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第８回産業福祉常任委員会会議録 

平成３０年７月１２日（木） 

    開 会   午前１０時１２分 

    閉 会   午前１１時４５分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●焼酎醸造所 

  ①ＰＢ製品（パパス）の販売について 

 

 ●町民課 

  ①合同納骨塚の使用料について 

   

●保健福祉課 

  ①ケアハウスについて 

  ②平成２９年度「介護老人保健施設きよさと」の運営状況について 

  ③慶應義塾大学公衆衛生学研究会及び札幌医科大学地域医療実習の受け入れについて 

 

３．次回委員会の開催について 

 

 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  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    ■町民生活課主幹     樫村 亨子 

 ■町民生活Ｇ主査      山嵜 孝英       
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 ■焼酎醸造所長       清水 俊行    ■焼酎醸造所主任     廣谷 淳平 

 ■保健福祉課長       野呂田成人    ■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 

 

 

○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８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、まず初めに焼酎醸造所より提案説明がございます。提

案説明よろしくお願いいたします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは焼酎醸造所からの報告事項１件について説明いたします。ＰＢ製品パパスの販売内容につ

いてですが、定番３００ミリリットル、７００本、原酒３００ミリリットル３００本で打ち合わせを

しております。現在、税務所へのラベル表示申請が完了し、ただいまラベルを作成してもらっており、

初集荷は、７月３１日を予定しておりますが、ラベルの入荷及び瓶詰めの行程により変更になる可能

性があります。希望小売価格は定番で税抜き６３０円。原酒で税抜き１千１００円を想定しておりま

すが、まだ確定ではございません。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○前中委員長 

 ただいまＰＢ製品パパス関連の販売についての説明がございました。各委員に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 

 仕様はきよ～るさんと同じですか。価格関係も。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ＰＢ作成の中身につきましては、前回きよ～るさんで御説明しましたとおり、資材については相手
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先が準備して、焼酎工場にお渡しして瓶詰め作業だけを行うという形で年度内に全量買い取りという

約束の中で進めております。 

小売価格につきましては先ほど報告しました税抜き定番６３０円で、パパスさんと協議をしており

ます。この価格についてはきよ～ると同額という形で話を進めております。原酒の方につきましては

きよ～るさんが１８０ミリリットルとパパスが３００ミリリットルということで量が違いますんで、

その辺は、こちらの方としては量換算を計算した中での小売りの価格設定を想定しておりますが、資

材費がこちらの方で解りませんので、パパスさんの方が資材費と利益をどのぐらいのせるかによって

１千１００円になるのか１千２００円になるのか、まだ確定じゃないということでラベルも作製中と

いうことで、資材費が確定しておりませんので、その後まだ打ち合わせしている最中でございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに。 

 

○池下副委員長 

 きよ～るの時に３００ミリの価格が６８０円と今回６３０円ということなんですけれども、これは

税込で６８０円なんですか。原酒に関しては、同じ３００ミリなんですか。きよ～るの場合は１８０

ミリの原酒が販売価格７５０円と聞いていたんだけれど。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

今回パパスさんが予定しているのは、瓶ロットの関係がありまして、１千本を２種類に分けるとい

うことで、７００本と３００本に分けている形になります。きよ～るさんは、３００ミリ１千本、１

８０ミリ１千本ということで１千本ロットずつの注文でしたが、今回あわせて１千本と言う形になっ

ております。 

 

○池下副委員長 

 どっちも３００ミリですか。 

 

○焼酎醸造所長 

 はい。 

 

○池下副委員長 

 了解しました。 

 

○前中委員長 

 ほかによろしいですか。全体を通して何かございましたら。池下委員。 
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○池下副委員長 

 北海道清里の樽の１千８００ミリは販売されていないんだけれども、当初予定としては課長の説明

だと春ぐらいから売り出したい旨の話はされていたんだとけれども、依然として販売されていないと

なると何か理由あるんですか。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ちょっと資料がないので春と言ったかちょっと記憶がないですけど、申しましたとおり樽の関係が

ありまして、全体量が足りないということで、１千８００ミリリットルを休止の形を取らさせていた

だいております。今後反比例するんですけど、樽製品の売り上げが、思ったほど伸びなければ、基本

的に確保できるかなと思いますが、値上げしてまだ６月ということで、量的にまだ明確に減っている

部分が見えませんので、もう少し売れ行きの流れを検討させていただき、それによって１千８００ミ

リの再生産を検討したいと思っております。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 １千８００ミリというのは２９年度の販売数量が１千２２７本で、前年度より５００本位少ないん

ですよ。それで１千８００ミリに関しては町民還元用ということで販売されている。それで１千２０

０本ぐらいしか売れていないのに、数量の問題ということで販売中止していると。そんなに影響あり

ますか、たった１千２００本しか出ていないのに。例えば何千本も出ていて、７００ミリのほうに影

響があるから、こっちのほうを少し抑えるというなら解るんですけども、前年度より５００本も少な

くなっているのに関わらず、町民還元用で出していたものがこうやって止めて、これいつ売るのって

いう町民の方もいるんですよ。どういうふうに考えていますか。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 一升瓶としましては、１千２００本という数字なんですが、７００ミリに換算すると２．５倍にな

りますんで、約５千本まではいかないですけど、それに匹敵する量になると考えております。という

こともありまして、７００ミリリットルの売れ行き状況と樽の在庫の状況を勘案して再出荷の日程の

方を検討させていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 
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○池下副委員長 

 ７００ミリは去年でいうと４万８千本ですよ。それで、前年度から見たら１千５００本ぐらいしか

増えてないんですよ。１千５００本。これ一升瓶に換算すると２．５分の１ですから６００本ぐらい

ですよね。前年とその前年度より５００と少なく売れているわけですから、数量的には変んないと思

います。止めるんなら止めるで良いですけども、中途半端に中止したまま、いつから再開するのか。

全然説明が無いんですよ。 

 

○前中委員長 

 所長、答弁大丈夫ですか。 

 

○焼酎醸造所長 

 あくまでその製品の売れ筋の話もあるんですが、樽に中に入っている製品の在庫の関係もございま

す。今ちょっと手元に２９年１２月末現在の資料しか持ってないんですが、７００ミリリットルで、

２９年１２月末現在で販売可能量が２万９千本。熟成中が４万７千本ございます。２９年末時点では

製品在庫２万９千本しか持っておりませんので、池下委員さんがおっしゃいました樽で年間４万７千

本ぐらいの出荷量がありますので、その分を加算すると在庫として十分持っていない現状だというこ

とで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 在庫が足りないっていうことであれば、どうしてそれを何とかしようとしないのか。たった１千２

００本しか出ていない一升瓶を止めてしまったわけでしょう。７００ミリのほうに影響があるという

ことで。何とかしなきゃならないというふうに思わないんですか。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 焼酎醸造所でも早めに１８００ミリについては復活させたいなと思っておりますが、今そこの辺の

在庫調整を確認しながら目途の経つのを検討している最中でございます。 

 

○前中委員長 

 いいですか。再開する目途をどのへんで捉えているかだけの判断はきちっとして示してもらいたい

んだけどもあるのかなと。中止のままでもこれまた在庫云々という話で収めてしまうとなかなか難し

い部分はあるんで、そこら辺どうなんですか。捉え方として。 

 

○焼酎醸造所長 

 お話しましたけど、熟成中が４万７千本ございますんで、これがある程度熟成期間が終わって併せ
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れば出荷できるものがありますので、７万７千本ぐらいは、そこまで行ければ復活も可能かなと。 

 

○前中委員長 

 大体年度末ぐらいで大丈夫と言う見通しは立ちますよね、製造的には明年度になりますか。ちょっ

とそこら辺製品の在庫関係だと思います。答弁お願いします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 熟成の度合いを加味しまして、次回委員会の方で予想できる時期等を報告させていただきたいと思

います。 

 

○前中委員長 

 よろしくお願いします。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 関連して一升瓶で、樽の販売を町内向けは良いと思うんですが、町内向け販売するときに町民のた

めの販売なのか、一升瓶は清里だったら求められるということなのか、この辺非常に微妙な部分のニ

ュアンスがあるというふうに判断するんですが、この辺はどういうふうに今後捉えていくのか。 

例えば町内であれば道の駅でもどこでも販売してきますよというスタンスにしていたんですが、町

民還元用ということになるとすれば基本的には、道の駅とかそういうところでなくて小売店での販

売、あるいは町民限定でしか販売できないというスタンスで行くのか。再開したときには清里町内で

あれば買えますよというスタンスで行くのか、この辺ちょっとこう微妙な部分があると思うんで、こ

の辺をどういうふうに整理していくのかだけ、お伺いしておきます。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 実際過去の販売、数字はないですけど販売量としましては、きよ～るとパパスでは、一升瓶は観光

客がお相手なのでもともと売れてなかったと思います。１番売っていたのは町内の商店街なんですけ

ど、先ほどの町民還元という部分が非常に難しい部分でありまして、焼酎としましては町民還元のつ

もりで卸させていただいているんですけど、実際お店の方ではいろんなところから注文が来ると出し

ている。どこまで町民還元になっているのかというのは、正直こちらの方でも把握できていない部分

がございます。 

 

○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今後再開するときにはどういう形の基準でいくのかということです。町内だけで販売していくの

か。あるいはオーダーがあれば町外にも発注をオッケーにしていくのか。あくまでも町民還元用とし
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ての整理をしていくのか、その辺はどうなんですかということです。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 あくまでで樽製品で量は出せませんので、販売先については町内限定ということで進めるつもり

で、前も町内限定ということでしかやっていませんので、販売については町内限定ということで進め

させて頂きたいと思いますが、それにきよ～るとパパスはだめだとか、町外のお客さんが注文したら

だめだとかは、こちらで実際売るわけではありませんので把握できない部分があります。その辺はち

ょっと難しいのかなというふうに思っています。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 もう１点だけ聞きたいですけれど、委員会の時に四半期の状況とかの資料とか説明いただいている

んですが、実際に建物自体もいろいろな部分で損傷部分とかあるのかというふうに感じているんです

が、そこら辺の部分に関して補正予算を組むような支出がある部分は無いんですか。どっか壊れたと

か、そういう部分に関して。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 施設の経年劣化の関係でいろいろ調査もしているんですが、個人的に気になっている部分がきよ～

る側の材料搬出の戸なんですけど、その部分の木材がはめ込みなっているんですが、それがちょっと

一部腐れ初めているかなという部分と昨日も点検したんですけど、工場内の雨漏りで４カ所程度。２

つの倉庫で２から３カ所ずつ雨漏りしてましたんで、今建築担当の方に相談して情報状況把握してい

ただいて、修繕費積み上げをお願いするところでありますんで、積算をされて工事費の方が積み上が

ってくれば９月補正も考慮しながら進めていきたいと思っております。 

 

○池下副委員長 

 焼酎工場というのは観光客が見に来たり、いろいろな部分で外部から人が出入りもあるので、最終

的にいろんな部分で建て替えるとか、そういうふうになった場合は、とんでもない大きな金額が動く

んだけれども、通年にそういうふうに修理しなきゃならないところは焼酎ばかりでなくて、いろんな

施設があると思うんで、こういうふうな情報も大事だけども、そういったところをしっかりと対応し

ていかないと、いざというときに多額なお金がかかるようになる場合もあります。随時見てまわって

直さなきゃならないというふうに関しては、補正予算を組んでやらなきゃならない部分はあると。そ

こもしっかりやっていってもらいたいというふうに思います。 
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○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 池下委員の意見を考慮しながら、現場を認識しながら進めさせていただきたいと思いますのでご理

解よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今、補正と言う表現が出ていましたけれども、基本的に、この焼酎醸造所の関係についての整備計

画は約２億かかるって言われていて、具体的に年次計画の形の中で早急にしていかなきゃならない順

番の中で、どういう形でやっていくかというのは前から試算中です、提出いたしますという表現で今

の課長の表現の中で逆に早急に対応しなければならないものはしていきますというのは、その年度途

中でなくて本年度はぜひこのことについてやってきますといった年次計画がないと大きな問題点で

ないかと。少なくとも普通の課と違うわけですから、食品を扱っている尚且つ特別会計である環境の

中で具体的にどういう形でこの事業を基本的に運営していくのか。大きな柱なわけです。少なくとも

建ててから相当年数が経過していると皆さん理解をしている中で、その場限りの補正とかって話でも

ないと思うんで、数字を確定したらと言いながら提示されてこなかった現実があるんで、具体的にも

う少し、早急に整理をされて提案をされるべきだというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 基本的に補正につきましては、突発的な故障とか修繕とかそういうものを想定しております。今、

加藤議員さんがありましたように施設としては３０年を経過して機材についても、同じく３０年経過

しているということで、今後更新等が必要になりますが、平成３１年度からの５カ年計画を本年度中

に作成することになっておりますので、その中で機材の保全計画についても今最終的な案をつくって

いる最中でございますんで、１２月議会位で今後５カ年の焼酎の経営計画について御検討を願うこと

になると思いますんで御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

緊急になったことに関する補正ですよって表現から、建物に関しても部品に関しても、順位が出て

くると思うんです。中途半端に直して、なお且つそれを何年後かにやるということなく、順番が当然
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できると思いますんで、その辺考えた中で建物の雨漏り等があるとすれば、初年度に対策を練らない

とならない部分だというふうに思いますので、効率的な施設の運営管理に関する整備計画を早期に出

すべきと思いますよ。補正はあくまでも緊急的なことをと言いながら、緊急的にやって、それにまた

整備費をかけていく事のないように、補正で組むにしても、その整備計画と整合性がとれるような形

での提案の仕方をお願いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ただ今、加藤委員の御意見を尊重しながら詰めさせていただきたいと思いますんで、ご理解のほど

よろしくいたします。 

 

○前中委員長 

 ほかにございませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

 焼酎の１千８００ミリリットルで、問題点はちょっと違うんだろうと思います。在庫の問題等あり

ますけど、１千８００ミリリットルで販売中止したら在庫はどうなったんだろうか。実際は１千８０

０ミリリットルを無くしましたよ。そうすると焼酎２本を買うときに７００瓶を５本買うよと言うだ

けで、基本的に中身を商売しているから、中身についてはそう変わらないんだろうと思います。消費

量については、そんなに大きな差はないんだろうと思います。 

私はせっかく町内しか売っていない１千８００ミリリットルはうまく利用して欲しいと思います。

ここの町でしか買えないことが大事な部分、この町に１千８００ミリリットル買いに来たよというこ

とも大事なことと私は思っていますし、１千８００なかったら、７００を買うよということで全体の

消費量は変わらないと思います。在庫の問題をずっと言われていますが、１千８００ミリリットルを

止めてもそんなに変わらないのかなと思っています。１千８００ミリリットルが無かったら、清里焼

酎は飲みませんと言うなら、増えていきますけれども、代わりに７００買っていくわけですから全体

量はそう大きな差はない。池下議員言われたとおり、売っている本数のことからいうと、在庫が増え

てまた販売出来るよという数字にはならないんだろうと思いますんで、在庫の問題は全然違う問題だ

と思います。１千８００がこの町に良いかどうかということについては、しっかりと考えて、しかも

この町でしか売れないというメリットが良いかなと思っております。 

在庫については、そこを強調されると違うんじゃないですか。むしろ１千８００が割安感があるか

ら、たくさん飲んでもらえる。単純な在庫確保で１千８００ミリリットルを止めるということはちょ

っと違うんじゃないかなという気がします。将来１千８００について、町内だけでしか買えない商品

にぜひ再販できるような努力をしていただければと思います。 

 

○前中委員長 

 所長。 
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○焼酎醸造所長 

 河口委員さんの御意見も踏まえながら次回の委員会ほど報告させていただきたいと思いますんで

御理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 これで焼酎終わりたいと思いますがよろしいですか。大変御苦労さんでした。 

 

○前中委員長 

 それでは町民課提案１点ございます。説明よろしくお願いします。 

 

○町民課長 

 それでは最初に町民課からの協議報告事項について御説明いたします。合同納骨塚につきまして

は、５月２５日の常任委員会において墓地条例の改正案をお示しした際に使用料についての御意見を

いただきました。墓じまいを行う際に多数納骨されている場合には、使用料が高額になり整理を行う

方の負担が大きくなる。一定数以上は定額にするようなことを考えられないかと、それから戦死者等

で氏名だけが表示され、実際に納骨されていない場合で、または遺品が収蔵されている場合があると

いった場合、利用料の設定等について他の自治体でどのような対応をしているか、検討の余地がない

かどうかということでございました。まず調査の結果について報告し、続けて説明をしたいと思いま

す。 

 

○前中委員長 

 担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 今課長からお話がありました、５月２５日の常任委員会の中で質問ありました、合同納骨塚の使用

料等について調査いたしましたので、ご報告させていただきます。まず北海道内の市町村が所有する

合同納骨塚の使用料について調査した結果ですが、１１市６町の使用料の状況といたしましては低い

金額で使用料５千円から高い金額だと管理料を含めた金額２万７千円で設定されていました。また、

複数の焼骨を埋蔵する際に使用料が定額になる市町村は１町で、１体当たりの使用料は２万円で３体

以上は５万円というものでした。また課長からお話がありましたが、ほかにお墓に埋蔵されて遺品等

の取り扱いについてですが、合同納骨塚に埋蔵できるものにつきましてはあくまでも焼骨のみといた

しまして、それ以外のものについてはお受けできません。遺品などが埋蔵されている場合につきまし

ては、遺族の方により保管もしくは処分をいただくよう御理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 それで前回も御説明いたしましたが、墓じまいにつきましては、改葬許可が必要であると。許可を

受けて収蔵する焼骨に対しては料金が発生すると考えているところでございます。それで戦死者等で
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納骨されていない場合には、収蔵する焼骨がないということになりますので、基本的にはそういった

場合は受け入れできないというふうに考えております。 

また遺品については焼骨ではないので、受け入れはできませんので遺族の方で保管するなりしてい

ただきたいということでございます。ただし、焼骨につきましては、町では実際にあるかないかを確

認することが困難な場合があるかと思います。遺族においては、例えば他の焼骨と一緒になっており、

納骨されていたんですよということで申請されれば、町の方が受けざるを得ない状況ないかと考えて

おります。この場合は、当然改葬の手続も必要になるでしょうし料金も発生すると考えているところ

でございます。また遺族の申請によって、逆の場合もあり得るかと思われます。実際、焼骨は２体分

ですよと言われれば２体分ですので、申請と実態の確認をしながら、判断をしていく必要があるんで

はないかというふうに今考えているところでございます。 

それから、墓じまいに際して、上限額を定めているのは山嵜の報告からあったとおり道内では１カ

所だけでありまして、通常焼骨一体について２万円ですが、３体以上は５万円としています。他の自

治体についてはそのような規定はありませんが、まず使用料の設定が安価であるためそのような設定

をしていないんではないかと予想しているところであります。それで前回定額について考えられない

かという意見がありましたが、墓じまいという状況にあってもある人数を超えた場合定額ということ

になりますと、使用料金の割引ということになるんではないかと。ということはほかの使用する方と

比較した場合、公平ではないんじゃないかという考えに立っております。それで、定額という方法は

避けたいというふうに考えているところでございます。それで、使用料につきましては、４月２０日

の常任委員会におきまして焼骨一体あたり２万円と設定し、御説明し理解をいただいていたところで

ございますが、他の自治体の状況ですとか、墓じまいという観点、それから公平性というところを考

えた場合には、２万円の設定が良いのかどうかということで、今回御意見をいただければということ

で提案させていただいたところでございます。よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 ただいま課長の方から合同納骨塚の使用料についての提案ということで、前回の５月の委員会の時

に墓じまいの関係で、お墓の中に遺族の中で何骨かの複数遺骨があるという場合の意見が前回委員会

で出た部分でございまして、それを検討した中で提案の中で割引というのはどうだろうという話がで

たんですけども。具体的にどのように各委員が考えておられるのか、今の説明で他町村において幅も

ありますね。５千円から２万７千円という範疇がありますんで、もし仮に前回の委員会では焼骨一体

２万円という形では出ていますけども、この辺検討の余地があるんであれば、納骨の骨に応じてやる

のかどうなのかと、そこら辺の意見なり、考え方を各委員よりお聞かせ願います。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 １点のみちょっと聞かせていただきたい。１１市６町の中で、幅がかなりあるんですね、５千円か

ら管理費込みで２万７千円。これもうちょっと細かい内訳は、５千円が何市町村ぐらいあるのか、１

万円が何市町だとか聞きたいなと。 

 

○前中委員長 

 担当。 
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○町民課長 

 資料をお渡しします。コピーを取ってきますので。 

 

○前中委員長 

 休憩。 

 

○前中委員長 

 それでは休憩を解きます。今池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今資料見て、７割ぐらいが１万円かなというふうに思ったんで、当初うちの町も２万円と言ってい

たんだけれども、１万円ぐらいが妥当なのかなと思うんですけど、あとは皆さんいろんな意見がある

んで、私はそういうふうに思います。 

 

○前中委員長 

 どうでしょう。ほかに、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 副委員長言われましたけども、今、町の説明の中にあった基本的に割り引くとか、あるいは墓じま

いの措置がないというのは当然のことかなと。そういう環境の中、逆に１万円という形で提案されて

はどうかなというふうに私も思います。 

 

○前中委員長 

 ほかの意見、何かございましたら。課長。 

 

○町民課長 

 それでは委員会から１万円といった形で御意見いただいたということで調整しまして、条例の方で

２万円ということでこの間お示ししましたので１万円ということでこうした中で今後提案に進めて

いきたいと考えております。 

 

○前中委員長 

 複数骨の場合は、その割引は無しにして、あくまでも一体で遺族からの申請を前提とするというこ

とでよろしいですか。 

 

○町民課長 

 そういうことで進めさせていただきたいと考えております。 

 

○前中委員長 

 今の件について何か。よろしいですか。他に町民課に関連して何か。よろしいですか。大変ご苦労

様でした。 



 

- 13 - 

 

○前中委員長 

 それでは保健福祉課より今回３点ほど提案説明がございます。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からの報告事項、１点目はケアハウスについて。２点目、平成２９年度介護老人保健施

設きよさとの運営状況について。３点目慶応義塾大学公衆衛生学研究会及び札幌医科大学地域医療実

習の受け入れについて。 

１点目は長野参与より、２点目は阿部総括主査より、３点目は進藤主幹より説明を申し上げます。 

 

○前中委員長 

 それではケアハウスについて。 

 

○保健福祉課参与 

 それでは、ケアハウスについて御説明申し上げます。資料の１ページ目をご覧ください。 

まず、大きな１つ目、職員体制（予定）ということで記載しております。こちらの方は８月１日か

らの職員配置ということで、指定管理を受けております社会福祉協議会から報告を受けたものでござ

います。職員体制ということで記載の施設長、介護支援専門員、この介護支援専門員は社会福祉協議

会での役職でありまして、もともとの構成でいきますと計画作成担当は、一般的にはケアマネジャー

と呼ばれる職種と介護職員を兼務するものであります。あと生活相談員ということで、こちらに記載

の３名の方が職員として配置予定となっております。その下介護職員２名、栄養士１名、事務職員１

名については、臨時職員ということで記載をしてございます。臨時の職員ですので、氏名記載は控え

させていただいておりますが、この４名の方につきましても確保できたということで報告を受けてお

ります。記載ございませんけれども、このほか給食につきましては、老健きよさとの委託を受けてい

る株式会社日総、あと宿直の職員についてはシルバーセンターに委託をする方向で進めているという

ことでございます。 

次に大きな２つ目、７月の２日から一次入居者の募集の申し込みを受けておりまして現在の状態に

ついて記載をしております。資料については７月の委員会時点ということで今週月曜の数字を記載し

ておりますが、口頭になりますけれども昨日までの速報ということでちょっと申し上げたいと思いま

す。現在電話も含めて相談に来られている方が２４名となっております。町内の方が１８名、町外の

方が４名。不明は電話で、どこの方とも名乗られなかったということなので不明で記載をしておりま

す。２４名のうち申し込み書類を受け取って帰られた方というのが１３名いらっしゃいます。内訳が

変わりまして町内の方が１２名、町外の方が１名となっております。さらに申し込みを提出された方

が合計４名となっております。町内の方が１名、町外の方が３名となっております。 

大きな３番目、今後の予定といたしまして、まず１の一般向け内覧会ということで記載をしてござ

います。７月２９日日曜日の１０時から１５時ということで予定をしております。日程につきまして

は、第３１回ふれあい広場２０１８きよさとと同じにしております。ふれあい広場の方、１３時まで

ということになっておりますけれども、そのイベントが終わった後にご覧になりたい方もいらっしゃ

るかなということで、案内の方は１５時までで予定をしております。この他の平日相談に来られてい

る方もできる限り施設の方も見ていただいた方が良いということで、御案内の方は随時しておりま
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す。（２）の落成式でございます。少し先になりますけれども９月２５日火曜日、これが１０月１日

のオープンの直前の大安の日ということで、できればこの日に開催しているということで午前中の開

催を予定しております。こちらもあの９月の議会の日程等も今後決まっていくんだと思うんですけれ

ども、そのあたり日程決まりましたら御案内申し上げたいと考えております。以上です。 

 

○前中委員長 

 ただいまケアハウスの職員体制並びに入居者募集申込状況等説明がございました。各委員より質疑

ありますか。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今現在始まって１０日ぐらいしか経っていませんけれども、こういうふうに多くの方が関心を持っ

てきているのかと思うのですが、当初町内優先になるのかなというふうに思うんですが、最終的に今

年度は満床にしないのかなというふうに思うんですが、最終的に町外からの申し込みが町内１名、町

外３名というふうに逆転している状況にあるんだけれども、最終的には町外からの受け入れは何名程

度を考えているのか。今の段階で解る範囲で。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいまの御質問でありますが、町だけの施設ではなくて、広域の施設ということでケアハウスを

建設また申込受付を行っているところです。はっきりとは言えない現状でありますが、できれば考え

ているのは、５０の内４０は町内、残りが町外になれば良いのかなという気はしております。 

また副委員長今言われたとおり、本年度で満床は難しいのではないかという話でしたが、今話して

いる中では４０名程度埋まってもらいたいなと。８月３日まで第１次募集ということで、チラシのほ

うを町内にお配りをした形をとっておりまして、まずは町内の方に申し込みをしていただきます。そ

れ以降町のホームページにも載せるのと８月１日から社会福祉協議会の職員、指定管理者の方があち

らに行きますので、１市３町になるかどうかこれからの話になりますが、チラシをまいて出来るだけ

４０名近くなるように持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。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに何か。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今回ケアハウスの事業を運営して行く中で、町民の方からよくわかってない方が結構まだまだおら

れる。ケアハウスは解っているけれど、それがいかなる施設であり、且つ金額といいますか、そこの

部分がかなり高額になるんでしょう。だから私たちではね・・・と思われている方が、かなり勘違い
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とまで言わないですけれども、なかなか御理解されてない方が多いというふうに、個人的に見受けら

れます。それで今課長おっしゃったとおり、今後チラシもいれていく、もちろん広報にも載せていく

ということなんですが、言葉があっているのかわからないですが、実際ひとり暮らしで、町営住宅で

それなりの方が生活していくことになった、生活費込みで考えていくと、実はそんなに割高ではでな

いんですよということをもうちょっと周知してあげた方が、ただこういう施設ができましただけでは

なく、それによって我が町でも問題になっています若い世代から含めたその住環境問題ですとか、そ

ういう住環境の改善とかにもつながっていく、町営住宅から移ってもらうとかいろいろ出てくると思

います。もっと利用料金体制部分もわかりやすく納得していただけるような周知の仕方をお願いした

いと。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

ただいま伊藤議員からお話がありました件ですけれども、４月の１日に料金のチラシ入れただけ

で、その後お知らせしておりませんので、周知が足りなかったかなと思いますので、今後の対応とし

ていきたいなと。 

料金の関係より、問い合わせがあるのが介護施設として勘違いしている、こちらの方がずっと多い

ものですから相談に来られた中では社会福祉協議会の職員が担当して面談を行っているわけですが、

それらをきちんと説明したなかでやっている状況でありますので、それらも含めた中で今後の周知の

方法もやっていきたいなと思います。先ほど申しましたとおりホームページ８月３日以降になるかな

と思いますけれども、周知をやっていきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員 

 今、課長のほうから御説明頂いたんですけれども、介護施設かと思っている方々が要は介護じゃな

い方が私たちは入れないんでしょうと思っているパターンもあるんですよね。それと、今おっしゃい

ましたホームページとかなると、高齢者の方で目を通す場面がなかなか少ないのかもしれない。その

辺も加味して今後周知していただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 さきほど申しましたとおり、８月１日以降社会福祉協議会の職員が事務室の方に入ります。この前

も準備室の職員と、それから社会福祉協議会の事務局長と話しまして、８月３日以降もチラシとかも

しないと駄目だという話もしております。紙ベース、アナログと言ったらあれですけども、こういう

方法も考えながら先ほど申しました１市３町が良いのかどうか含めながらの考え方もありますんで、

それももう一度話していきたいなというふうに思っていますので、ご理解いただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 ほかに何かございませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

 介護職員の４名は将来的にはどういう考え方なのか。これ社会福祉協議会の問題なんでしょうけど

も基本的に行政側の指導が大きいだろうと思います。どういうふうに考えるか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 たまたま臨時職員で名前は載せていないんですけれど、既に決まっております。常勤の臨時職員の

４名となります。 

 

○河口委員 

 きちんと本採用ではないのか。 

 

○保健福祉課長 

 今のところ臨時職員という形です。今年度は何名入るかかまだわからない状況でありますので、今

後、社会福祉協議会の方で本採用にするかどうかはまた、別の話になってきますけれども、とりあえ

ず今のところは常勤の臨時職員という形の４名を確保していくという形でご理解いただきたいと思

います。 

 

○河口委員 

 今の答弁についても非常に不満です。建設当時から決まっていることです。これをどうやって運営

するのか。５０床満床で経営計画は去年出されてたですけども、当然５０床を入れなきゃいけないと

いうのが目標。今年は４０で良い。そういう問題じゃないだろうと。 

しかも栄養士について、こないだ臨時の募集がありました。これについて必要な人ですよ。栄養士。

いずれにしても今年どうなるかわかりませんから臨時でって、そうじゃないんですね。この施設は今

後未来永劫つながるんですから、しっかりとした本採用、きちんとしたスタッフを御用意してスター

トする。建てた以上は必要なんです。その辺はきちんと踏まえて、５０人入って丁度になる計画を立

てたわけです。当然これはもうスタート時点から気構えを持って臨んでいただきたいなと思いますん

で、本採用をするという気構えで臨んでほしいなと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず、５０床入れないとは言っていませんので、向けた努力でやっていきたいと考えています。４

０人で良いと言っているわけではない。５０入れば、７名でやっていける人数にはなるんですが、採
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用関係は社会福祉協議会指定管理者との関係もありますんで、予算段階では今年の予算含む形で常勤

臨時職員という形で話して、社会福祉協議会の方も臨時職員という形になっております。今後、また

話の中で、それらも議員さんからも出ていますということでお話をしていかなければいけないかなと

思います。今のところは４名臨時職員常勤の職員ということで御理解いただきたいと思います。また

栄養士につきましては先ほど参与の方から老健の食堂という話をしたんですけども、そこの栄養士の

兼務もできたんですけれどもここの栄養士ということで確保できましたんで、７名体制でとりあえず

進めて行くという事で本年度ご理解いただきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 私の中ではきちんとした雇用があり、身分保障をきちんとするということが地方における雇用の安

定が一番大事なことだろうと思いますんで、臨時で済まそうということではない、本採用ということ

でいただきたいと思います。 

５０床の件なんですが、情報を一番持っているのは、福祉協議会のヘルパーさんだとか、情報は一

番持っているんじゃないかなと思う。入ったらどうなるかっていうようなことっていうのは今までア

クションは起こされているんでしょうか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ヘルパー情報とかも聞いてもおりますし、ケアマネさんの方からお話する時もケアハウスの話はし

ております。ケアマネジャーにお話があるのがやはり多いかなと。それらの人もこういう施設だよと

いう説明をしながらどんどんどんどんお話はしていると思います。  

またこういう話しをしてはどうかなと思うんですけど、今のその予算の中で正職員にしてしまうと

料金の方低料金で押さえているような部分もあります。そちらの兼ね合いも出てくるんですけど、今

後走っていく中で見直さなきゃいけない部分が出てきた段階で議員各位と協議しながらやっていか

なければいけないかなと思っております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに何かございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 確認と言いますか、教えていただきたいんですけども、取りあえず１次募集８月の３日まで、その

後の入居までの流れを教えて欲しいんですけれども。選定委員さんが選定されて、入居許可となるよ

うな御話だったですけれども、だいたいいつぐらいで行われていくのかと、１階から３階まで部屋が

あるわけですけれども、どの部屋に入りたいとかそういういろんなこともあると思うんですが、その

辺の希望とか選定委員さんを含めてどういう流れになっていくか教えていただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 今後の主なスケジュールでありますが、８月の中旬に一次選考の申し込みを受けまして、８月の下

旬にはなるのかなと思うんですけども、社会福祉協議会の方で選考委員会を開きまして、９月の上旬

に結果の方の通知をしていきたいなと考えています。その後３日以降のチラシですとかホームページ

等のお話をしましたが、随時くると思いますので、最初の段階は何回か選考委員会を開かなければい

けないのかなと社会福祉協議会のほうとも話しております。出てきた段階で、集まって決めて行きた

いと思います。ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 一旦８月の３日までの部分で、締め切って作業を開始するということでよろしいですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 おっしゃられたとおり、それで１回やります。ただ、どんどんくると思いますんで、件数見ながら

社会福祉協議会の方と話しながら決めていかなければいけないかなと思っています。御理解いただき

たいと思います。 

 

○堀川委員 

 選考委員さんが何人なのかという事と入居希望の部屋をどういうふうに振り分けていくのかを教

えて頂きたいと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず部屋の希望はまだ考えてはいなかったんです。話していく中で１階が良いなとか社会福祉協議

会職員で準備をやってますんで、そこでもしかすると話聞いているかもしれませんので、ご希望に沿

えるかどうか、これからの話になってくるのかと思います。選考委員ですけれども、まず施設長、生

活相談員、介護職員、計画作成担当者、民生児童委員協議会から２名、それから私の７名で選考して

いきたいと思います。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。他に何か。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 小さい事ですけれど、今の選考にあたってほとんどないと思うんですけども駄目ですということも

あり得るんでしょうか。例えば要介護でかなり介護度が高い方はわかるんですが、それ以外でダメで

すよってなるパターンはどんなことがあるのか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 収入が本当に無い人。保証人が２名つけることになっているので、１名以上となっています。やは

り一番は伊藤議員言われた介護度ですかね。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。それでは引き続きまして、②平成２９度介護老人保健施設きよさと運営

状況について提案説明です。担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは、平成２９年度老健きよさとの状況という事で指定管理者から上がっておりますので、ご

説明いたします。 

昨年度２９年度の状況、１番入所通所関係の利用状況でございます。昨年度におきましては、委員

皆様御理解いただきながら、途中で医師の交代もあったり、その前からの運営状況というのは縷々御

説明させていただいておりましたが、結果としまして年度平均で入所６６．３ということになってお

りまして、短期入所が３という形の状況で増減しながら、３月末までの運営があったということでご

ざいます。中で鋭意努力していたというところもありますけれども、ここ近年の動きとしては、医師

の判断状況等もあわせた運営によって数字がまとまっているところでございます。参考までですけど

も、本日現在第１四半期の部分、御説明差し上げますが、４月・５月・６月でいきますと６月に末締

めでございまして、７０．２という状況でございます。４月が６９、５月が７１、そして今７０．２

という状況で入所と短期を合せた形の１ヶ月平均ですけどもやや上向いているというところでござ

いますが、今後の推移を見ていきたいと思っています。 

合わせて通所の方にもまいりますが、昨年の２９年１３．９とありますが、現在１６．５という状

況でございます。新しい介護保険の単価等も含めて、制度が３０年からスタートしておりますので、

こういった部分での対応等を見ながら鋭意努力しているということをまずはお伝えしたいと思いま

す。 

２の入居状況ですけれども、これは３月末で７１という事でご了承いただければと思います。 

３番の方ですが、介護度の区分はこちらの方で入所通所におきましては、平均で２．５と１．９と

いうことになっているところでございます。 

４番目につきましての年齢区分におきましては、平均で８６歳から通所においては８３．５歳とい
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うことで統計がでているところでございます。 

５番の職員配置状況でございますが、必要基準を満たしているところでございます。昨年、一昨年

部分がありますけれども適切な出入りも多少あるのかもしれませんけれども、年度末においての人員

確保ということについては満たしているということで、前年との比較は載っているところでございま

す。それぞれの職員の分についてある程度の補充枠を見ながら運営しているという状況でございま

す。 

６の利用料金につきましては、これまでの昨年度の設定料金の部分を記載しているものでございま

す。以上で運営状況の関係説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成２９年度介護老人保健施設きよさとの提案説明がございました。各委員より質疑受け

たいと思います。何かございませんか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ５番の職員の配置状況ですが、介護支援専門員が昨年その前と比べて、人数がちょっと少ないのか

な。入所・通所の関係の介護福祉士、介護員が若干足りなくなっているのか、そこら辺はこの人員で

足りているのか。 

 

○前中委員長 

 看護師のみ減っているという、そこの説明をお願いいたします。 

 

○保健福祉課長 

ただいま配置基準でみられたのかなと思います。介護支援専門員は１増になっております。減にな

っているのが看護師・准看護師の部分で０．３ですので配置基準、これはすべて満たしているという

形になっておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。伊藤議員。 

 

○伊藤委員 

 もし今わかればでよろしいですが、３の利用者の介護度区分があるんですけれども、要介護３以上

で特養に入っている方は良いんですが、その特養にも入られていない、また老健にも入られていない、

町内在中の人数は解るのか。 

 

○保健福祉課長 

 数字持って来ていませんのであとで。次回の委員会でよろしいですか。 

 

○前中委員長 

 他ございませんか。参考までに介護施設でオーラルケア・口腔ケアが重視されて、やはり食の改善

等々でかなり介護度が下がることがあると聞いております。そのへんに対し行政としてどのように検
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討しているのか。 

 

○保健福祉課長 

 今町としましては、清楽園があります。老健があります。ケアハウスが出来、健康長寿には口腔ケ

アの事業が出てくるのかなと思います。また、妊産婦それから乳幼児等も出てきますので、実は歯科

衛生士は資格職になっておりまして、清里町では今まで採用というのがないですけれども、今後は正

職１名を考えていかなければならない時代に来ているのかなということで、まだきちんとした話はし

てないですけれども、今後職員採用も含めた中、歯科衛生士の資格を持った人の採用についても考え

ながら委員長言われました口腔ケアの部分をカバーしていきたいと私も個人的には思っているとい

うことでご理解いただきたいなと思っております。 

 

○前中委員長 

 技術職ということで捉えるのか、一般職としての兼務の中で歯科衛生士の資格か、どのようにそこ

ら辺は。 

 

○保健福祉課長 

 やはり資格をもった技術職、保健師とかと一緒ですね。例えば一人の口腔ケアを１～２分で終わる

ような問題ではないかなと。やっぱり３０分ぐらいかけてみたり、いろんなケースがあります。町の

職員であるけども口腔ケアの部分で例えば清楽園さんに１週間いって見たり、老健に行ってみたりケ

アハウスに行ってみたり、また妊産婦をみたり窓口対応をしてみたりとかいろいろなケースが考えら

れますので、さっきも申しました通りまだ個人的な考えという事でご理解いただきたいなと思いま

す。 

 

○前中委員長 

よろしいですか。③慶應義塾大学公衆衛生学科研究会及び札幌医科大学地域医療実習の受け入れに

ついて。 

 

○保健福祉課主幹 

 それでは慶應義塾大学公衆衛生研究会及び札幌医科大学地域医療実習の受け入れについて御説明

いたします。はじめに慶應義塾大学の公衆衛生学研究会につきましては、今月号の広報にも掲載して

おりますが、８月の３日金曜日から１２日日曜日、家庭訪問を通して、地域における住民の健康状態

ですとか、労働実態などの調査を行い、地域課題を整理するとともに健康講習会を行い、住民と触れ

合う活動を行っていきます。 

参加者につきましては、学生が２１名と引率教員が１名でこれら２つの調査団にわかれて活動をし

ていきます。次に札幌医科大学の地域医療実習につきましては、８月５日日曜日から８日水曜日、老

健きよさとの入所、通所、地域包括支援センター、清里クリニック及び保健センターによる活動の様

子を見学、体験しながら利用者及び職員との懇談をとおして、清里町の保健医療の様子を学ぶ活動と

して行います。参加者につきましては学生３名と引率教員２名となっております。以上で報告を終わ

ります。 
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○前中委員長 

 只今慶應義塾大学公衆衛生学科及び札幌医科大学地域医療実習の受け入れ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。何かございますか。全体をとおして保健福祉課ご

ざいましたら。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 総務課でも話したのですが、福祉入浴券の関係の利用が３割から４割という環境の中で、当初は３

年ぐらい前からその５０％を町が負担するって形で行ってきたんですが、高齢者福祉に関して、入浴

だけっていうことじゃなくて、この高齢者福祉っていうところを踏まえた時に入浴とあるいはタクシ

ー券。交通機関の選択制という方法もあるんじゃないかと。そういう形で受ける・受けないは個人の

環境の中で広く、その事業の展開を図っていく必要があるような気がする。今後に向けて高齢者福祉

に関する事業として、入浴だけなくて全般を見た中でタクシー券にかかわらず、いろんな形での選択

方法が可能な事業展開ができるのかどうなのか、ひとつ検討していただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

加藤委員からお話があったとおり、入浴券のほう交付いたしまして３割程度の人が活用して町内に

ある温泉３施設を利用して、平成２７年でしたか、２分の１の補助を行っております。また高齢者だ

けでなく、障がい者の方は無制限で出している形となっております。 

これらも含めた中で、話は、今後していかなければいけないかなと思っています。また福祉のタク

シー券が良いのか、以前からお話のある地域交通の関係が良いのか、それら含めた中で、総務の方で

も話してもらえたということでしたので、横の連携を密にしながら、今後の政策として来年度か再来

年かもしれませんけども話のテーブルに載せていきたいなと思っております。ご理解いただきたいと

思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。何かございますか。保健福祉課を終わりたいと思いますけれども。 

それでは大きな２、次回常任委員会について。 

 

○議会事務局長 

 次回でございますが、８月８日水曜日この会場で、総務常任委員会終了後に行う予定ですのでよろ

しくお願いいたします。 

 

○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。 
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○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第８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 午前１１時４５分） 

 


