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第７回産業福祉常任委員会会議録 

令和元年 10月 11日（金） 

開 会  午前 10時 12分 

閉 会  午前 10時 41分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●保健福祉課 

 ①幼児教育・保育の無償化について 

 ②ケアハウスについて 

 

２．所管事務調査について 

  

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  伊 藤 忠 之    副委員長  勝 又 武 司 

    委  員  前 中 康 男    委  員  村 島 健 二      

     委  員  堀 川 哲 男    委  員  古 谷 一 夫 

       委  員  岡 本 英 明    議  長  田 中   誠                

    

 

○欠席委員   なし 

  

 

○説明のため出席した者の職氏名 

■保健福祉課長       野呂田成人   ■保健福祉課主幹     宮津 貴司 

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

 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    書  記  世 良 奈都子 
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  ●開会の宣告 

 

○伊藤委員長 

  それでは、第７回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

○伊藤委員長  

それでは第７回産業福祉常任委員会をはじめたいと思います。 

保健福祉課の方から、２点ほど提案がございます。説明よろしくお願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長  

それでは保健福祉課からの案件ですけれども、２点。１点目、幼児教育・保育の無償化につき

まして。それから２点目、ケアハウスにつきまして、それぞれ担当より御説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長  

担当。 

 

○子ども子育てＧ総括主査  

それでは、１ページの幼児教育・保育の無償化につきまして御説明をさせていただきます。

10 月から始まりました無償化の対象者に係る決定の状況につきまして、御報告をさせていた

だきます。 

（１）の幼稚園の教育部分です。こちらは保育を必要としないご家庭の部分です。こちらに

つきましては、現在清里町にお住まいの園児が、37名おりまして全員無償化の対象として決定

をしております。 

ここには記載をしておりませんが、現在、やまと幼稚園では他に２名、小清水町から通って

いらっしゃるお子さんがおりまして、２名につきましては、小清水町で認定を受けているとい

うことになっております。 

（２）番目の幼稚園の午後の預かり保育の部分です。こちらにつきましては、要件としまし

て保護者の就労で保育を必要とする方につきましては、無償化の対象とするということになっ

ております。表を見ていただきまして、満３歳の部分なんですけれども、却下が１件出ており

ます。満３歳につきましては、下の※印にありますように非課税世帯が対象となっております

ので、こちらの却下の１件は、課税世帯ということで却下となっております。他の３歳から５

歳児の部分につきましては要件を満たしておりますので、預かり保育の無償化の対象となって

おります。 

（３）番の保育所に入所のお子さんの部分です。こちらにつきましては、幼稚園と違いまし

て申請の手続が必要ない、今保育所に入所している方につきましては、自動的に無償化の対象

になるということで申請手続はとっておりません。決定としましては、３歳から５歳につきま

しては全員、清里保育所が 49 件、札弦７件ということで決定をさせていただいております。

こちらにつきましても、３歳未満児のところは入所しているお子さんいらっしゃいますけれど

も、こちらも非課税世帯が対象となっておりまして、現在のところ非課税世帯はおりませんの
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で、該当がゼロ件ということでございます。 

続きまして、２番目の今回の無償化に係る保育料の経費につきまして、10月１日現在の概算

の算定の部分をご報告いたします。 

（１）の幼稚園の教育部分です。一人当たりの上限月額２万 5,700円ということで予算を組

ませていただいておりますが、幼稚園の保育料で月額１万５千円というのと、あと 2,160円と

いうところは入園料、こちらが２万６千円年間でかかっておりまして、それを 10 月分から３

月分まで半額１万３千円にいたしまして、それを１ヶ月ごと、月額で割った数字ということで

2,160円となっております。現在 10月１日現在で決定をいたしました 37人に半年分、６ヶ

月分を掛けまして 380万 9,520円が、現在のところかかる経費となっております。 

（２）番目、幼稚園の預かり保育の部分です。こちらは一人当たりの上限月額１万 1,300円

となっておりますが、幼稚園の預かり保育の月額設定が７千円というふうになっておりますの

で、７千円以上かかるお子さんがいないというところで、７千円で今回決定させていただいた

27人分を６ヶ月ということで、113万４千円が無償化にかかる経費としています。 

（３）番目、保育所の入所時につきましては、９月に所得の見直しを行いまして、今回、無償

化の対象となりました３歳から５歳児の保育料の合計、月の保育料の合計が 137万 5,100円

となっております。そちらの６ヶ月分ということで 825万 600円。こちらが保育所に入所さ

れているお子さんの無償化の対象の部分の経費となっております。無償化に関しては、以上で

説明を終わらせていただきます。 

 

○伊藤委員長  

保健福祉課の方から幼児教育・保育の無償化について説明がございました。委員の皆様方、

何かご質問等はございませんか。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

決算委員会の時もお尋ねしたんですけれども、町の単独制度の中で保育料の無料化をやって

きたと、今回そういった形の中で国の対策としてこういった新しい制度がスタートして、それ

と置き換えを補正も含め、財源も含めてしてきたという形の中で、今ちょうど来年度に向けて

新年度予算の編成に入っていくと思うんですけれども、対象外、国の制度の中における未満児

等の所得要件等を含めた部分での少子化対策を前提とした時に、財源が置き換わって国の交付

金等の中で手厚くされてきた部分について、一般的に言えば町でやってきたのが浮いてくると

いった差額が出てくるわけで。そういった状況を前提にした時に、幼児教育・保育の部分でそ

の３歳児未満の未満児における所得要件の考え方みたいなのは、ある一定の所得要件みたいな

ものは外してこの町については少子化対策、人口減少対策、子育て支援という観点から必要じ

ゃないかという考え方もあると思うんですけども、特に農家の方たちは所得が出てきていて、

なかなかその辺が今言った未満児等について対象になってこないとか、ある一定の勤労者につ

いても、ある程度の所得が出てくるのでそういった形の中で未満児とそう言いますけども、当

町においては先ほども幼稚園で町外からとお話もありましたけれども、保育所２つと私立幼稚
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園１つと、町内における人の移動はそんなに激しくないわけで、よく言われるのは保育料の所

得要件が非常に厳しい部分の、他の町ですよ。うちの町については、幼稚園からこの制度が出

来たら保育所に移っていくといった色んな形が現実的に見られて、来年度以降の保育の体制と

か幼児の体制とか保育士の確保というのは、今後見通しがきかないと言った、当町における、

そういった子育て支援、少子化対策という観点にたって前段の部分の所得要件に対する考え方

みたいなものを、新年度に向けて検討されているのかどうか、具体的に。未満児における要件

を外してある程度浮いた財源といったら表現はちょっとおかしいかもしれませんが、それを充

当しながら、さらに子育て支援の充実を図っていく方向性が今検討されているかどうかだけ確

認させてください。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

確かですね、８月の常任委員会の時に説明させていただいた時に、この論点につきまして御

質問いただいた形をとっておりまして、まず 10 月スタートの部分につきましては、国の制度

にのっとってまずは行っていきます。ただ、４月からの部分、現実的に、議員おっしゃるとおり

３歳未満の課税の世帯、児童で言いますと、19名いらっしゃいます。これらの方をどうするん

だというのがありまして、10 月１日スタートの部分でも町の理事者ともお話を行っていたわ

けですが、何とか財源を見つけて無償化の対象にしていきたいというのが、まずは考えでござ

います。ただ、先ほど申しました通り、歳入の部分がございまして、もともと清里町は国の基準

から見て保育料は大分抑えていた現状がありまして、それを上げて沢山という話には実はなら

ない。こういう事はしないように、というような指導が来ているのも現状でありますし、当た

り前のことなのかなと思いますが、その中でもやはり町長の施策の一丁目一番地で子ども子育

てがございますので、子ども子育て基金、これの活用も視野に入れながら何とか拾いたいとい

うところで検討はしておりますので、御理解をいただきたいと思いますし、現実的に予算の作

業実は懸案事項等もございまして、それが 10 月の第３週に予定されておりますので、この常

任委員会で出た質問のことも併せながら、何とか原課としては拾っていきたい考えがございま

すので理事者と協議を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

財源的な手当、大変かなと思うんですけど、中心的な施策という位置づけの中で、ここ数年

取り組んでいくという形の中で所得要件等によって、その差異が出てくるということについて

は、今後どうなのか。それも 100人 200人という話ではなくして、19人ないし 20人以下、

現実的に当町の保育料が所得階層が区分等によって６割が７割に圧縮されているのは事実であ

って、それを急激に上げるってことについては、今回の導入において国はだめですよと指導を
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受けているといった形態にして、財源手当の難しさというものを前提としながらも、積極的に

多くの保育と教育における平等性みたいな、所得云々という部分でも所得配分という公平性と

いうことも、負担の公平さもありましょうけれども、どちらにシフトをして、どちらに重点を

置くかということは、当町においては子育て支援を重点施策という形の中でやってきたという

経過も踏まえた中で積極的な検討というものを継続的に行っていただきたい、このように思い

ます。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

ただいまの御意見を参考にやって行かなければいけない。一般財源の方も視野に入れながら

協議の方も進めていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、何かございませんか。ないようでしたら２番目の方。担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査  

それでは２番目のケアハウスについてを説明いたしますので、資料２ページをお開きくださ

い。入所者数に動きがありましたので、ご報告いたします。10月 4日現在の入居者数は 30名

となっております。また、入居承認し、契約も済んだ方が、その他６名おりまして、実は本日、

２名が入居の予定で 32名となる予定となっております。残り４名は、11月いっぱいには入居

されることとなります。６名は札幌１名、清里３名、美幌１名、北見１名で、全体の内訳としま

しては清里 25 名、斜里２名、北見５名、美幌２名、札幌１名、道外１名の 36 名となる予定

でございます。今後、さらに２名の申込みがありまして今、判定会議の準備の調整中というこ

とになります。以上で説明といたします。 

 

○伊藤委員長  

ただいまケアハウスについて所管の方から説明がございました。委員の皆様方、何か質問等

がございましたら、よろしくお願いいたします。ございませんか。それでは保健福祉課全般を

含めて。課長。 

 

○保健福祉課長  

議題にはないんですけど、先ほど総務常任委員会でもご説明いたしました福祉入浴券の関係

でございますが、先ほどちょっと詳しく説明をしすぎた部分もございましたけれども、そのよ

うな形で原課の方は考えておりまして、今後先程申しました通り、町長の協議の方が入ってま

いりますので、またその時に色々案件を、うちの方も町長と話しながら決めていきたいと考え

ておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。 

 

○伊藤委員長  
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全般含めて何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員  

網走厚生病院の脳外の関係、次の段階で債務負担行為を組んで覚書協定書というレベルに、

次行くという話なっていますけども、その後の９月定例会後の進捗状況について、概要をでき

ればご報告願いたいと思いますが。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。課長。 

 

○保健福祉課長  

ただいま質問ございました網走脳神経外科の関係でございます。９月の定例会におきまして

議員皆様方の御理解をいただきまして債務負担行為、機器の購入、それから毎年の支援の関係、

これの議決をいただいたような形でございます。この後になりますけれども、３社の協定の関

係とかも説明いたしましたが、今現在まだ日程の方が詰まっていないような状況でございます

ので、できるだけ早い段階で協定書を結ぶ作業を、網走市が中心となって行うこととなってお

ります。その後なんですけども、やはり住民周知が大切だろうということで、これは各議員さ

んからの御意見もあると思いますけれども、広報等を通じて行っていかなければいけないとこ

ろですが、まだ開設の時期、実は医師の確保ができているわけなんですが、スタッフ、看護師の

確保の方にちょっと時間を要しているという部分がございまして、できるだけ、ここだけのあ

れなんですけど、１月開設に向けた準備を進めているということで御理解をいただきたいと思

いますし、その協定が終わった段階でいつになるかというのが大体出てくるのではないかなと

思いますので、広報等のお知らせもホームページも通じながら２段階になるかもしれませんけ

れども、住民の方の周知についても考えていきたいなというふうに思います。今のところ、ま

だ協定の日にちとかも決まってないということで、ご理解いただきたいと思います。以上であ

ります。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

特に今後具体的な事務的な作業をきちんと行われていくという前提にたって住民周知がされ

ていくと。どうしても新聞報道が先行しながら、当町の状況が見えてこないというところが、

やっぱり町民皆さんがどうなっているのかなと。きっと具体的な金額が小清水はこうですよ、

網走はこうですよと、新聞報道がどんどん先行している状況の中において、町民がそれでしか

情報を得られないという実態もあるってことを鑑みて、適時、必要に応じて町の立場としてや

っていくことが、町民皆さんの安心感のためにも必要かと思いますんで、その辺しっかりと取

り組んでいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長  
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課長。 

 

○保健福祉課長  

実は１市４町の部課長の中では、やはり町民への周知というのは大切だよということでお話

をしている段階で、私の方も実は 10 月１日に向けた広報の原稿までは作って実際協議もした

んです。どこら辺までお話できるだろうかなということを言ったんですが、やはり協定が終わ

らなければ医師の動向とかもわからない状況でございますので、概要もわからないような状況

で、ただ住民に説明しても逆に病院等に直接電話をかけてしまうという方もいらっしゃるんじ

ゃないかという懸念もございましたので、今現在は抑えている状況でございます。決まり次第、

委員おっしゃられた通り、住民周知、とても大切なことでございますし、皆さんが不安に思っ

ていることでもございますので、できるだけ早めに周知を図っていきたいと考えておりました

けれども、そのような事情であるということでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

他、前中委員。 

 

○前中委員  

保育所の関係で戻るんですけど、参考までに時間外保育だとか延長保育の実態、本町あるの

かないのかという部分と。その部分に対する今回の無償化措置はとられないと思うんですけど

も、その点。それともう１つ、次年度予算の中で、子育て世代でよく聞かれる話が、０～３歳と

いう部分の２歳半以上の保育預かりというか保育所なり、それを２歳だとか２歳未満までに持

っていって欲しいという要望も現実あると思うんですけども、そこら辺の考え方、なかなか次

年度の中の話で難しいですけども、そこら辺現実、ただ延長保育になるとそこの勤務している

保育士さんの時間外手当の問題とかもありますから、現実どうなっているか。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

現実的にですね。清里保育所につきましては１歳半から。それから札弦保育所につきまして

は２歳半から。実はもう保育の方始めておりますので。保育士の時間外、やはり福利厚生の大

切な部分でありますが、早番、遅番の制度を利用して、遅く来て今現在は大体６時半まで見て

いるような方が数名いらっしゃるんですけども、そのような状況で推移しておりますので御理

解いただきたいなと思います。 

 

○前中委員  

その部分に対しての料金体系っていう部分、保護者に対してはとっていないということで理

解してよろしいですか。 

 

○伊藤委員長  
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課長。 

 

○保健福祉課長  

その通りです。 

 

○前中委員  

他、民間あたりは延長保育に関しては、有償でいただいているケースがあって、そこは無償

化の対象から外れていることになるんで、本町はそういう部分ではサービスとは言わないけど、

そういった部分では考慮しているっていうことでアナウンスして良いということですね。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、何か全般通してございませんか。 

なければ、私の方から１点だけよろしいですか。うちの町、子育てに優しいということで一

丁目一番地でやっているという話なんですけど、所管ここになると思うんですけれども、授乳

室の話になるんですけど、きよ～るの方に授乳室ってありますよね。この間の産業まつりがあ

った時に、町外の方だと思うんですけれども、来場者の中で授乳室ってないんですか。という

ことを聞かれた方が結構おられるみたいで、よくよく考えるとプラネット自体に授乳室って無

いんですよね。それでこの御時世ですし、プラネット及び町民会館、例えば災害時などに避難

所として開設されるわけで、町内の中で一番大きい避難所ということで、こういうところにも

授乳室ってあった方が良いんじゃないのかなと。さらにですけれども、災害時用に今あるみた

いなんですが、簡易テントみたいな形での授乳室というんですか。とういのが今いろんな各市

町村で取り入れているみたいなんですけども、そんなのも何脚必要なのかもよくわかりません

が、ある程度そういう災害に兼ね備えた形で用意しておくということも検討するべきなのでは

ないかなと思いますが。 

 

○伊藤委員長 

課長。 

 

○保健福祉課長  

議員御指摘のとおりですね。きよ～るにつきましては建て替えをした時も委員として入った

んですが、やはりこれからの時代、授乳室必要だということでつけたような形をとっておりま

す。その他の、施設につきましては、そのような話が出る前に建ったものですから、これらにつ

いて話し進んでいるかというと、やはり進んでいないのが現状かなと思います。とても大切な

意見で、防災、本当に想定外、もう想定外という言葉はない位に各地でいろいろな災害が起き

てございますので、それらも含めた中でそれぞれの建物につきましては、それぞれの課で管理

しているので、その課でやっているという部分がございますので、これを引き継いでそれぞれ

で対応をとっていかなければいけないということでお話はしたいなと思いますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長  
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授乳室の話したんですけど、実はプラネットは生涯学習課ですかには個人的な話になってき

ますが、授乳室もそうなんですけどそれにプラスアルファ、おむつ。その部分が今トイレであ

ったんで、できればそんなにきっちりとしたものじゃなくても良いと思うんですけど、例えば

イベントとかだったら和室その時だけ変えて使うとかでも良いんでしょうけど、基本的には常

時あった方が良いのかなという気もしますので、授乳室に関してオムツの部分も同時並行で検

討していていただければ有難いかなと思います。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

プラネットのトイレ、僕も見ていないんですけど、あるかなと思いますが、１個なのかなと

思います。障がい者用の広いスペース、そこでやっているんでそれでいくと他のところも若干

ついている所あるんじゃないかと。ちょっと僕も調べたことはないんで、これらが全町的な課

題にもなりますのでお話の方は総務課を通じてになると思いますけども、お話をさせていただ

きたいなと思います。 

 

○伊藤委員長  

よろしくお願いします。他、ございませんか。 

なければ保健福祉課の方を終了したいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長  

大きな２番目、所管事務調査について、よろしくお願いします。 

 

○議会事務局長  

１点目の所管事務調査のついてでございますが、先の常任委員会でもお話ししましたが、11

月 20日から 22日の日程となっております。20日にむかわ町、21日に上砂川町、北海道防

災航空室、22日は帰町のスケジュールとなっているところでございます。これで進めたいと思

いますので、ご了承の方よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですよね。次に大きな３番、次回委員会について。局長。 

 

○議会事務局長  

次回委員会でございますが、11月 15日金曜日、総務文教常任委員会終了後、この会場で行

う予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長  

次、大きな４番その他何かございますか。局長。 
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○議会事務局長  

来年度の予算要求の関係で、道外の所管事務調査の予算要求の関係がございますので、総務

文教常任委員会との合同調査になりますので、両方の正副委員長と大まかな視察先について御

協議させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長   

他、何かございますか。 

  

 

  ●閉会の宣告 

 

○伊藤委員長  

 それでは第７回産業福祉常任委員会を終わりたいと思います。皆さんご苦労さまでした。 

 

（閉会  午前 10時 41分） 


