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第８回産業福祉常任委員会会議録 

令和元年 11月 15日（金） 

開 会  午前 11 時 42 分 

閉 会  午後  １時 52 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高齢者等の暖房費等支援事業について 

 ②福祉入浴券事業について 

 ③網走厚生病院脳神経外科医療体制整備について 

 ④債務負担行為補正の追加について（清里町診療所支援事業） 

 ⑤清里町診療所無償貸与機器類の更新について 

 

●焼酎醸造所 

  ①令和元年度焼酎事業実績（第 2 四半期）について 

 

●町民課 

  ①令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3号）について 

 

２．懇談会で出された意見・要望等について  

 ・商店街の排雪、道々街灯について 

 

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 
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○説明のため出席した者の職氏名 

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

■福祉介護Ｇ総括主査    寺岡 輝美   

■総務課長         藤代 弘輝   ■管財Ｇ総括主査     北川  実  

 ■焼酎醸造所主査      廣谷 淳平 

■町民課長         熊谷 雄二   ■町民課主幹       梅村百合子 

■町民生活Ｇ総括主査    水尾 和広   ■町民生活Ｇ主査     藤森 宏樹 

■税務・収納Ｇ主査     土井 泰宣 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    書  記  世 良 奈都子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○伊藤委員長 

 それでは、第８回産業福祉常任委員会を始めたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 時間の都合上予定を変更して行ってしたいと思っております。まず町民課になります。町民

課の皆様も予定変更の中、色々とやりくりしていただきありがとうございます。町民課の方か

ら１点ありますのでよろしくお願いいたします。課長。 

 

○町民課長 

 町民課から協議事項１件について概要の御説明をいたします。令和元年度国民健康保険事業

特別会計補正予算(第３号)につきましては、国保情報システムが改修されることに伴いまして

町が所有してございます、国民健康保険のシステム。具体的にはリームスという機械でござい

ますが、こちらの改修事業費を増額するものでございます。なお、国の制度改正に伴う改修で

ございますので、財源はすべて国費でございます。また議会への提案は 12 月定例会を予定し

てございます。詳細につきましては、担当の藤森主査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。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○町民課主査 

 令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第３号)の概要を説明させていただきます。
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議案の１ページをご覧ください。下段の歳出より説明をさせていただきます。１款総務費、シ

ステム改修委託料として 10 万８千円を増額します。歳出の補正額を 10 万８千円追加します。 

上段の歳入に戻ります。今回のシステム改修については、国から補助金が交付されることと

なっています。そのことから８款国庫支出金、国民健康保険制度関係業務事業費補助金、補正

額 10 万８千円を増額します。歳入歳出とも合計で補正後の予算７億４千 239 万円とするも

のであります。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、町民課の方から国民健康保険事業特別会計補正予算の提案理由がありました。皆様の方

から何か御質問等があればお受けいたします。何かございませんか。 

町民課全般を通して何かございませんか。よろしいですか。それでは町民課終わりたいと思

います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長  

それでは焼酎醸造所を始めたいと思います。焼酎醸造所から提案が１つございます。御説明

の程よろしくお願いします。 

 

○焼酎醸造所主査 

 それでは清里焼酎醸造所より令和元年度焼酎事業実績（第２四半期分）についてのご説明を

させていただきます。資料をご覧ください。４月から９月までの売上総額、下段の方に売り上

げ総額５千 771 万４千円となっております。こちら前年対比 104％で、221 万７千円の増と

なっております。このうち９月単月での売り上げで前年対比 136％の 300 万４千円の増とな

っております。前年度の９月につきましては北海道胆振東部地震および広域停電の影響により

大幅な売り上げの減がございまして、そのため前年対比全体の数字が大きくなっております。 

 また 10 月に実施されました消費増税を見越した駆け込み需要も９月の売り上げに含まれて

おりまして増税後の買い控えの傾向は 10 月以降の売上額の減少にも影響するものと考えてお

ります。以上で終わらせていただきます。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま焼酎醸造所の方から御説明がございました。委員の皆様何か質問等がお受けいたし

ます。何かございませんか。よろしいでしょうか。焼酎醸造所全般を通して何かございません

か。 

それでは焼酎醸造所の方を終わりたいと思います。ご苦労さまでした。１時まで休憩といた

します。 

 

休憩  午前 11時 50分 

再開  午後  ０時 58分 

 

○伊藤委員長 

 引き続き、第８回産業福祉常任委員会を始めたいと思います。保健福祉課の方から５点ほど
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提案がございます。提案説明のほど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５件につきまして、１点目・２点目を寺岡総括より、３点目

４点目は私より、５点目を宮津主幹より説明いたします。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは１点目、高齢者等の暖房費等支援事業について説明いたしますので、資料の１ペー

ジをご覧ください。本事業につきましては、福祉灯油事業から平成 26 年度に高齢者等の暖房

費等支援事業として要綱改正し、生活困窮者を対象に１世帯１万円分のきよさと商品券を交付

している事業です。今回、この事業を一部改正したくご説明いたします。１の変更理由をご覧

ください。変更したい点は２点あります。 

１点目が収入要件の緩和です。これまで、世帯の収入基準として一人につき 100 万円として

おりました。昨年の実績で 19 件が申請却下しております。そのうち 15 件が収入要件による

ものでした。この収入基準を 120 万円とし、対象者の拡充を図りたいと思います。120 万円

の基準ですが、国税で所得に換算するときに公的年金の方を 120 万円控除するため、120 万

円以下は低所得と位置づけ、それに合わせて収入基準に変更するものです。 

２点目は様式の変更です。昨年は、システムトラブルによる清里商品券の交付ができなかっ

たため、口座振替で現金支給を行いました。今回、新しいきよさと商品券が完成となりますの

で、郵送により対応できるよう、様式を変更いたします。 

２の内容変更につきましては、新旧対照表でご説明いたしますので２ページをご覧ください。

表の右側が改正前、表の左側が改正後の要綱です。改正前の第２条２の所得税の算定となる収

入が、単身世帯 100 万円、二人世帯 200 万円、以後世帯員一人につき 100 万円を加算した

額とするを、改正後の第２条２の所得税の算定となる収入が単身世帯 120 万円、二人世帯 240

万円、以後世帯員一人につき 120万円を加算した額とすると変更いたします。 

附則につきましては、この要綱は、令和元年 11月 15 日から施行することとします。 

次の３ページ、様式ですけれども、支給場所の欄に、郵送を追加し、備考欄に郵送による交付

の場合には、受領書に代えることができるを追加しております。 

なお、今回の収入要件の緩和により、昨年よりおよそ 30 世帯の対象増を見込んでおります。

また、周知につきましては、本日配布されるおしらせ版と一緒にチラシを配布し、その後、広報

等での周知を予定しております。以上で説明といたします。 

 

○伊藤委員長 

今、保健福祉課の方から、高齢者等の暖房費等支援事業について提案理由の説明がございま

した。委員の皆さま方、何かご意見質問等があればお受けいたします。ございませんか。古谷委

員。 
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○古谷委員 

 緩和については賛意を示したいと思います。こういった拡大をしていくことによって、生活

支援をしていく．それで従来の 100 万円というのは、今回は公的年金控除を基準として、従来

100 万円というのは何を基準にして決めていたのか。 

それと、非常にこういう制度があっても活用しているかしてないかという実態的な部分が大

きな問題点であって、昨年度の交付の実績というのは、対象者の何パーセント活用されたのか。

それを合わせてご説明願います。 

 

○保健福祉課長 

 １点目の 100 万円の根拠でございますが、当初以前は福祉灯油という形で所得は関係ある

んですけれども、灯油の料金が上がった時に、この制度を活用してというのが確か平成 20 年

前後からスタートしたのかなと思います。その時の 100 万円の要件ですけども、多分区切りの

良いところでということでやっていたんだと思います。今般、税の方との見直した結果 120万

円という控除の額がございましたので、そちらの方に拡充をさせて広く拾っていきたいと考え

ておりますので御理解いただきたいと思います。 

この 120万円の部分ですけども、どれだけの対象者がいるのかという部分ですが、うちの税

の照会もあるんですけれども、障害者年金等をもらっていたりその部分は非課税になっており

ますし、小作料の関係で増減が出たり、生命保険の関係で増減が出たりと、色々ございまして

実質的には、昨年 90 人の方がこの制度を利用したような形となっております。なお、ひと月

に１回ずつ広報等を活用して周知を図っていくと共に、社会福祉協議会の方でヘルパー等が行

っておりますのでその時に該当になる方については、来ていただいて申請をいただくと。ただ、

そこの部分でもう収入要件に合わなかったのが、先ほど寺岡の方から申しました数字になって

おりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 課長が話した通り、当初はきっと灯油の高騰によって、国が支援する形の交付金、補助金な

り制度が設計されてそれを引き継ぎながら、今言った形でやってきたと。それで関連する部分

で実際に対象世帯が全てきちっとこの制度を活用されているのかどうなのか。対象者は限定さ

れるわけですし。それともう１つ生活保護の関係については対象外という取り扱いの中で当然

国の制度中で別途支給されているからそういった考え方でいいのか。その確認２点。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 該当者にしましては、所得の要件がありますので、実質何人が該当するかというのは把握で

きていない部分もございます。先ほど申しました通り、申請に基づきまして補助をしている形
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となっておりますので、人数が 90 世帯ということでご理解いただきたいと思います。 

また、おっしゃられた通り生活保護につきましては扶助、そちらの方になっておりますので

該当はしていない、施設に入っておられる方についても、該当はしていないということでご理

解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。 

 

○古谷委員 

 それで該当者が何人かちょっと掴みきれないというのと。それから制度があるけれども使っ

てない人の分についても掴み切れない部分が若干あるというお話なんですけども、先に課長が

説明あった通り、作った制度をきちんとご利用いただく前提に立った時にその辺どういう形の

中でヘルパー等行っているところ以外はどうなんだと現実的な話。というのは今プレミアム商

品券が 31％とかそういった実態で、高齢者の部分があるという形を含めた時に、制度があって

も現実的に使わなければほぼ意味がないという。先ほどの議論に戻りますけれどもここ所管じ

ゃないですけども、例えば今回タクシーでの高齢者の足を確保する制度を作っても使えない状

態、使われていないというのは一番良くないことであって、そこはきちんと制度は制度として

はやっぱりきちんと活用できるような二次的な部分も含めてフォローしていくってことが必要

じゃないかなと。特に高齢者、それからかなり所得が低い方という形の中でやる事業であれば

あるほど、そこの丁寧さというのが求められるんじゃないのかなと。実態が把握できないとい

うこと自体がちょっとどうなのかなという考え方もあります。その辺丁寧さを持ってやってい

かなくてはならないのかなと考えますが、事務当局としてどのように考えているのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 先ほどヘルパーという言葉を使いましたけれども、その他にも民生委員の訪問事業ですとか、

そういう所でも声掛けを行ったり、社会福祉協議会で訪問事業等も行っておりますので、それ

ぞれの部分でうちの方からお願いをして該当者を広く拾うような形では進めているということ

でご理解いただきたいと思います。 

 

○古谷委員 

 了解しました。 

 

○伊藤委員長 

 他。今の関係で僕から 1 ついいですか。さらに関連して聞きたいことがあったんですけれど

も、古谷委員がおっしゃったとおり本来であれば対象者全部拾い上げていければ凄くいいこと

だと思っているんですが、逆に対象者なんですけれども、知らなかったということじゃなくて、

いいですというパターンもあるんですか。それによって古谷委員の言っていることは、また変
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わってくると思っているんですが。課長。 

 

○保健福祉課長 

 窓口にきて、やっぱりいらないという人はいないですね。ですから来ていない方イコールが

その数字ではないと思うんですけれども、例えばこんな例えはよろしくないと思うんですが、

実際国民年金だけをもらっている方は生活保護で貰う方より低いんですね。なんだけれども、

いや、私は生活保護ではなくて国民年金だけで生活するって、はっきり言う高齢者の方もいら

っしゃいますので、中には委員長言われたとおり町の補助は受けなくていいです。頑張ります

という方はもしかするといらっしゃるかもしれない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 

そんな気がしていまして、広く救うための周知なりはかなりやっているなと思っているんで

す。保健福祉課の方で。その部分で利用が 100％なっていないという部分は多分個人的なそう

いう考え方の人もおられるのかなという気がするので、そういうこともあるんじゃないのかな

ということだけ理解していければいいかなと思っております。課長。 

 

○保健福祉課長 

 伊藤委員長、古谷委員からも言われたとおり、周知、これが大切になるのかなと考えており

ますので、引き続き広報等を活用しながら周知を図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。 

 

○伊藤委員長 

 他、何か委員の方からございませんか。議長。 

 

○田中議長 

 対象者が町の方で大体把握は 100％できる。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 実質その 65 歳以上だけであれば把握はできるんですけども、やはりその人が該当になるか

どうか、所得によって決まってしまいますのでその部分はちょっとわからないような部分にな

っております。ですので広報のお知らせを通じて本日 15 日ですね。本日のお知らせ版。例年

もそうなんですけども、それで全町民に配布をして行っているという事業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 

 議長。 
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○田中議長 

 町側からわかれば直接連絡を取るというかそういう方法が取れれば楽なんじゃないかと思い

ますけど。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 今、議長からお話あった点、ご最もだと思いますが、町からダイレクトメールを出してしま

って、いざ申請に来てもらったんだけれども所得が多くて該当にならなかったという場合も考

えられますので、ちょっと難しいかなと。それでいけば、やはり広報等を通じた中でお知らせ

をして、来ていただいてという方が 2 度手間にはならないのかなと思っておりますので御理解

いただきたいなと思います。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、何かございませんか。なければ次に２点目の件を説明よろしくお願い

いたします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは次に福祉入浴券事業について説明いたしますので４ページをお開き願います。本案

件につきましては 10 月 11 日開催の総務文教常任委員会の総務課案件及び産業福祉常任委員

会での保健福祉課長より町の方向性について口頭説明をしてきたところであります。今回、各

温泉施設の入浴券改正に伴い、合わせて保健福祉課所管の福祉入浴券事業を廃止し、入浴料軽

減該当者の拡充を温泉施設担当である総務課に一元化を図らせていただきたく、ご説明いたし

ます。 

はじめに表の左側、現行になりますが、福祉入浴券事業につきましては平成３年度より清里

町福祉入浴券交付要綱により開始され、無償で 70 歳以上の高齢者及び身体障害者手帳１から

３級に該当する方に温泉を利用していただき平成 27 年度からは各温泉施設の経営安定化のた

めに２分の１を補助してきたところです。 

高齢者の利用実績につきましては、平成 30 年になりますが表のとおりで年間 24 回の無料

券を対象者 1,230 人に 29,520 枚を民生児童委員の訪問事業に合わせ配布しましたが利用実

績は 8,939枚であり利用率は 30.28となっております。障害者につきましては、無制限で身

体障害者手帳１から３級受給者に対し窓口で配布を行ってきましたが同じく平成 30 年度の実

績になりますが対象者 116 人中、利用者が 19人、率にして 16.4％にとどまっております。

障害者につきましては配布冊数が多いことがわかりますが、１人の方が何冊も使用している状

況であります。表の右側、改正案をご覧ください。利用率が低迷していることを踏まえ利用者

負担の原則も勘案し清里町福祉入浴券交付要綱につきましては、令和２年３月 31 日をもって

廃止し、これらの事業を温泉施設を所管している総務課に一元化し次のとおり拡充を図りたい

考えであります。 
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まず高齢者につきましては現行の210円から高校生以下の料金である140円での入浴料設

定を考えております。なお参考までに 10 月末の 70 歳以上の人口は 1,175人となっておりま

す。 

次に、障害者ですが。今まで１から３級の方を対象に無償で温泉入浴としていましたが今回、

障害者等の定義を拡充し次の方々も高校生以下料金である 140 円での利用が可能となるよう

にしております。まず、身体障害者手帳受給者の１から３級を全級１から７級まで該当にいた

します。人数につきましては手帳所有保持者は全部で 201 人おりますけれども高齢者と重複

しておりますので実質は 45 人の該当者増となります。 

次に、療育手帳該当者ですが、実受給者は 46 人ですが入所や 70歳以上の重複を除くと 27

人の該当増となります。次に指定難病者は受給者証受給者ですが実受給者は 43 人ですが 70

歳以上が 24人重複しますので 19 人の該当者増となります。 

次に、精神障害者保健福祉手帳受給者ですが実受給者は 34 人、うち重複者を抜くと 24 人

の該当者増となります。 

また、介護保険２号被保険者 40 歳から 64 歳の方で介護認定を受けた方及び 65 歳から 69

歳の１号被保険者で認定を受けた方も該当とし、拡充を図り温泉３施設を利用しやすい体制を

図って参りたいと考えております。なお、要綱の廃止により、指定管理者への保健福祉課とし

ての補助は廃止することとなります。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課の方から福祉入浴券事業についての御説明がございました。委員の皆様何かご質

問等があればお受けいたします。何かございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 指定管理者への補助の関係なんですけども障害者に対する。温泉施設３施設で考えた中で各

施設でばらつきあると思うんですけども、指定管理料との兼ね合いだと思うんですけども、そ

んなに影響がないのか。緑、パパス、緑清荘３施設ありますけどそこら辺のとらえ方、考え方、

今後に向けて利用者に対する説明は発生するかと思いますのでそこら辺をどのような形で周知

していくか考えているのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今回提案した中の設定で試算してみますと、利用者数が同じと仮定した場合には増、利用料

は増になる見込みでおりますから料金が変わったことによって、若干の利用回数の減少もある

程度見込まなければならないと思いますが、総体として現状より少し上がるということで考え

ております。 

 

○前中委員 

ある程度は総体的なバランス、入浴料金の中では障害者に対する補助よりも上がるという理
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解で良いんですかね。 

 

○伊藤委員長 

 ほかに、何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 どうも午前中の総務常任委員会でも詳しい説明を受けたので了解をしたいと思いますが、そ

の場でも申し上げた通り、今回は要綱の改正ですから施行日は来年の４月１日でしょうけれど

も決裁等を速やかに行った部分で周知期間を十分、影響ある方は大変多いので早めに速やかに

繰り返ししっかりとやっていただきたい、このように要請をしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 福祉入浴券の方は、要綱でやってるんですけども、入湯料の方は条例で。そちらの方は 12月

に条例改正を行って議員おっしゃった通り早めに住民に周知をしていきたいと考えております

のでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

他、何かございませんか。ないようでしたら３番網走厚生病院脳神経外科医療体制整備につ

いて説明お願いします。課長。 

 

○保健福祉課長 

３点目の網走厚生病院脳神経外科医療体制整備についてご説明いたしますので、５ページ目

をお開き願います。 

8 月 28 日開催の常任委員会で、協定書(案)により開設に係る医療機器見積額については 2

億１千 999 万５千円、カタログ価格で実際の購入時には下がるということで説明いたしまし

た協定書(案)ですが、11 月１日付けをもって 1 市 4 町、医療社団法人禎心会、北海道厚生農

業協同組合連合会の３者協定の締結の運びとなりました。 

 当初は 1市 4町の要望もあり、できるだけ早いうちの開設に向けた協議で進み、急性期にお

ける脳血管疾患にかかる手術機器類購入ということで、1 市 4 町も負担額、負担率を決め、そ

れぞれ 9 月定例会で債務負担行為補正または補正予算計上の形を取り、協定書締結に向けた準

備を進めてきました。 

 1 市 4 町といたしましては 10 月上旬の協定書締結で準備していましたが、厚生連と禎心会

において開設に向けた協議がなされるうちに、種々の課題がでたのが事実であり、早期の協定

書締結には至りませんでした。 

 内容的には、脳神経外科医派遣元の禎心会より、急性期だけではなく、外来診療も開設する

ので、脳ドックのほか、急を要しない、例えば脳腫瘍、脳動脈瘤等の手術にも対応、またより一

層の手術の安全制を高めるための機器の購入が必要であるとの要望があり、機器の購入見積額
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は２億４千 91 万４千 403 円、２千 91 万９千 403 円増額となりました。１市４町として

は、この要望に対し、９月定例会において各議会で議決をいただいているので、翌年度以降で

の支出の検討等、課題解決に向け協議を行ってきましたが、住民の命を守ることが最優先とい

うことと、医師派遣側の思いは軽視できないことも事実であり、損失金発生の場合 1市 4町で

全額の財政支援となっていることから、緊急手術だけではなく脳動脈瘤治療や脳ドック等を行

い、少しでも売り上げを上げていただくことで、財政支援の抑制にもつながると考え、開設に

向けた当初での機器購入とし、12月定例会において各議会に対し、増額の説明をし、了承、議

決をいただかなければならないと判断したところであります。 

 本町の場合は、文言による債務負担行為のため、12 月補正額が常任委員会で説明した金額よ

り増額になることでの提案となりますが、他町は限度額を設定しているため、債務負担行為限

度額の増額補正が必要となっており、これらの議決をいただいた後に、協定書の金額を変更す

るものであります。 

 なお、負担額、負担率は清里町の３％に変更はなく補正予算予定額は 722 万８千円となり、

８月常任委員会説明時より 62 万８千円程増額、財源といたしましては、過疎債の２次募集時

に申請していた当初の 660 万円が過疎債、増額分の 62 万８千円は一般財源となる予定でい

ます。 

 参考までに各市町の負担は網走市 80.3％の１億９千 345 万４千円の１千 679 万８千円の

増、斜里町 7％の１千 686 万４千円の 146万５千円の増、小清水町が 4.2％の１千 11万９

千円の 87 万９千円の増、大空町が 5.5％の１千 325 万円の 115 万円の増となっておりま

す。 

 また、当初のカタログ価格より、どれだけ減額となり、どれだけ増額になったかであります

が、２億１千 999 万５千円から交渉により２千 231 万 700 円圧縮され、１億９千 768 万

4 千 300 円になりましたが、先ほど説明した機器類増で４千 323 万 103 円の増額により、

２億４千 91万４千 403 円となったところであります。 

 開設の時期につきましては、北海道新聞において 11 月６日付けで報道されましたが、まだ

確定していない旨を網走市より説明はしていた模様ですが、報道の運びとなりました。現在の

ところ１月より外来診療を開始し、２月より手術対応するとの報告をいただいておりますが、

機器の増、すなわち金額の増額が認められなければ、開設時期が遅くなると厚生連から網走市

に対しはっきりと言われているところであります。このことにより、急性期の脳血管疾患は患

者の様態により１月中は現在同様、北見赤十字病院への搬送になり、２月より網走厚生病院で

の対応可能となります。 

 清里町の住民周知につきましては、12月広報において、現時点で周知できる内容で周知する

よう準備を進めているところでありますのでご理解をいただきたいと思います。以上で説明を

終わります。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課の方から網走厚生病院脳神経外科医療体制整備についての説明がございました。

委員の皆さん御質問等ございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 
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 今回脳動脈の関係と、脳ドックの関係で当初見込んでいたよりも２千万下がった、逆にそう

いう対応、新しい４千万何がし。それについては仕方ない当然あの検診から初期の関係、逆に

言えば必要かなと思われる部分なので。これを適切に負担の関係についてはきちんと精査しな

がらやっていただきたいと思うんですけども。１つこれに関連したそういった一連の検診それ

から何か見つかった場合について、手術とかは厚生病院でなされるという体制ができることに

なった場合について現在行われて入れる脳ドック検診等については当然厚生病院にシフトして

いくという町の考え方が前提になっているということでよろしいわけですね。そこは明確にし

ておいていただけなければ、結局ドックを受けるのは別の病院で手術とかアフターは厚生連で。

そういった整合性がとれない形はやはり町民にとっては非常に困るというのは事実の話でやっ

ぱり命の問題ですから、そこははっきりといずいとかではなくして。やっぱりきちんと一連の

今回の支援、体制の中できちんと完結する形をぜひ検討いただきたい、このように考えます。 

 

○伊藤委員長 

課長。 

 

○保健福祉課長 

まずうちの町、古くから旧網走脳神経外科リハビリテーションにおいて脳ドック行っており

まして、それに対する補助を行ってまいりました。現在ですね。脳ドックを行うということで

１月からという形になっておりますが、まだ何名だとかそういうのが決まっていない状況でご

ざいます。町としては、来年４月から網走厚生病院も対象に入れていきたいと思いますが網走

の丘総合病院を無くすということは今の段階ではできないような状況でありまして、網走の丘

総合病院が脳ドックを行う、またそれに対応する診察等も行うという形であればそこを排除す

るというのは町としてはできないような形かなと思っておりますので、脳ドックを受けられる

方、この方に判断してもらって、要するに網走厚生病院のドックの補助をどうするんだという

形だと思うんですけども、その部分についてはプラスアルファしていくということでご理解を

いただきたいと思います。また委員がおっしゃったとおり、何か発見されてもその場手術がで

きないような形でありまして、以前６月の北海道新聞でしたかね、５年後に再建に向けてとい

うことが書いてありましたので引き続き、脳外科を標榜するのであれば、そこを外すことはち

ょっと不可能だということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 基本的に脳ドックの検診の対象の病院に、厚生病院を新年度から加えていく。ただし、従来

の網走の丘病院については過去の経過等今後の見込みも含めて補助の対象を外さない。ただし、

選択は、その受診を申し込んだ町民を本人に委ねますという解釈で間違いないのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 
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○保健福祉課長 

 その通りでございます。ただ、網走厚生病院さんの方でまだ脳ドックが１日に何件あるかと

か決まっておりませんので、それらわかった時点で住民周知をかけなければならないのかなと

考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○古谷委員 

当然そういったことだと思います。最終的に４名、もしくは５名という医師の体制という話

もこの経過の中でありますし、その看護体制含めた形の中でどうなるかというのもまだという

状況の中でどれだけの人数で脳ドックで経営できるのかという事も当然あろうかと思います。

ただやはり心情的には今言ったような支援を新しくしていく、そこで一連の手術、治療それか

ら予防的な措置含めてというのは自然体の流れじゃないのかというふうに思うのでその辺あま

り歪んだ不整合が起きないように町としても内容的にしっかりとやっていただきたいと思いま

す。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただ今の委員おっしゃられた通り、まだ全てが決まってないということでご理解いただいて

いると思います。同じく小清水町とも連絡取ってみたんですが、同じように脳ドック、今まで

の人数を網走厚生病院でできるのかということで小清水町でも御質問が出ていたような形にな

っております。私ども担当者の中でも網走市が窓口になっておりますので網走市の方で網走厚

生病院の事務部長さんとお話しをされて今月中には大体の方向性が出るのかなというふうに考

えておりますし、金額等も全然決まってないような状況でございますので、先ほども申しまし

たとおり、決まった段階で、やはり住民周知をかけていきたいと考えておりますのでご理解い

ただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。何かございませんか。ないようでしたら次に進みたいと思います。 

④債務負担行為補正の追加について説明よろしくお願いします。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

４点目の債務負担行為補正の追加について（清里診療所支援事業）を説明申し上げます。 

本案件につきましては、今般の９月定例会一般質問、決算委員会総括質疑、10 月開催の定例監

査におきまして、ご指摘、ご指導いただいた債務負担行為について、12 月定例会に追加させて

いただくものでございます。 

 １の「債務負担行為補正追加の理由」でありますが、清里町診療所支援要綱に基づき清里ク

リニックと締結した覚書により、債務負担行為補正を追加するものであります。 

 ２の「債務負担行為の内容」でありますが、事項は「清里町診療所支援事業」、期間は「令和
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２年度から３年度」までの２年間、限度額は年６千万円の２年分「１億 2千万円」であります。 

 ３の「当該事業の概要」ですが、(1)の目的は「1 次医療体制整備に係る財政支援」であり、

(2)の内容は「令和 3年度まで年 6 千万円の支援実施」であり、(3)の要綱は記載のとおり、平

成 29 年度より 2千万円 5 年間の財政支援、平成 30 年度より 6 千万円に改定しております。

(4)の「覚書」は平成 30 年 9 月 19 日付けで締結しております。(5)の「財政支援」につきま

しては令和 3 年まで年 6千万円の支援となっております。 

 なお、清里クリニック斉藤浩記院長との診療所の無償貸与契約は令和 3年 3 月 31 日までと

なっており、支援事業と 1 年のずれがありますので、清里クリニックとの契約更新の場合は支

援要綱、覚書にあわせ現在のところ、申し出がなければ 1 年間の延長とし令和 4年 3月 31日

までの契約締結を考えておりますが、引続き、経営改善につきましては毎月の定例会議で話し

ておりますのでご理解をいただきたいと存じます。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、保健福祉課の方からは債務負担行為補正の追加についての説明がございました。委員の

皆さん何か御質問等ございませんか。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 基本的に自分の一般質問がスタートだったと思うんですが、法令上の解釈の話で町長答弁等

がかなり法令に完全に違反をしていない、正しい執行だという話があった上で今回補正をして

いくということについては手続き上瑕疵があったということで、現実的には事務的にはそうい

ったことは認識に立っての理解で良いのか。この部分だけはっきりさせていただきたいと思い

ます。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 当時、平成 29 年の２千万円の支援のときに、やはり結んでおかなければいけなかったのか

なと、私の考えはそういう形でありまして、今般理事者に対しましても債務負担行為を組まさ

せていただきたいというような形で申し上げましてこのような形になったということでご理解

いただきたいと思います。 

 

○古谷委員 

基本的には了解します。ただこの種のことについては法令特にこれは地方自治法のイロハの

イの話であってそういったことをきちんと行政理事者だけじゃなくして職員も共有しつつ、し

っかりと今後の予算編成、予算執行に当たっていただくというのがやっぱり大事になってくる。

支援体制が良い悪いじゃなくて、これはもう行政事務上の話だからこの種のことすらきちんと
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処理できない中で、通常的な業務をなされることに対して危機感があるわけであってそこをし

っかりもう１回、理事者含めて進めていただきたい、このように要請しておきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいま御指導いただいた点、やはり私のミスなのかなとも考えておりますので今後ないよ

うな形で事務を執行させていただ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。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。ないようでしたら次の⑤番、清里町診療所無償対応機器類の更新

について口頭説明となっております。担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 今回の提案の内容ですが現在診療所に電子カルテシステム、電カルと言われるものです。そ

れとレントゲンの撮影システムこれの更新に係る補正予算について来月の 12 月の議会におい

て提案させていただきたいというふうに考えております。 

補正予算の提案自体は次回以降の委員会になろうかと思いますが、今回はその前段としてそ

の内容について説明をさせていただければと考えております。現在の電子カルテシステムとレ

ントゲンの撮影システムですが導入からおよそ 10 年が経過しております。問題なのはソフト

ウエアのサポートが本年度中に切れるということ、それからハードウェアの部品生産も既に終

了してしまっているというところでございます。 

物理的な更新の必然性が発生しているというような現在の状態でございます。よって利用す

る方の情報保護の観点、医療スタッフの仕事の効率化、それから患者様へのサービスの向上、

こういったことを勘案しましてこのタイミングでこれらの機器の更新をしてまいりたいという

ふうに考えております。予算額としましては、その２つの機器あわせまして 1 千 600 万円ほ

どの補正を予定しております。財源などの詳細につきましては次回の委員会で御説明をさせて

いただければと考えております。 

なお、補足となりますがクリニックの支援とは別に診療所や老健につきましては民間事業主

にそれぞれ設備も含めまして無償貸与という形で現在運営を委託しておりますが、経年劣化に

伴います大規模なこういった機器や設備の更新につきましては、施設の設置主体である町が責

任を持って整備することというふうになってございます。運営事業主、あるいは施設の利用者

の方に不便や不利益が生じぬよう設備の充実を図っていきたいというふうに考えておりますの

で、御審議のほどよろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 今保健福祉課の方から説明がございました。この件につきまして委員の皆様からの御質問を

お受けいたします。何かございませんか。古谷委員。 
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○古谷委員 

 必要なものは必要で、早くしっかりやっていただいて、受診される方、医療経営者にそうい

った業務に支障ないようにやっていただきたいと思います。ただ一言だけ言っておくと、前に

１回予算が計上されて流した予算だということを忘れないでしっかり執行して、それがやっぱ

り責任かなと思いますので、そこだけは間違わないようにしっかりと執行していただきたい、

このように考えます。 

 

○伊藤委員長 

課長。 

 

○保健福祉課長 

 議員おっしゃられました通り、平成 30 年度の予算において議会で承認をいただいた電子カ

ルテの問題でございます。また今回はそれにあわせてレントゲンの方も一緒に併せてという形

になっておりまして当時は６千万円という多額の金額という部分がございまして電子カルテの

方は一旦待ってもらって、そちらの支援を優先させてしまったという部分がございまして、や

はりその考えは今考えれば物が違うんであれば誰がやっても、これは必要なものであるという

ことなので、やはり執行はしておかなければいけなかったのかなというふう考えております。

今後このようなことがないような事務執行を進めてまいり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 

 他、何かございませんか。ないようでしたら保健福祉課全般を通して皆様方から何かござい

ませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 福祉入浴券のことについて気になることがあるので、改正後の４段目なんですけども、いず

れ 75 歳に引き下げを検討ということがあるんですけど、なかなかこの引き下げを検討という

ことになると、波紋もあるでしょうし検討時期ですとかタイミングというのは難しいものがあ

るんじゃないかなと思うんですけど、その点についてどういうふうに思っているか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 おっしゃられたと通り、なぜここに書いてあるかというと、他の制度でその後期高齢者とい

う部分が 75 歳という縛りがございますので、他もいろいろあるんですけど、そういう制度に

合わせていけたらなというのが実は考えなんですが、委員おっしゃった通り難しい部分もある

のかなと思いますので今後の検討課題としたいと思います。 

先ほどなぜ 140 円に高校生もしたんだという部分がありますが、あの部分も実は乳幼児医
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療の高校生の拡充ということで町で拡充ということでありますので、それもやはりそれに合わ

せた方が良いのではないかという話ですね。高校生まで拡充していたという部分がありまして

それらと同じような考えでほかの制度に合わせた制度設計こちらも必要かなということにして

記載をさせていただいているんですが、検討ということで書いたということでご理解いただき

たいと思います。ただ実施につきましてはもしやるのであればやはりこの場で協議はしなけれ

ばならな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。 

 

○堀川委員 

 もしやるのであれば、今回のタイミングというのも１つの案だったのかなという気もしない

でもないですし、今後検討されるのであればその辺をしっかりと検討してやっていただきたい

と思います。 

 

○保健福祉課長 

 委員申されたことを肝に銘じながら事務を執行していきたいと思いますし、先ほどから古谷

議員も住民周知に数カ月かかるというお話をいただいておりますので、早め早めの常任委員会

でのご提案、もしやるのであればですけれどもしていきたいなと考えておりますので御理解い

ただきたいと思います。 

 

○堀川委員 

 わかりました。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。議長。 

 

○田中議長 

 緑清荘に福祉風呂ありますよね。その利用者数はわかりますか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 まだ把握していない部分で。もしかしたら総務課の方で把握しているのかもしれないですけ

ど緑の湯、パパスランドの方も数字お知りになりたければ総務課の方に伝えておきますので、

次回の常任委員会の方でもよろしいですか。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。ないようでしたら保健福祉課の案件を終わりた

いと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 
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 大きな２番、懇談会で出された意見要望等について事務局よろしくお願いします。 

 

○議会事務局長 

 商工会との懇談会で出された意見要望等についてでございますが、産業福祉常任委員会所管

ということで商店街の排雪、道道等の街灯についてということで、多雪時の商店街の排雪、２

線道路の街灯の照度の向上ということで出されたところでございます。 

ただ、これらについては直接的には道道ということでございますので、今朝の議員協議会で

もお話ししたところですが町の方へこういった要望が出されたということでお伝えする形にな

っておりますので、それを持って対応をしたいと思いますが協議の方よろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 いま事務局の方から説明がございましたが、どうでしょう皆さん。多分、単純に商店街の排

雪ということよりは今回に限ったんですけども道道だけれども、道で予算がないとなった時に

実際には雪山があるそれをどう対応するんだという話だと思うんですよ。普段は普通に道でや

って今回はたまたま道が予算がないと言われて、道の管轄だから町は何もしないんですかって

いう話だったと思うんですよね。そこの部分までもちょっとつけ加えた形の提案という方が良

いんじゃないですかね。個人的に思ったんですけど。 

 

○議会事務局長 

 どのような対応っていうのもあるんですが、多雪時に除雪するのは第一義的には道が当然所

管していますので、それを基本とするところだと思います。町の独自施策として商店街が独自

に除雪する部分の補助、そういったことについてはまだ二次的というか今回の要望には含まれ

ないのかなと思ったんですが。 

 

○伊藤委員長 

 そこじゃなかったと僕なりの認識だったんですけども、何回も言いますけど今年かなり雪が

降った中で道が本来排雪しなきゃいけないところが、道の予算がないと言われてそのまま放っ

たらかしにされてそこで生活している町民達にとって危険な状況がありましたよと、それを道

の管轄だからといって町は見過ごすんですかそれとも何か考えるんですかっていう要望だった

と。 

 

○議会事務局長 

結局、町の方で、土現の方に掛け合って除雪するというところまで行ったけど、たまたま融

雪がいっぱいあってというのがあって、私の議論の聞き取り方があれだったのかもしれないん

ですけれども道道の方の対応をもう少し充実していただきたいというニュアンスで捉えまし

た。 

 

○伊藤委員長 

 そんな形で皆さん宜しいでしょうか。話戻りますが、あと街灯の方の関係も先ほど局長説明

された形で町の方に提出で皆さんよろしいでしょうか。そういう形で進めていきたいと思いま
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す。この件について何かありますか。ないようでしたら良いですか。 

 

○伊藤委員長 

 次の大きな３番目、次回委員会の方について事務局お願いいたします。 

 

○議会事務局長 

次回委員会でございますが、12月３日火曜日、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 

 大きな４番、その他何かございませんか。ないようでしたら１点要望というか、先ほど副委

員長とも話をしていたんですが、11月の所管事務調査、産業福祉常任委員会としましては上砂

川の方に行くわけですけれども保健福祉等々の高齢化率、諸々ございますのでかなりうちの町

と同じような問題を抱えながら頑張っている所だなと思っておりますので、そこに対する視察

に行った時には活発な御質問等を考えていただければありがたいなと思っておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

  

 

  ●閉会の宣告 

 

○伊藤委員長  

これをもちまして、第８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  午後 １時 52分） 


