお世話になっているのかなと言う点が１点と就労継続支援の

Ａ型・Ｂ型が解らないんですが教えていただきたい。 

 

○前中委員長 

 担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 今の２５ページの河口委員のお話でありますけども、まず身体障がい者と途中で記述があるのかも

しれませんが療育手帳は別でございます。まず２２５名が身体の方ということで御理解いただきたい

と思います。 

次の療育手帳の話でございますのでこちら障がい者計画の方の定義ございますが、北海道の方で行
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なっています療育手帳というものをお持ちの方という事になります。心身の発達ということですか

ら、幼少期から障がい等をお持ちの方というのがこの療育手帳に当てはまる方は４５名ということに

なってございます。うち４割がここにありますけれども重度というような形になりますとやはり施設

の方での先ほどの御指摘の４割というイメージになります。それ以外の軽度でＡとかＢなんですけど

も、在宅でいろんな手当を受けながら日常生活されている方もいらっしゃいます。そういった扱いと

いうことで御理解を賜ればと思います。 

 

○前中委員長 

 参与。 

 

○保健福祉課参与 

 もう一つの就労継続事業の中のＡ型・Ｂ型について、手元に正確な物が無いので簡単に説明させて

いただくと、Ａ型のほうがより一般就労に近い形でＢの方がもう少し障害の重い方で、昔でいう作業

所的な物が移行しているのが多いというふうになっております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に何かあれば伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 先ほど河口さんもおっしゃっていましたが、これを作っていくにあたってパブリックコメント、町

民の方からの意見の提出により町民の皆さまから広く意見や提案を募集しましたと４ページに書い

てありますけれども実質やや１ヶ月間近く募集されたんですけれど、どれぐらいの意見があったんで

すか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ４ページに記載のとおり、２月６日から昨日まで２６日までの２１日間パブリックコメントを町内

の主要施設においてご意見をいただくようにいたしました。お知らせ版でも皆さんにお知らせをし、

清里町のホームページにも記載してということでありましたが、残念ながら御質問御意見はいただい

ておりません。 

 

○伊藤委員 

 ちょっとそんな感じかなと思って、特に知的障がいと言いますか等々の方で結構で悩むと言ったら

言葉悪いですけど、考えがある町民の方々はけっこういると言う話も聞いております。で、そういう

方々とお話している際にはなかなか自分たちに伝わらないという意見もありました。町が悪いという

話ではないんですが、そういう方々に直接的にこれに関係している方々の意見をホームページに載せ

ました、施設とかにそういう用紙を置いときましたではなく、直接そういう方々からの意見を聞くと

いうような行為を行ったのかどうかということ聞きたいと。 
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○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 パブリックコメントにつきましては御存じだと思いますけども、広く町民の一般の方にご意見を伺

うということです。それからこの計画を策定するにあたって諮問しています清里町保健福祉計画策定

委員会の中で、関係の方たちを委員に加わっていただいて御意見を伺うということで障がいの関係の

御家族の方とか御本人にも参画をいただいたうえで進めてまいりました。なかなか正直言って難しい

ものですので、これでご意見をいただけることなのかがやっぱり難しいのかなと思います。具体的な

個別の施策の話であれば、いろいろ御意見をいただけるのでしょうが、大きな計画となるとなかなか

難しいのかなと思います。実はこの計画策定委員会、今回はかなり活発な御意見いただいたところな

んですが、その中でも難しくてわからないじゃないかとおっしゃられています。また、これを解りや

すくすることもなかなか難しいということで御理解をいただければと思います。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 そこの部分は解りました。もう１点高齢者福祉計画の同じ質問なるんでしょうが、パブリックコメ

ントを実施していまして、この段階では意見を反映させましたというふうな文言で書かれているので

すが、これ件数はどれぐらいありますか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 昨日までのパブリックコメントでしたので意見があった場合に反映をするわけですけれどもとい

うことでこの案をつくっております。なので御意見いただいておりませんので、ここは正式な計画の

時には冒頭お話ししましたように、再度チェック等訂正をした上で正式な計画に持っていくと、今の

ところこのへんの修正がかかってまいる。ただパブリックコメントは同様に障がい者計画において

も、高齢者計画、第７期介護保険計画も同時に行いますので御理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに。 

 

○河口委員 

 高齢者保健福祉計画において４１ページの中でケアハウスの分は特定施設入所者生活介護の部分

でよろしいですか。 
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○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ケアハウスは特定施設指定を受けます。特定施設になりますが、入居者が特定施設入所者介護の対

象者ではありません。基本的に本町が行おうとしている外部サービス提供型の介護サービスを受けた

とすれば、そのとき初めて対象者となります。ただ一方でサービスを受ける方は要支援で介護サービ

スを受けていた方が入居されたときに、施設からサービスを受けなくて今までと同じ在宅にいたマネ

ージャーさんにケアプランをつくってもらって、そのサービスでいいですよという方がいらっしゃれ

ば、それは在宅サービスということになります。いずれにしても特定施設入所者生活介護も通常の在

宅介護も在宅サービスの分類に入ることでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 介護サービスに係る総費用は、あくまでもこれは介護関係で施設の管理だとかの部分では総費用の

中には含まれていないという解釈ですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ４１ページの一番左列を見ていただきますとサービスの種類で一番左が居宅サービス、続きまして

地域密着サービス、施設サービスとございます。総額という事で御理解いただきたいと思います。４

億６千５００万から５億飛んで６００万、この３年間にこういうふうに推移していくだろうというふ

うに見込んでいると御理解いただきたいと思います。 

 

○河口委員 

 ケアハウスについても３９ページにありますけども、自立支援、重度化防止、この辺は非常に大事

な部分になるのかなと思いますし、２５ページに書かれる主要施策の中の包括ケアシステムの構築に

高齢者が可能な限り住みなれた、この町の中で見ていただける工夫については、いろんな努力してい

ただきたいなということですが、いかんせんなかなか最後になると、この町で住めないどこか他の地

域に行かなきゃいけないという方が耳にします。できれば生まれて７０、８０年過ぎて生活したけど

最後はこの町で面倒見てもらえないなという方もいらっしゃいますんで、その辺含めたここに住んで

よかったなという部分についても、ぜひ検討していただきたいと思いますし、ケアハウスと老健と特

老この３施設がうまく連携し、お互いに十分な連携を取ってできるだけ効果的な介護をしていただき

たいと思います。 
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○保健福祉課長 

本町におきましては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設といわゆる介護保険施設については

近隣の市町村と比べまして絶対数も多くございますし、高齢者人口に比べる比率としても大変高い位

置でございます。さらには高齢者向けの町営住宅の整備もあり、このたび特定施設としてのケアハウ

スとして整備いたしました。地域包括ケアの基本である住まい方というところでは、かなり前進して

いるものというふうに考えています。この辺を有機的に活用するために地域包括、これが地域の核に

なるわけですけども、地域包括ケアを一段と充実させてまいりたいと思っておりますんで、ご理解を

賜りたいと思っております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に何かございますか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 障がい者計画の２４ページにあります表で説明されている中で右側の訓練等給付なんですがちょ

っとお聞きしたいんです。この中で共同生活援助のこのグループホームというのは世間一般的に言わ

れている認知症のグループホームなのか違うのか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 全く違うものでございます。身体に障がいのある方たちがイメージとしては認知症グループホーム

と同じように一緒に生活をすると生活のところがこのグループホームで、訓練給付というものはまた

別の事業所でうけながら、共同で生活しながらという全く別物と考えていただければと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかにございますか。③清里町介護保険条例の一部を改正する条例について。担当。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 私の方から御説明させていただきます。まず最初に本委員会に提案しております介護保険関連条例

の法改正につきまして一覧表でご説明いたしたいと思います。先程お手元にお配りさせていただいた

ほうに差し替えをお願いしたいと思うんですけども、１ページの方で御説明をさせていただきたいと

思います。 

介護保険条例につきましては、保険料の変更による改正、根拠法令の改正による改正となっており

ます。包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例から清里町指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例までの４つの条例に関しましては、国の定めております根拠

法令の改正により条例で定め基準も改正しなければならないというものでございます。また清里町指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例及び清里町指定地域密着型サー

ビス事業者等の指定に関する基準を定める条例につきましては、北海道からの権限委譲により新たな
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基準を定めなければならないものとなっております。 

それでは清里町介護保険条例の一部を改正する条例について御説明いたします。２ページをお開き

ください。今回の条例改正につきましては第７期介護保険計画に係る平成３０年度から３２年度まで

の３カ年の第１号被保険者の保険料額を定めたものでございます。新旧対照表でご説明いたします。

３ページをお開きください。先ほど説明しました保健福祉計画策定委員会の答申で月額保険料５千５

００円の説明させていただきましたが、その金額を年額にした６万６千円を基準額として、所得に応

じた区分ごとに記載しています。保険料段階は国が示している９つの階層段階に加え、これまでどお

り、低所得者に対する負担の軽減を図るため住民税が課税されており合計所得金額が４００万円以上

の方の第１０段階を加えた１０の階層による保険料段階を設定しております。第１段階は乗率で０．

５、第２段階は０．７５、第３段階も０．７５、第４段階は０．９、第５段階は基準額となり１．０、

第６段階が１．２、第７段階は１．３、第８段階は１．５、第９段階は１．７，そして第１０段階は

１．９としております。住民税課税されている方の階層につきましては、国の示した基準に合わせ、

第７段階と第８段階に区分する金額を１９０万円から２００万円に、第８段階と第９段階を区分する

金額を２９０万円から３００万円にそれぞれ変更しております。 

次のページをお開きください。補足となりますが、国が消費税率を１０％とした暁には第１段階の

方は乗率０．３、第２段階の方乗率０．５、第３段階の方は乗率０．７として低所得者負担軽減対策

を行うことを予定しております。第１３条の改正につきましては、根拠法令であります介護保険法の

改正により第１号被保険者の第１号が削られたことに合わせまして改正を行っております。以上で説

明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町介護保険条例の一部を改正する条例の提案説明がございました。よろしいですか。

引き続いて④清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につい

ての提案説明があります。よろしくお願いします。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。５

ページをお開きください。 

今回の改正につきましては、地域包括支援センターに置くべき職員であります主任介護支援専門員

の定義につきまして、根拠法令であります介護保険法施行規則が改正されたことにあわせまして、整

合性を取れるよう条例中の引用条文を改正するものであります。６ページをご覧ください。第４条、

第１号において主任介護支援専門員の定義を介護保険法施行規則第１４０条の６６、第１号イ（３）

と改正しております。以上で説明とします。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町包括的支援事業実施に関する基準を定める条例の一部の提案説明がありました。よ

ろしいですか。条例改正なんですけども一応説明ということで１点１点行きますのでよろしくお願い

します。 
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○前中委員長 

 次に⑤清里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案説明

よろしくお願いいたします。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 清里町指定介護予防支援等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。７ページ

でございます。 

今回の改正につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令により、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたという従うべき根拠基準の法改

正に対応するため条例を改正するものでございます。 

改正内容としましては医療と介護の連携強化について、公正中立なケアマネジメントの確保につい

て、障がい福祉制度の相談支援専門員との密接な連携についての３点とそれらに伴う字句の修正でご

ざいます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援事業に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての提

案説明がありました。よろしいですか。それでは⑥清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める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いた

します。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について説明いたします。１４ページをお開き願います。 

今回の改正につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令により指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正さ

れたという従うべき根拠基準の改正に対応するため、条例を改正するものでございます。変更内容と

しましては国の基準に基づきまして、定期巡回随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域

密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特

定施設に入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスその他の１

０項目について基準の改正と、それに伴う字句の修正を行っております。以上で説明を終わります 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例についての提案説明がございました。質疑を受けたいと思います。よろしいです

か。それでは⑦清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の
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一部を改正する条例についての提案説明をお願いいたします。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 ７０ページをお開き願います。清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスの介護のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例について御説明いたします。 

今回の改正につきましては指定居宅サービス等の事業の人員設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令により、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正された

という従うべき根拠基準の改正に対応するため、条例を改正するものでございます。変更内容としま

しては共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員の見直しについて、身体拘束等の適正化

について、創設された介護医療院の追加について、認知症に係る引用条文の整理についての４点とそ

れらに伴う字句の修正でございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例についての提案説明がございました。よろしいですか。 

それでは⑧清里町指定居宅介護支援事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定につい

て提案説明お願いいたします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 ８３ページをお開き願います。清里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例の制定について御説明いたします。 

本条例の制定につきましては、平成２６年に制定された地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、平成３０年４月１日より施行される居宅介

護支援事業所の指定権限の市町村への移譲に対応するため、新たな基準を制定するものでございま

す。厚生労働省で定める従うべき基準、参酌すべき基準に基づき、事業者の基準や運営に関する基準

につきまして定めております。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今、清里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例についての提

案説明がございました。質疑を受けます。よろしいですか。それでは⑨清里町指定地域密着型サービ

ス事業等の指定に関する基準を定める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

いたします。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 １０３ページをお開き願います。清里町指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を

定める条例の一部改正について説明いたします。 

今回の改正につきましては平成２６年に制定された地域における医療及び介護の総合的な確保を
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推進するための関係法律の整備等に関する法律により、平成３０年４月１日により施行される居宅介

護支援事業者の指定権限の市町村への移譲に対応するため、条例を改正するものでございます。また

従うべき基準が定めている介護保険法施行規則の改正により指定する事業者の要件が拡大されたた

め対応するよう条例の改正を行うものであります。 

変更内容としましては居宅介護支援事業所の申請者の資格要件に関する引用条文を追加するもの

と小規模多機能型居宅介護に限定した事業所の指定要件の拡大を追加するものの２件でございます。

以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例についての提案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。⑩平成２９年度一般会計補正予算保健福祉課所管分について提案説明よろしくお願いいたしま

す。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 １０５ページになります。３月実行補正の予算の概要ということで、３款民生費、１項社会福祉費、

２目の障がい者自立支援費でございます。障がい者の生活支援事業でございますが、障がい者給付関

係を行っている科目でございます。こちらにつきまして、現在まで利用者の実績、それから２９年度

におきましてはいろんな社会情勢を踏まえて処遇改善等が行われてございます。単価改正等に給付の

増によりまして２００万円を追加するものでございます。補正額２００万円へ財源内訳としまして

は、これまでのこの事業につきましては、国が５０％、それから都道府県に１５％を町が２５％とい

う形の障がい者の国の負担、道の負担がある事業でございます。これまでの収入状況と考えまして国

庫支出金１９９万円、それから道支出金で８６万８千円増の見込みを記載しております。そのかわり

に一般財源の調整を行っているものでございます。 

２段目に参ります。福祉サービス事業関係です。こちらにつきましては本町の福祉サービス事業中

で今回は送迎サービスということでございます。交通等のない方についての通院等のサービスという

ことでございますが、現在対象者が２名ほどというのでございまして当初予算からの実績の差につき

まして１００万円の減額を考えてございます。財源内訳としましては、一部は頂く利用料、これにつ

きましては実施者が減ということで４４万２千円の減、それから対応する一般財源につきましても５

５万８千円減でございます。 

３段目に参ります。老人福祉費のケアハウス整備事業費でございます。こちらにつきましては５月

に現在の施設の関係の試算工事、それから再生エネルギー関係の事業発注が今年度分の終了をもちま

して入札の執行残の減額補正をするというものでございます。委託料としまして３２万５千円で工事

請負費としまして１千３０５万円を執行残ということで、合計しまして、1千３３７万５千円の減額

を行うものということでございます。こちらにつきましては、財源振替関係で基金そしてそれから町

債等の振替を行っているところでございます。 

４段目訂正を申し上げたいと思います。老人福祉費の目まではよろしいのですが、事業としまして

は老人福祉施設整備補助事業とさせていただきます。ケアハウス整備事業費ではございません。訂正

してお詫びいたします。こちらにつきましては、清楽園の非常用発電機の補助事業の関係の事業執行

残に伴います減額補正でございます。計画としましては５千５００万の当初予算での計画を清楽園さ
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んからいただいてございました。これにつきまして清楽園さんでの入札等の実行によりまして、この

補助事業工事関係４千９８６万円での終結を行っています。この関係から差分の５１４万円につきま

して減額補正を行うものでございます。財源内訳ですけれども５１４万円の減額に対しまして、こち

らにつきましても財源振替を行ってございます。その部分につきましては一般財源の減額調整を行っ

ているのでございます。 

 

○前中委員長 

 担当。 

 

○子ども子育てＧ総括主査 

 3款民生費、2項児童福祉費、1目児童母子福祉費、児童手当支給事業の補正でございます。こち

らにつきましては、当初見込んでおりました対象となる児童数の減少によりまして減額補正をするも

のでございます。補正額につきまして２９７万円の減額補正にございます。財源内訳は国庫支出金、

道支出金共に歳入の減額となりますので一般財源で振替をし対応するものであります。 

同じく児童福祉費、2目保育所費の臨時職員雇用事業（清里臨時分）でございます。こちらにつき

ましては、現在育児休業中の保育士 1名と配慮が必要な児童に加配の保育士１名分計 2名分の予算

につきまして予算化していたところですが、2名の常勤保育士の確保が至らなかったためにその人件

費に対して減額補正をするものでございます。補正額につきましては社会保険料、賃金、合わせまし

て４６４万３千円の減額補正でありまして、財源内訳は全額子供・子育て資金を減額するものであり

ます。 

 

○保健福祉課主幹 

 続きまして、次のページ１０６ページをご覧いただきたいと思います。４款衛生費、１項保健衛生

費、2目予防費です。初めにミニドック事業２８５万円の減額は、今年度の検診事業がすべて終了い

たしましたので、検診の中心者数の実績によりまして委託料を減額するもので一般財源２８５万円の

減となっております。続いて予防接種事業２６６万２千円の減額は、各種予防接種の１２月末までの

実績と残り３カ月間の見込みによりまして委託料を減額するもので一般財源２６６万２千円の減と

なっております。次に妊婦検診事業１６７万６千円の減額は妊婦健診受診者の１２月末までの実績と

残り３カ月間の受診見込によりまして、委託料を減額するもので一般財源１６７万６千円の減となっ

ております。次に５目保健福祉総合センター費、保健福祉総合センター管理事業１７４万１千円の増

額は電気料におきまして主な要因といたしましては、北海道電力の毎月定めております燃料費調整単

価の変動によりまして、増額するもので一般財源１７４万２千円の増となっております。以上で説明

を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度一般会計補正予算、保健福祉課所管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。ございませんか。よろしいですか。それでは、⑪平成２９年度清里町介護

保険事業特別会計補正予算第３号について、提案説明をお願いします。はい担当。 
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○福祉介護Ｇ主査 

 平成２９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。１０７ページをお開き

願います。 

現在、現計予算額の合計が歳入歳出ともに４億７千９２５万２千円でございますが、６６８万６千

円を減額し、４億７千２５６万６千円にて補正後予算を計上しております。１０８ページをご覧くだ

さい。補正予算概要で事業内容を御説明いたします。保険給付費、介護サービス等費、居宅介護サー

ビス給付費につきましては、４月から１月審査分までの実績から２月・３月審査分を推計し、居宅介

護給付費負担金、介護住宅改修費の減によりマイナス２６９万２千円を国庫支出金でマイナス６７万

３千円、道支出金でマイナス３３万７千円、その他でマイナス１０９万円、一般財源でマイナス５９

万２千円で計上をしております。介護給付費、介護サービス等諸費、地域密着型介護サービス給付費

につきましては、４月から１月審査分までの実績から２月・３月審査分を推計し、６２万２千円を国

庫支出金で１５万６千円、道支出金計７万８千円、その他で２５万２千円、一般財源で１３万６千円

で計上しております。介護給付費、高額介護サービス等費につきましては、こちらも４月から１月、

審査分までの実績から 2 月・３月審査分を推計し、マイナス５０万円を国庫支出金マイナス１２万

５千円、道支出金でマイナス６万３千円、その他でマイナス２０万３千円、一般財源でマイナス１０

万９千円で計上しております。保険給付費、特定入所者介護サービス費につきましては、こちらも４

月から１月審査分までの実績から２月・３月に審査分を推計しマイナス４１１万６千円を国庫支出金

でマイナス１０２万９千円、道支出金でマイナス５１万５千円、その他でマイナス１６６万７千円、

一般財源でマイナス９０万５千円計上しております。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度清里町介護保険事業特別会計補正予算第３号についてのご説明がございま

す。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⑫診療所の使用貸借の継続に

ついて口頭説明お願いいたします。 

 

○保健福祉課長 

 清里町の診療所の使用貸借契約についてでございますが、本件につきましては、平成２７年３月第

２回の議会におきまして齋藤浩記医師への土地・建物の貸し付けの議決をいただき、３年間の使用貸

借契約を締結しているところですが、新年度よりさらに３年間の更新をいたしたいと存じますので、

御理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ただいま診療所の使用貸借の継続について、口頭説明をございました。各委員より質疑があれば受

けたいと思います。よろしいですか。全体を通して保健福祉課関連で質疑があれば、河口委員。 

 

○河口委員 

 前回の中で介護職員の新規就労についての助成があったと説明いただいているんですけども先程

５５ページの中にユニット型指定居宅密着介護、老人福祉施設の介護の職員の研修が義務付けられて

いますけども、介護職員でこちらに来ました。ですが介護職員がずっとそこで継続してやっていただ

ける工夫というのは何かされているかどうか。田舎の中で介護職員をやってどうモチベーションを持
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つかということも非常に大事なことなのかなと思いますんで、介護職員がこちらで採用になったけれ

ども、将来ともにここで介護職員はやっておれるのかというと、結構出入りがある部分を聞いており

ますし、その中でどうモチベーションをあげるかと言う工夫はいろいろ検討されているのかどうか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 そうですね。その介護職員につきましては処遇改善事業ということでそれについては、事業者の方

で積極的に取り組んでいただいておりますので、まずはそれ以外の介護職員以外のところにも手厚く

対応をそれぞれの事業者の工夫の中でしていただいていると聞いておりますので、それに期待してい

るところです。町としてはまずは確保するための後方支援ということで、３０年に向けて新しい展開

させていただきたいという考えでございます。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 議案の１０番目の２９年度補正予算１０５ページの一番下、常勤保育士は２名ということで減額さ

れたんですが、実際２名見つからないで、どういうふうにやっていたのか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 担当の方よりその内訳としては育児休業のもの、それから配慮の必要な子どもに対する加配をした

いということで、当初予算計上しておったところです。 

これにつきましては現在も引き続きですけども募集活動を行っておるところですが見つかってお

りません。ただ正職員、それから常勤の職員のほかにも常勤ではないけれども、保育士として勤務し

ていただいている方が多くいらっしゃいました。その中で御協力をいただいて職員数としては急場は

しのいだところでございます。清里保育所のことでありますけども清里保育所今現在７１名の保育し

ているところですけども配置基準上は４．６９名という計算なんですね。ですから 5 名必要です。

そこに臨時職員に入れて６名、さらに常勤ではないけれども、保育の方にずっと清里保育所の方で携

わっていただいている方を常勤換算すると３．９名ほどになります。合わせますと９．９名というこ

とで、同じ目でずっと見てあげられる。それが望ましいですし、してあげたかったんですがそれはで

きなくて、職員の数としては、確保したということでご理解いただきたいと思います。引き続き臨時

職員あるいは正職員についても募集を続けてまいっているところです。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 
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○池下副委員長 

 最近の広報等をみると結構臨時職員募集が 9 名とか大きな人数で出ていると見受けられたので、

どうしても子供を預けている親が心配と思うんです。正職の人が休んでいるときに臨職の人が以前か

ら説明聞いていると優秀な臨時職員の方が多くいると。やはり父兄としては正職の先生の方がやはり

責任感もあるし、安心できるというふうに考えるかなと思いますんで、極力やっぱり正職の人数をし

っかり固定した上で、足りない部分だけ臨職に担ってもらうことがベストかと私は思いますんで、今

後はそういうふうなことをやっぱり念頭に置きながら進めていただきたいなというふうに思います。 

 

○保健福祉課長 

 まさにおっしゃるとおりだというふうに考えておりますが、今回は一人育児休業で御理解いただき

たいのとそれからこれはもう当然ながら予算をいただきましたので配置すべきものでありましたけ

ども残念ながらそこに至らなかったということです。今後ともその辺については精力的に募集をかけ

て参りたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに何かあれば。よろしいですか。それでは大変御苦労さまでした。休憩１０

分にします。55分。 

 

休憩 午後 ２時４５分 

再開 午後 ２時５５分 

 

○前中委員長 

 それでは、焼酎醸造所お願いいたします。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは、最初に焼酎工場醸造所からの報告事項について概要の説明をいたします。平成２９年度

焼酎事業特別会計補正予算第３号で決算見込みで整理を行っております。詳細につきましては、担当

より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。 

 

○焼酎醸造所主任 

 平成２９年度焼酎事業会計補正予算第３号につきまして、ご説明いたします。総括表をご覧くださ

い。上段、歳入になってございます。記載がございますのは繰入金でございます。内容といたしまし

ては、職員人件費分の精算分、一般公用車管理分、備品購入の執行残分となっており、総額４２万２

千円の減額で一般会計の戻し入れを計上しております。 

続きまして下段、歳出のご説明をいたします。歳出につきましては金額の大きいものを補正対象と

して調整しております。総務費につきましては、職員給与費中の扶養手当を１５万円、一般職期末勤
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勉手当を２６万円、一般職退職手当、組合負担金１１万円をそれぞれ減額。販売事務費中の公課費、

消費税を２０万３千円減額。酒税を９８万７千円増額としています。酒税につきましては、販売する

製品により額の変動があるため、今回の酒税課税額の上振れが発生し、そのぶんの増加補正としてお

ります。製造費につきましては、臨時職員賃金２１２万３千円の減額。これは製造時期に人員確保が

できなかったためでございます。燃料費につきましては、蒸留回数増による重油使用料及び単価の増

のため６６万７千円増額としています。光熱水費につきましては、蒸留回数増による電気使用料の増

につき、２１万７千円の増額となっています。手数料につきましては、蒸留廃液の増と醸造所内の地

下タンク内のパイプ破損により生じた蒸留廃液の引き抜きの分で５５万３千円の増額としておりま

す。 

歳入歳出ともに４２万２千円減額の１億３千８万６千円となります。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただ今、平成２９年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第３号についての提案説明がござい

ました。各委員より、質疑を受けたいと思います。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 製造費の中で臨時職員賃金で人員が確保できなかった。２１２万３千円というのは結構大きい金額

なので、これ確保できないために製造に影響だとかはあったんでしょうか。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 当初予定した人数が当初の募集のときに確保できなかったということで、人が減ったことによって

減額となっております。現場の方では、その分来ていただいている方に週３日のところ４日出ていた

だいたりして調整して生産量については維持したという形になっております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 現場対応をした。その部分については、当然賃金の形でその方に時間外だとかというのはあると思

うんですけども、その辺含めての最終２１２万３千円の減額という解釈でいいのか。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

基本的にうちの勤務体制で、常駐週５日来られる方が３名と週３日・４日の方が４名いらっしゃい

ますので、その週３日・４日の方の出勤日で調整したという形になっております。 
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○前中委員長 

 他によろしいですか。全体を通して何かあれば質疑受けたいと思います。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 １点だけちょっと聞きたいんですけど２月１日から焼酎の値上げを行ったんですが値上げする前、

業者さん、小売店さんもそれぞれ在庫を抱えているとは思うんですが、２月に入って値上げしてから

の動きは現状どういうふうな感じですか。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ２月１日により価格改定を行ったんですが１月の段階で駆け込みがございまして、前回の委員会で

もお話したと思うんですけど、通常３５０万ぐらいところが約１千万の注文が入ったということで約

６５０万ほど多い形になりました。２月につきましては前年度で４５０万ぐらいの売り上げがあった

んですが、今現在で３００万ほど入ってきてますんで、思ったよりは落ちていないのかなという形で

はありますが、まあ３月もありますんで今の推移としては、財産収入で見ている予算は何とか入りそ

うだなというふうに捉えております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに。焼酎事業所に対する質疑があれば、受けたいと思います。よろしいです

か。それでは、ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 ３月２７日火曜日総務常任委員会終了後行いたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 
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  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第３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３時 ４分） 

 


