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令和２年第９回清里町議会定例会会議録（１２月１１日） 

 

 令和２年第９回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  岡 本 英 明    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  古 谷 一 夫    ７番  村 島 健 二 

    ３番  伊 藤 忠 之    ８番  前 中 康 男 

    ５番  池 下   昇    ９番  田 中   誠 

         

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    ４番  堀 川 哲 男   

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 

    町 長    引  政 明 

教 育 長   岸 本  幸 雄 

     代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    農 業 委 員 会 長   森 本     宏 

    選 挙 管 理 委 員 長   中 西  安 次 

    副 町 長   本 松  昭 仁 

    総 務 課 長   藤 代  弘 輝 

  企 画 政 策 課 長   伊 藤  浩 幸 

  企 画 政 策 課 参 与   阿 部  真 也 

    町 民 課 長   熊 谷  雄 二 

    保 健 福 祉 課 長   野呂田  成 人 

     産 業 建 設 課 長   河 合  雄 司 

    焼 酎 醸 造 所 長   永 野    宏 

    出 納 室 長   宮 津  貴 司 

        生 涯 学 習 課 長    原 田  賢 一 
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    生 涯 学 習 課 参 与   三 浦    厚 

    監査委員事務局長    溝 口  富 男 

    農業委員会事務局長    河 合  雄 司 

    選挙管理委員会事務局長    藤 代  弘 輝 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長     溝 口  富 男 

    書 記   世 良   奈都子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   議会報告第１号 令和２年度定例監査の結果について 

   一般質問 （２名 ２件） 

   議案第５６号  清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

   議案第５７号  清里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第５８号  清里町介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第５９号  パパスランドの指定管理者の指定について 

   議案第６０号  令和２年度清里町一般会計補正予算（第８号） 

   議案第６１号  令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第６２号  令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

   議案第６３号  令和２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号） 

   意見案第７号  コロナ禍による地域経済対策を求める意見書について 
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                                                      開会  午前 ９時 30分 

   ●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君) 

 ただいまの出席議員の数は、８名です。 

 ただいまから、令和２年第９回清里町議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君) 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第 125条の規定により、議長において、６番 勝又武司君、７番

村島健二君を指名いたします。 

 

●日程第２  会期の決定について 

○議長（田中誠君) 

 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 本件について議会運営委員会からの報告を求めます。議会運営委員会副委員長 伊藤忠之君。 

 

○議会運営委員会副委員長（伊藤忠之君)  

 本定例会の会期は、一般質問並びに提出される議案の件数、内容から判断して本日１日間とす

ることが適当と思われます。 

 以上が、議会運営委員会の結果でありますので、報告いたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、報告のとおり、本日１日間にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１日間に決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（田中誠君) 

 日程第３、議長諸般の報告を行います。 

 議会事務局長に報告させます。議会事務局長。 

 

○議会事務局長（溝口富男君) 

 議長諸般の報告２点について御報告申し上げます。 

 大きな１点目、常任委員会及び議会運営委員会の開催状況について（１）総務文教常任委員会

から（３）議会運営委員会まで記載の期日案件で会議が開催されておりますので、ご報告申し上
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げます。 

 大きな２点目、令和２年第９回清里町議会定例会説明員等の報告について、２ページのとおり

となっておりますので、ご参照いただきたいと存じます。以上で報告を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで、議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４  町長一般行政報告 

○議長（田中誠君) 

日程第４、町長一般行政報告を行います。町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 それでは町長の一般行政報告を申し上げたいと思います。まず大きな１の主な会議行事等の報

告についてであります。自治会長会議でありますが、12月４日、町民会館１階交流ホールにて開

催されております。年末年始における公共施設の利用や冬期間における除雪体制、各種事業の進

捗状況、当面する事務事業の周知と各課からの連絡、依頼事項などについて、それぞれ所管課よ

り説明をさせていただき、御意見、御質問等をいただいたものでございます。自治会長 25 名の

皆さんがご出席をいただいております。 

次に、総合教育会議であります。12月７日、役場３階の各種委員会室で開催されたところであ

ります。幼保一元化に向けた準備作業の進捗と教育推進計画の策定状況及び各学校の現状におい

て清里小学校の長寿命化計画に基づく大規模改修事業の概要、GIGA スクールの取り組み状況、

特別支援教育支援事業の概要、清里高校の入学希望状況、第２期の教育大綱の策定などについて

事務局より報告説明をいただいたのちに、それぞれの項目について意見交換を行ったものでござ

います。 

次に大きな２の主要事業の執行状況についてであります。１点目の議決工事の 12 月１日現在

における工事の進捗状況についてでございます。１点目の旧新栄小学校解体工事につきましては

記載の工期、工事内容で実施されておりまして全ての工事が工期内に完了したところでございま

す。次の北橋補修工事につきましても記載の工期、工事内容で実施されておりまして舗装工橋梁

板の床板工、また高欄補修工が完了しておりまして、ひび割れ補修、断面修復工の施工中であり

ます。進捗割合では 60％となっているところであります。 

次の総合庁舎発電機設置工事につきましても記載の工期、工事内容で実施されておりまして基

礎工事が完了し発電機の製作中でありまして進捗割合では32％となっているものでございます。 

次に、２ページをお開き願いたいと思います。清里外１地区農業集落排水事業処理施設改修工

事についてであります。本件につきましても記載の工期、工事内容にて実施が行われております。

処理機械を現在工場での製作中でございまして進捗割合では 20％となっているところでござい

ます。 

次の清里小学校改修第１期工事建築主体につきましても記載の工期、工事内容により実施され

ております。外部塗装工で 50％、屋根防水工で 70％の進捗でありまして普通教室の内装工は４

教室中、２教室が完了いたしております。また特別支援教室７教室において内装工の施工中でご

ざいまして全体では 42％の進捗割合となっているものでございます。 

 次に、清流橋架換工事につきまして記載の工期、工事内容にて実施されております。構造物撤
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去工の一部施工中でありまして進捗割合は 20％となっております。なお、北電柱及び電線の移設

工事が遅延をいたしておりまして橋梁の解体工が一時中断をしている、そんな状況になっており

ます。 

次に清里小学校及び清里中学校の GIGAスクール対応の児童生徒用端末器の整備事業につきま

しては記載の工期、工事内容により実施されております。いずれも現在、タブレット端末の納品

の準備中でございますので進捗割合は出ていないところであります。以上、申し上げまして町長

の一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

これで、町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５  議会報告第１号 

○議長（田中誠君) 

 日程第５、議会報告第１号、令和２年度定例監査の結果についてを議題とします。 

 監査委員の報告を求めます。代表監査委員 篠田恵介君。 

 

○代表監査委員（篠田恵介君) 

 令和２年度定例監査の結果につきまして地方自治法第 199 条第４項の規定により定例監査を

実施いたしましたので同第９項の規定により監査結果についての報告を申し上げます。 

 監査の期間でございますが令和２年 10月 26日から 27日に行っております。 

 ２、監査の対象でございます。令和２年９月 30日現在の一般会計及び特別会計における（１）

予算の執行状況から（４）その他についてでございます。 

 ３、監査を行った部局等でございますが町長部局及び各委員会等でございます。 

 ４、提出を求めた資料です。（１）の各会計予算執行状況に関する調書から８、その他必要に応

じ求めた書類でございます。 

 ５、監査の結果でございます。（１）予算の執行状況監査の方法につきましては、一般会計及び

各特別会計にかかる歳入歳出予算の執行状況に関する資料の提出を求め担当者から資料説明、内

容の聴取、また関係書類の確認等により監査を実施してございます。 

 ②結果でございます。各会計における予算の執行状況については次の別表のとおりでございま

して計画に基づき全般的に概ね適正に処理されていることを認めるものでございます。２の事業

の執行状況及び契約の事務処理でございますが、①監査の方法につきまして事業の執行状況につ

いては各課より工事等実施状況調書の提出を求め、各種工事、物品購入、委託事業など 281事業

のうち抽出によりまして 27 事業について監査を実施してございます。監査の実施に当たりまし

ては事業概要、契約書、完成写真等の関係書類の提出を求め、また必要に応じ所管から説明を受

けてございます。また、旧新栄小学校解体工事などにつきまして現地に赴き実施監査を行ってご

ざいます。 

 ②監査の結果でございますが、事業の執行状況についてはそれぞれ工事等の実施計画、工事工
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程表に基づき、概ね予定どおりの進捗状況でございます。また、契約等の事務処理に当たっては

財務規則等法令に基づき執行されており、概ね適正と認めるものでございます。（３）のその他の

監査でございますが、公金につきましては出納室、札弦支所、緑支所へ赴き実地監査を行ってご

ざいます。結果については支所の公金の取り扱いは正確であり事務処理についても適正になされ

ているものでございます。 

６、総括、予算の執行状況及び事務処理について法令条例等に沿い、概ね適正に処理されている

と認めるものでございます。以上、申し上げまして、令和２年度定例監査の結果についての御報

告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

これで令和２年度定例監査の結果についての報告を終わります。 

 

   ●日程第６  一般質問 

○議長（田中誠君) 

 日程第６、一般質問を行います。順番に発言を許します。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 先に通告をしておりました障がい福祉につきまして、 引町長にその見解をお伺いするところ

であります。 引町長も、町長になられて現在３期目の半分が終わろうとしております。ちょう

ど 10年であります。この間、継続事業はもとより様々な新規事業を提案され、その数は 100以

上だと認識をしております。特に、子ども子育て支援、それから高齢者に対する支援には力を入

れていると私は感じております。子育てに関する支援としては国の幼児教育の対象外となってい

る私立幼稚園、そして町立保育所の保育料の全額補助、また子供たちの給食費の補助、そして高

校生までの医療費の無料化など数多くの支援を行っております。 

また高齢者に対する支援に関しては今年度、高齢者がたくさん入所しておりますケアハウスの

冷房設備を全部屋に設置、またこの冬、高齢者等の暖房費支援事業については、例年の５倍、５

万円という高額の補助も行っております。違う分野に関しても妊産婦さんに対してもです。今年

度は 500万近い健診事業費を組むなど実に幅広い事業展開を行っております。 

そして障がい者・障がい児に対してでありますが高齢者等に対する支援は、毎年高額な予算を

組んで力を入れておりますが若年層に対する支援補助が少し弱いのではないかと考えております。 

まず、今回の項目として若年層の障がい児に対する今後の支援対策について、町長の見解をお

伺いします。現在、清里町において子供たちの相談事業は、清里保育所内にある子育て支援セン

ターだと認識しておりますが、現在の子育てセンターの体制や事業について町長はどのように思

っているのか。１回目の質問としてお伺いしたいと思います。なお、限られた時間しかありませ

んので答弁は簡潔的によろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 
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 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいま池下議員よりいただきました御質問の障がい者福祉の若年層にかかる今後の支援対策

についてでございます。御質問にありましたように、子育て支援センターの体制でありますが、

現在の子ども子育て支援センターにつきましては、平成 18 年 11 月より清里保育所内に設置を

したものでありまして現在は、保育士及び会計年度職員、そして事務職員の３名体制により子育

て相談をはじめ、センターの自由解放遊びの場の提供など子育て支援に関する業務を行っている

ものでございます。 

通常の子育てに関する相談業務につきましては、保育士の専門性を持った相談体制により行っ

ておりまして、事業としては、すくすく健康相談、ぴよぴよママのリフレッシュ、初めてのお誕

生会、紙おむつ・ごみ袋の配布、出産祝い金支給等の事業展開をしているところでございます。

また、保健師、栄養士とタイアップした子育てに関する教育発達に係る相談や保護者による虐待

等の早期発見の業務をはじめ、パパと遊ぼうおひさま広場、子育て講座など同年齢のお子様を持

つ保護者の方々が集まり育児不安、そして同じ悩みを話せる場につきましても提供を行っている

ところでございまして、これらの事業内容につきましては、毎月の広報で周知をさせていただい

ているところでもございます。 

さらに、児童手当や児童扶養手当、ひとり親家庭の各種扶助の事務、さらには斜里地区子ども

通園センターの業務、障がい児に対する療育手帳の申請や交付事務、そして乳幼児等の一時預か

りのファミリーサポートセンターの事業、保育料の無償化等の事業や虐待、ネグレクトなどに繋

がるこれらの対応につきましても要保護児童の地域連絡協議会、そして事務についても担当して

いるところであります。本町における子ども子育て支援事務の総合的な相談窓口としての設置で

ございますので御理解を賜りたいというふうに思います。以上、申し上げ１回目の答弁とさせて

いただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 今、 引町長より答弁いただきましたが、支援センターに関してはそのような状況であるとい

うことは私も認識はしております。健康な子供達は毎日子育てセンターに行って楽しく過ごして

いると思いますが、しかし障がいを持った子どもたちはなかなか行けないところで、学校に入学

する前、このような子どもたちは斜里町にあります斜里地域子ども通園センターに月に１度もし

くは２度通い、診断、療育をされております。現在の通園センターの状況及び体制を見て、町長

はどのように考えておられるのかお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまご質問の斜里地域子ども通園センターの体制でございますが、現在、斜里地域子ども
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通園センターの職員につきましては、保育士及び児童発達支援員全体５名での体制で執り行って

いるところであります。その他に必要に応じましてお医者さんや理学・作業療法士などにより斜

里郡３町の発達支援や普通の生活に支障があるという方々に対する対応、また小学校入学前の乳

幼児に対しての療育関係についての相談支援も行っているところであります。 

清里町における小学校に上がる前の保育所、幼稚園に通われている障がいをお持ちの子どもさ

んについてもほとんどの方が斜里地域子ども通園センターに通われているという実情にもありま

すことをご報告申し上げたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 通園支援センターへ清里から沢山行っておりますけども、まず通園センターについて小学校入

学する前、このような子ども達が沢山います。発達障がいを持った子供、知的障がいを持った子、

学習障がいを持った子、自閉症の子、寝たきりの子もいます。実数としては令和元年度決算であ

りますが、清里町が９名通っております。年間トータルしますと 255名行っております。 

斜里町、小清水町もこれは年間の当初予定でありますが、斜里町 213名、小清水町 94名とい

う数字が出ております。また、通園センターに通っている３町の子供全部で 39 名おりまして、

通園センターに延べ回数としては 415 名行っております。まず通園センターに通えるようにな

るまでセンターの方とお話を聞いてもらうまでに、１ヶ月もしくは２ヶ月かかるというのが実情

であります。 

町として今年度も通園センターの運営費の一部として総額 437 万６千円、今年度予算として

負担をしておりますが、このような状況を見た中で今後、支援金を増やす、また３町の首長レベ

ルでの話し合いの中もっと回数を行けるようにするために今後の通園センターの拡張とかも含め

て町長はどのような考えなのかお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 清里町における障がい児の子供さんの関係でありますが、全体の子供さんの数は清里町は年に

よってそれぞれのばらつきがありますから一概には言えませんけれども、全体には減っておりま

す。ただし、障がいを持たれた子供さんが同じように減っているかというと、なかなかそうはな

っていない。逆に増える傾向があるということも事実かなというふうに思います。そうした中で

子供さんに対しては斜里郡３町で共同運営をしている斜里地域子ども通園センターということで、

相談やまた具体的な支援を行っているわけでありまして、先ほども申し上げましたように全体の

職員体制というのは５名をもって行っております。 

 今議員からも紹介がありましたようにそれぞれの町から子どもさんが通園をさせていただいて

いるという現状でありまして制度的に基本的には子どもさん一人あたりですが、週１回を原則に

受け入れをしているということでありまして、先ほど数字もお示しをいただきましたように清里

町においてはトータルで 255人、延べ人数になりますが昨年の場合は通わせていただきました。
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実質的に人数 9 名が通われている部分でありますから、それを 255 人の延べで割りかえすと一

人当たりの人数が単純には出てきますけど、これは支援センターに通われて１年間トータルの話

ですので、１月から 12 月 31 日までの単純計算ですから途中で通われている方はそうはなって

いないとですから、一概に数字を述べることについてもどうかなと思いますが、基本的には年間

52 週ありますので 52 週、１週１回となれば１人の方が最大 52 日まで行かれるということに

なってまいりますので、これについては我が町だけでなくて小清水も斜里も同じ基準で運営され

ているところであります。 

そんなことから実際の回数を増やしていくということになれば、受入れ体制をしっかり整えて

からと、それと設備的な体制も必要になってくるというふうに思っておりますので、改めてそう

いうことが今後において可能かどうかこれも含めて、これは３町での共同設置の話になってまい

りますので相談をさせていただきたいというふうに思っている次第でありますので、ご理解をい

ただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 通園センター、確かに９人でばらつきはあるんです。数字を見ますと行っている方はひと月に

５回も６回も行っている方もいますし、中には１回の人もいますし色んな方がいますけども、こ

れはうちの町だけではないと思うんですけども、この体制をしっかりと、さっき町長がおっしゃ

ったように設備の体制、そこで面倒を見る様々な専門職の方の人員を増やすとか様々な体制が必

要ですが、これ通園センターができてから相当年数経っているわけですが、毎年のように、我が

町からも小清水からも、斜里からも沢山行っておりますけども、これらのことをずっと長年見て

きましたら、町長、５名体制でと話しされていますが実は全体で８人職員がいます。事務局長を

入れて８人いるということですが、実際稼働しているのは５名で、こういった専門の方々の手厚

い、子供たちを見てくれる人たちがいるからこそできる施設であって、特殊な仕事だと私は思う

んですよ。誰でもすぐできるとかそういう話じゃありませんので、そういうことに関して今まで

３町レベルの首長さんがこの問題を実際に話合ってこなかったのかというのが疑問で。町長も町

長になられて 10年が経ちますので、この 10年間の間町長に関してだけ言わせてもらえば、10

年間この話は１回もなかったのかどうなのか。その辺いかがですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 毎年、懸案事項等について、斜里郡、斜里地区の消防組合もそうですけども、その他に畑地か

んがいの協同組合や協議会ももっております。そうした会議の折に、これらの課題、共通する課

題については相談をしておりますが、具体的にしからばどうだというとこまで踏み込んだ話はし

たことがありませんが、ただそれは私の立場だけの話でありまして副町長に具体的な事務作業の

会議がありまして、その中で色々前後の部分も含めた相談をしながら進めてきているというのが

実情でありますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 
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○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 当然この３町で行なっております通園センターばかりでなくて、消防に関してもそれから終末

処理に関しても色々と広域的にこうやって３町で力を合わせてやっている事業がたくさんありま

すので当然そういったレベルでの話はされているのかなというふうには私も思うんですが、実際

に進んでいないというのが実情であるなというふうに私は思います。 

実際に、小学校上がる前９名、清里小学校が現在 25 名おります。小学校については支援学級

の専門の先生が８名、町からの支援員が３名おります。実質 11 名ということですが私、小学校

実際に行きまして先生にいろいろと話を聞いてまいりました。その中で現在 25 名の中でこの体

制でやっていけるかなという話はされております。 

また小学校、そして中学校、高校と上がっていく時は育ちの手帳と言うんですか。これを何年

か前から作っているらしいんですが、そういったものをしっかりと活用しながら情報交換をして

学校等引き継がれているということであります。また、このように沢山の障がいを持った子供た

ち、苦労されている保護者の方、人に言えないような色々な問題を抱えております。役場の担当

窓口に相談に行っても結局わからないということで、自分たちでネットで調べて対応しているの

が実情であります。 

当町は子育て、また高齢者に対する支援はすごく充実はしておりますが、同じ町民である障が

い者に対して専門の窓口すらないというのが清里町であります。他町と比べて満足できない状況

にあることに対して町長はこの窓口をつくりしっかりと人員を整備していくという考えはないで

しょうか。また町単独は無理であれば３町で立ち上げて行くという考え方はないでしょうか。そ

の辺はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 清里町における障がい者での相談窓口の関係でありますが、本町の保健福祉課の中に保健グル

ープ、福祉グループ、子ども子育てグループとありましてその中で一般の障がい者の部分につい

ては保健グループまたは福祉グループそれから子供さんの部分については子ども・子育てグルー

プ、こういう中でこの子ども・子育てグループの中には子育て支援センターが含まれてございま

すので、そういう中で窓口として先ほど申し上げましたように子供さんの部分では子育て支援セ

ンターが総合窓口というふうに我々は理解をしておりまして、その中で相談業務をいただいてい

るところでございます。 

 また小学校、中学校の部分に置きましても生涯学習課学校教育グループにその担当がございま

すが、具体的には特別支援教員または専門員が直接その部分に当たっているということでありま

して、小学校に行ってお聞きになられてきたというその実情どおりだというふうに思っていると

ころでございます。そんな中で、町に相談窓口がないということではなく、窓口ありますのでそ

こへ行って相談をいただければと。ただ専門性がありますので実際問題として細かい具体的な話
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になるとなかなかその場で回答ができないという部分も多々あるんだろうというふうに思ってお

りまして、それらに向けた専門体制については十分に今後とも考慮していかなければならないだ

ろうとそんな思いを思っているところでございます。 

子供さんの障がいの種類というのも、もの凄く多岐にわたっておりますし、その程度において

も同じ障がいの形態であっても程度によって支援の仕方が大幅に違うというようなことも生じて

くるわけでありますので、これらについてもしっかりと対応できるようなそういう支援体制につ

いても今後充分に検討させていただきたいというふうに考えるところでありますので、御理解を

いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 町長の答弁、今聞きますと子ども・子育てグループがあり、そして窓口は支援センターである

と。それはわかっているんです。ただ障がい者・障がい児ということになったら全く正直言わし

てもらうとこの窓口というのは早い話が機能していない。だから専門性を持った相談窓口、必ず

必要な保健師さん、保育士さん、社会福祉士さんこういった体制を作るということはほんとに大

変です。専門職ですのでなかなか今どこの市町村も人材がいない。でも、町長うちの町に学校行

く前に９名、学校に行っている子が 25 名、その他に学校終わってからも障がいを抱えている子

を入れますと数十名です。同じ町民です、清里町の。数年前に町長就任されてからだと思うんで

すが、保健福祉課の方に包括センター作りましたけども、こういった専門性を持った窓口を新た

に作らないとこれは絶対解決できないと思うんです。今現在、町長の考えとしてこの専門性を持

った部局を保健福祉の中へつくるのか、支援センターの中につくるのか、その辺がどうかわかり

ませんけども現段階でそういった体制を今後つくり上げていくという考えはないですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 総合的な窓口の関係でありますが先ほども申し上げましたように、今現在においては保健福祉

課また教育委員会での幼児の部分と学生の部分と児童の部分と含めてそれぞれの分野で行ってい

るところでありますが、これらを今、子育て支援センター３名体制でありますのでやはり細かい

ところまで目が届かないということもあります。 

現在、専門性をもった職員を配置する相談業務にスムーズに応じられる、また支援にも応じて

いくことができる、その準備としての子育て世代の包括支援センターの設置について検討を加え

ている最中であります。それに向けた専門性を持った職員の配置というのが改めて必要になって

まいりますので、既に保育士または保健師の採用に向けた段取りをしているところですが、なか

なか現状としてそういう専門の職員が応募に応じてくれないというようなことで体制の立ち上げ

に苦慮しているというところでありますが、いずれにしろそういう要望が大きいわけであります

のでこのセンターの立ち上げについて令和３年度中には何とかやれる範ちゅうでもいいからまず

は立ち上げなければなというような思いで今取り組みを進めているということでございます。 
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その他１市４町で広域での相談体制というものも必要になってくるというふうに思っておりま

す。これらについては担当レベルでそうした体制づくりの検討協議は行われておりますのでこれ

らが整理がついた段階で１市４町の首長で、改めて共同設置について検討を加えていきたいと考

えているところでもありますので、そうした意味において御理解をいただければというふうに思

います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 今の答弁を聞いて少し私も安心したんですが、令和３年度中に何とか立ち上げてということを

町長おっしゃっていただいたので、是非こういった子供達は待ったがありませんので、少しでも

早い時期に立ち上げて前へ進めていただくようにしていただきたいというふうに思います。 

先ほど私、学校を卒業してからもという話をしましたけども、子供達だけでなくて高校卒業し

た後に清里の事業所に勤めておられる方もおります。ただ、町としてのそういった子供たちに対

する雇用の支援、このあと私の後に古谷議員がその問題に関しても質問いたしますが、どうも余

り力を入れているなという感じはしないのと、雇用先の窓口を町が何とかお金を出してでも支援

をする、事業者に対して支援をするという考え方を持って行った方が私は今後の取り組みについ

ても必ずプラスになるんじゃないかなというふうには思っております。 

 それと町長も御承知のことと思いますが、オホーツク圏の唯一の障がい専門病院であります美

幌養育園。担当医が退職されまして現在常勤員医がいなくなりました。月に１度、札幌市から出

張医ということで来ているようでありますが、主張医の対応ではなかなか見てもらえない状況に

あります。特に新規の患者さんは一切みないということでもあります。また療育手帳の交付につ

いても医師の診断を受ける場合でも旭川それから帯広まで行かなければならない状況下にありま

すので、保護者の方の不安それから経済的な負担を考えた時に、やはり広域的な対応ということ

であればこの地域の基幹病院であります網走厚生病院があるわけですが、この網走厚生病院での

医師確保をぜひこの斜網地区の首長レベルの間で要請だと私は思うんですが、町長としてはどう

いう考えでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 御案内の美幌療育病院の医師の関係であります。情報的には我々も既に聞いているところでご

ざいます。ご高齢によって退職をされるということでありますが、その医師の確保については今

までも色んな角度を通じながらやってきたわけでありますが、現実対応としては、なかなかいら

っしゃらないということですし、特に療育の専門医というのは相当な経験年数等も必要ですから

単に医師を連れてきたから良いということにもならないというふうにもお聞きをしておりまして、

最も専門性の高いお医者さんとしてその業務に当たっていただける、そういう先生を探さなけれ

ばならないということだそうであります。そんな中で、どこの町もそうですがお医者さんを探す

というのは専門医でなくても本当に大変な作業を各町村ともやっているわけであります。それと
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合わせながら、こういう部分にしてもしっかりとやっていかなければというふうに思っていると

ころであります。 

 また、今そういう状況の中ですので新規の方については受け入れをしていないというふうにも

聞いております。これが長いことを続いていくと大きな地域での損失になって参りますのでこう

したこともしっかり踏まえた中で取り組みを進めていきたいなというふうに思っております。 

特にこの関係については北見において、北見の赤十字病院にも専門のというようなことで関係

の方々で赤十字病院と北海道に対しても要請をされた経過がございます。 

 そして、またこの斜網において一昨日の新聞にも載っておりましたが網走市を中心としながら

１市４町で地域に専門医を配置してもらおうということで、要請活動に協議の中で入っていきた

いというようなことでの考えを持っておりますので、そうした方向に向けて今後進めていきたい

なというふうに思っているところであります。 

まずは美幌にあります療育病院に医師をまず派遣をしてもらうことがスタート時点になるのか

なと。その後において網走厚生病院、斜網におけるそういう課を新たに厚生病院の中ということ

になれば開いていかなければなりませんから、新規に病院をつくるのと全く同じような手続にな

ってまいりますので、そこらについては、まずは美幌療育病院の医師を確保するところからスタ

ートをしながら、その次の段階規制として今申し上げましたような形で可能かどうか十分に検討

しながら、これは１町だけでできる問題ではありません。地域全体として、もしも受け入れると

なれば網走厚生病院側の体制がこの中でやれるのかと慎重にやっていかなければならない部分が

あるだろうなというふうにも思っておりますが、いずれにしろ医師の確保に向けた最善の努力を

尽くしていきたいというふうに考えておりますのでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 専門医なので探すのは大変かなというふうに私も思います。しかし、今町長おっしゃっていま

すが北見の日赤病院でも要請かけてもなかなかいないという話も聞いております。やはり１市４

町でまず美幌の療育病院に常勤医をということが理想なのかなかなと思いますが、なかなか札幌

の出張医１名では、ほぼ対応できないだろうなと私は思うんですが、この障がい児清里町だけで

も 40 名ぐらいおります。それから斜里町、小清水町を合わせますと本当に通園センターばかり

ではなくて、学校行って支援学級にいる子どもたちを集めただけでも３町だけで 100 名ぐらい

いるんじゃないかなと思うんです。この３町でその位いるということは、１市４町それから北見

とか入れますととんでもない数字だと思うんです。数的に。 

だから、それを踏まえた時にやはり美幌の病院に必ず医師を、常勤医を獲得するんだという気

構えで臨んでいかないと、当然お金もかかります。広域的なことに関してうちの町は補助金も出

しておりますけども、こういった部分に関してもやはり医師を確保するために財源がないとなか

なかできないというのはわかっていますから、その辺、１市４町だけではなくて北見も含めた北

網圏で必ず常勤医師を獲得するということをまず町長が発案者になっていただいて提案してもら

うということをしないと解決しないと思うんですよ。ここに常勤医がいないと、いないから厚生

病院にとか日赤病院にとか新たに呼ぶなんて大変なんです。だから札幌から来ている非常勤の方

を含めてこの北網圏でどれだけ力を入れて要請できるのか。それは凄く難しいと思いますがこの
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管内にいる子供たち、障がい児のことを考えると必ず必要だと思うんです。 

 私たちの町に清里クリニックはないと困る人が沢山いるのと同じなんです。そう考えますとや

はりこれは担当レベルでの話ではありませんので、ぜひ 引町長が先陣を切って、この話をオホ

ーツク圏で出していただきたいというふうに私は要望いたします。それに関していかがですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 障がい者に対する療育病院の必要性については十分に認識をしているところでありますし、で

きれば全ての医師が常勤で勤務されるというのが最も好ましい姿だというふうには理解をいたし

ておりますが、また現状となると、現実はなかなか難しい対応をしていかなければなりません。

そんな中で先ほど申し上げましたように１市４町の、まずは斜網の体制ということがありますの

で、その中で網走市を中心としながら医師の派遣についての要請活動は当然やっていかなければ

というふうに思っておりますし、また北網の医療圏の会議がありますのでそういう中においても、

やはり専門性のある病院の医師の常駐化という部分についても改めて提案をさせていただきなが

ら体制づくりに向けた協議を進めていけるよう、我々としても努力をしていきたいというふうに

考えている次第でもあります。 

１日も早くやはり安定した形での医師の配置が望まれるわけでありますのでそれに向けて進め

ていけるよう関係の首長とも相談をしていきたいというふうに考える次第であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 町長も御存じかと思いますが先般、議会と障がい児の親の会であります、にじいろの会と懇談

会を行いました。色んな情報交換をいたしました。この懇談会 13名の方が出席されたんですが、

本当に様々な苦悩が私そこの場にいまして感じられたんですが、箇条書きにしても書ききれない

ぐらいの問題が山積みであります。保健師さんに相談しても相談しただけだった。高齢者に対し

て手厚いのに子供たちに対して支援が弱い、情報は町ではなくて、ネットで調べて対応している。

それから、心の寄りどころが欲しい、清里は情報がなさ過ぎる、本当に悩んで人にも言えない人

達がいる、こうやって書いていても書ききれない位いっぱいあったんです。 

そんな中、にじいろの会の父兄の方たちが切々と言っていたのは最終的に行き着くところは、

清里町には継続して相談できる窓口がないということ、１歳の障がい児から 18 歳 19 歳になっ

ても障がいのままいる子供たちが相談するところがないと。これに対しては小清水町の方はもっ

と力を入れていると。そう言った方もいっぱいいます。 

先日、福祉に関するアンケート常任委員会の中で説明を受けましたが親の立場になって考えた

時にしっかりと町として相談体制の整備を行なった方が良いと思う。再度町長も考え方をお伺い

したいと思いますがいかがですか。 

 

○議長（田中誠君) 
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 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 先ほども申し上げましたように、障がいに対する方々の相談窓口いうのは保健福祉課、そして

教育委員会のそれぞれの分野においてももたれているわけでありますし、お子さんの部分につい

ては特に子育て支援センターを中心としながら総合窓口ということで対応させていただいており

ます。ただ、今ご質問のように専門性が伴うわけでありますから細かい話になると理解のできな

い、わからないという部分もあったのかなというふうに思っております。 

そこで、先ほど申し上げましたように、それらを総括的に専門の職員を配置しながら総合的な

一連の繋がりのあるその分野分野で切れることのないような、そういう連続性のある相談窓口と

して令和３年度中に何とか子育て世代の包括支援センターを立ち上げていきたいということであ

りまして、これは子ども子育てということですから全ての子供さん方の一連の切れ目のない相談

窓口という位置づけの中で設置をしていきたいというふうに考えております。そんな中で少しで

もそういう部分に対する支援の手が届くように配慮をしながら進めていければなというふうに考

えるところであります。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 先ほど令和３年度中に何とか立ち上げたいというお話もいただきましたで、ぜひやっていただ

きたいというふうに思いますが、実は今年度、町の第５次総合計画のこの 10年が終わりまして、

今６次に向けて策定会議がもう９割型終わりまして、あと１、２回を残すだけの会議になりまし

たけども、この第６次の総合計画さらに 10 年間のことを考えた時、当然 引町長もこの第６次

の総合計画に絡んでいるわけでありますから、こういった６次の総合計画ビジョンを考えた時に

この障がいに対する今後の支援ということを問題として上げた時にどのような将来構想を町長は

持っておられるのか伺いしたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 今御質問のように清里町においては令和２年をもって、現在の第５次清里町総合計画、10年間

の計画が終了いたします。それで次の新しい時代に向けた総合計画の策定ということで現在その

作業が進められているところでありまして、新たに令和３年から 10 年間のこの町の方向性を表

す計画として今策定を進めているところでございます。当然、その中においても基本構想、基本

計画、基本目標ということでの配置がされてくるわけでありまして、次の世代における若い人方

の、やはり子ども子育ての夢や希望を叶えると。これが１つの大きな目標にもなってこようかと

いうふうに思っておりますので、そういう中において、総体的な子ども子育て支援の中にきちっ

と盛り込んで行ければなという思いでいるところであります。 

具体的な総合計画の今回策定をいただいている基本構想とかの部分については実施計画があり
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ませんので、改めて実施計画等含めた形でまち・ひと・しごと創生総合戦略、これも並行して進

めていくわけでありまして、その中で具体的に表していかなければならないと考えているところ

でありますので、その面においての御理解をいただければというふうに思っているところであり

ます。 

障がいに係る関係については、本当に小さな子供さんから高校をさらにはその上級学校そして

社会人となった時の就労問題と幅広い一生に関わる課題でありますので、それらが一連に切れ目

のない対策が打てれば、最も良いわけでありますけれどもどうしてもやはり人的な部分だとかさ

まざまな要件もございますので、そこら辺も踏まえながら、まずやれるところをしっかりとやっ

ていきたいと考えておりますので御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 10 年間の構想というのは本当に先の長い話でありますが、まずこの 10 年間人口推移１つ見

ても予定とズレがあるんです。これは自然減ばかりではなくて社会減もそうですが、10年前の構

想と今現在の状況というのは、やはり数字的に相当ズレが生じてきております。ここで６次の総

合計画の話をするつもりはありませんが、私思うんですが障がい者、障がい児を持った父兄の方々

が清里町の今の有り様を見て本当にもっと力を入れて欲しいと切々に思っているわけです。それ

が例えば叶わないということになったら、やっぱり町から出て行くと思うんです。仕事の関係も

ありますからなかなか移動できないという場合もありますけども、本当に将来の子供のことを考

えたら何とか病院の関係、環境を考えたら清里を出て北見に行こうとか旭川行こうとかそう言う

方が無いとは言えないんですよ。こういった問題は本当に難しい問題かなというふうに私は思い

ますけども、先ほどから町長が来年度には何とかという話をされた中で、もし部局を支援センタ

ー本拠地にして動いていくのかなというふうに私は思うんですが、この部署をつくると考えた場

合に、保健福祉課の中で新たに専門部署をつくっていくのか、また今後、認定こども園の開設に

向けてこの中に資格職を持った方を採用していくのか。また、広域的に３町で立ち上げていくの

か。とにかく保護者の方々のことを考えた場合、やはり１日でも早く行動を起こして行くことが

町長としての役割かなというふうに私は思いますし、またその専門部局をどこにつくるにすれ、

人員の確保それが一番大事であります。私、議員になってからもう 10 年になりますけども、昔

から言っているとおり 80 名体制とか 83 人体制とか、そうではなくて必要なところには必要な

人間がいるんです。まさにこの支援センターでも保健福祉にしてもこういった部局をつくるとき

は必ず新しい人間を使わないとできないですから。うちの町が本当に財政がひっ迫していて人を

これ以上使えないとかそういう状況であるならば私言いませんけども、そうでなかったら必要な

ところには必要な人間を入れて、清里の町民である人たちを手厚く見守っていくというのが町長

として当然のことだと思うんですがその辺に関していかがでしょう。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 
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 全体的なまちづくりに関わる職員の配置の関係とも関連するかなというふうに思っております

が、まず子ども子育ての部分については、やはりいろんな部署、今バラバラで担っている。それ

ぞれの立場分野では相談窓口があるわけですが、一連性一貫性がないというような御指摘もあり

ますので、あわせて今回子育て支援センター、さらに規模を拡張する形で子育て世代の包括支援

センターということで、令和３年からの中で何とかしていきたい、ということでお話をさせてい

ただいたわけであります。色んな行政ニーズというのは出てきておりますから、そういう中にお

いて必ずしも今は職員の定数条例がありまして、そこに定められている人数にまだ至っておりま

せん。そういう中において本当に真に必要なものについては人数にこだわることなく、条例を改

正するなりしてでも配置をしながら町民のまちづくりにかける思いをしっかり受け止めていかな

ければならないというふうに考えているところでもあります。 

今後、具体的な作業が始まってまいります。そうした中に子育て世代包括支援センターの窓口

をどこに配置するか。現在であれば、まず基本的に子育て支援センターがありますので、そこを

ベースとしながら機能の拡張でありますから保健福祉、保育所内に設置をしておりますがこれら

についても今後今予定をして準備に入っております幼保一元化の認定こども園の中に求めていく

かと色んな方法があるかと思いますし、その前にまずは認定こども園の事業主体はどこになるの

かとそういう部分を含めて相対的に進めていかなければなりませんが、当面、そこまで行くまで

の間は今の子育てセンターを中心としながら保健福祉課で対応していきたいというふうに考えて

いる次第でもあります。 

まだ将来的にはそういう基礎が固まった段階において全体的な機構改革を含めながら、そうい

う必要性が出てくる可能性もありますので十分に認識をしていきたいというふうに思うところで

あります。 

 

○議長（田中誠君) 

 持ち時間がなくなったので手短に。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 それでは１時間経ちましたので、最後の質問させていただきますが、今回の質問にあたって色

んな方とお話をさせていただきましたが、やはり障がいを持った方々の父兄が一番大変なんだと

いうふうに思います。当然、子供たち本人も大変だなというふうに思いますが、やはりその父兄

が一番大変かなと。今後、町長も色々と支援センターの中にということで話を進めていくと思い

ますが、私たち健常者もそうですが障がいを持った人たち、そして父兄、清里の町民全体が安心

して暮らせるようなまちづくりに今後ますます尽力を尽くしていただきたい、それをお願いして

一般質問を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの議員の御質問、真摯に受け止めながら安全・安心なまちづくりに向けた取り組みを

進めていきたいと思います。先に議会の方から、にじいろの皆さんと懇談をされたときの課題、

要望等いただいております。この要望等を参考にしながら、すぐ出来るもの、出来ないもの、色々
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あるかと思いますが、出来るものについては速やかな取り組みをしていきたいというふうに考え

ているところであります。いずれにしろ、子どもたちはもちろんでありますが、子どもたちの保

護者の皆さん、大変な御苦労をされている。改めて認識をさせていただくところもあります。そ

うした中においてしっかりと思いを受けとめながら、安全・安心なまちづくりのために職員一丸

となって取り組んでまいりたいと考えております。御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで池下昇君の質問を終わります。ここで 10時 55分まで休憩といたします。 

 

休憩  午前 10時 40分 

再開  午前 10時 55分 

 

○議長（田中誠君) 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。次に古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

 先に通告した「くらしの安心と新たな地域雇用創出への取り組み」について町長に一般質問を

させていただきます。かなり厳しいご指摘もさせていただきますのでその点についてはご了承い

ただきたい。このように考えます。 

昨年６月の定例会、そして本年３月の定例会において人口減少と超高齢化、少子化の局面に対

応した地域経済の振興と雇用対策の取り組みについて一般質問をさせていただいてございます。 

 また、昨年 12 月定例会では「障がい児の保育・福祉支援の取り組み」について質問をさせて

いただいた中で、特別支援学校などを卒業した後や学齢期を終えた方々に対する就労支援と地域

で働く場を確保・創出することの必要性について一般質問をさせていただいております。 

 加えて、高齢者の皆さんをはじめとした交通弱者対策や地域包括ケアシステムの構築について

も高齢者の方々や障がい児支援の観点から質問をさせて頂いたところでございます。 

 これらの一般質問に対して町長からは、個別的事項に対して「今後十分に検討させていただく」、

又は「制度設計を速やかに行い、議会とも準備出来次第、協議させていただく」、さらに「近隣の

町の取り組みなどをしっかり調べたうえで、清里町として何ができるか考えたい」などの答弁を

いただいているところであります。 

 言わずもがな、来年度は清里町の行政施策の推進にとって最も基本をなし重要計画となる「第

６次総合計画」と、「第２期まち・ひと・しごと総合戦略」がスタートする年となります。 

 また、町においては当然、計画策定の審議と並行しながら想定される施策や事業を落とし込ん

だ令和３年度の予算編成事務が行われていると認識するものです。こうした前提に立ち、これま

での私の一般質問に対して、「検討」「速やかに制度設計して協議」等々、町長より前向きなご答

弁を頂いた事案が多々あるところですが、くらしの安心につながる地域雇用という視点から、現

時点における検討や制度設計に向けた取り組みの進捗状況、また具体的な施策と事業をどの様に

「かたち」として実行されようとしているのか、あらためて以下、３項目の質問を通じて確認さ

せていただきたいと存じます。 

 まず、一点目として「少子化と人口減少に対応した若者雇用対策の取り組み」についてお伺い

します。 引町政においては特に子育て支援という観点から、現在まで非常に手厚い支援策を講
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じ、高い評価がなされていると考えるものですが、一方、結果としては少子化や人口減少の歯止

めとなっていない現実があるということを、町長自身の答弁で認めていると認識しているところ

でございます。そうしたなか第２期総合戦略の重点的課題に関し、先の９月定例会の私の一般質

問への答弁で、少子高齢化、人口減少の流れを緩和するために若い人たちの雇用確保による地域

経済の活性化施策に取り組む必要があると強い意欲を示されました。当然、第１期のまち・ひと・

しごと総合戦略においても、基本目標の第一番目に「地域における安定した雇用を創出する」と

し、「若い世代にとって魅力ややりがいのある仕事を創出し、安定した雇用を確保する」と掲げて

おり、「若い人たちの雇用確保や働く場の創出」は、計画の極めて重要な柱であったと理解するも

のでございます。第２期の取り組みに向けて、当然、第１期の反省評価が的確になされていると

考えるところですが、第１期のこの６年間において取り組んだ「若い人たちの雇用の確保や働く

場の創出」事業の具体的内容とその実績を、まずお示し頂きたい。 

 あわせて第１期の反省評価基づき、第２期総合戦略においては「若い人たちの雇用による地域

経済の活性化施策」の具体的展開方策をどの様に描いておられるのかもあわせてお伺いするもの

でございます。 

 次に２点目として、「地域公共サービスを通じた雇用の場の創出と仕組みづくり」についてお伺

いします。残念ながら清里町においては、新型コロナウイルスの影響による経済的な影響に加え、

本年に入り民間の最も大きな事業所の生産ラインの縮小や事業所清算により大きく雇用環境が悪

化している実態にあると考えるところです。 

また、商工振興計画で掲げた空き店舗対策についても一朝一夕に進むような環境にはなく、商

工会としても現況対応で精一杯というのが実態ではないかと推察するところです。 

 しかし、その一方で超高齢化と少子化、人口減少、地域コミュニティ機能の衰退等により地域

の生活機能維持やくらしの安心・防災・見守り・子育て支援等の観点から、持続的に清里町が存

続し得るような新たな地域公共サービスの必要性と、それを支える仕組みづくりが喫緊の課題と

なっているのではないでしょうか。 

 「くらしの安心」と「新たな地域雇用や働く場の創出」に直結した地域公共サービスの仕組み

づくりは、ある意味、若い世代は勿論のこと女性や高齢者の雇用創出にもつながるものと考える

ところでございます。こうした、くらしの安心を生みだす地域公共サービスを通じた雇用の場の

創出と仕組みづくりは、民間の力を待つことなく行政の強いリーダーシップを持って取り組むこ

とが必要と捉えるものですが、町長の所見と認識をお伺いします。 

 さらに昨年６月定例会において制度設計を進めると答弁頂いた地域公共交通の整備に向けた制

度設計や、地域包括支援体制の充実強化の取り組みは、どの様に実行に向けた準備が現段階で進

められているのかお示しいただきたいと存じます。 

 最後に３点目として「障がい者就労支援の推進と働く場の確保」についてお伺いします。先に

一般質問した池下議員と連動する部分、重なる部分があろうかと存じますが、よろしくお願い申

し上げます。 

 今から丁度一年前の 12 月定例会において「障がい児の保育・福祉支援」について一般質問さ

せて頂いたところであり、一年経過した中で現在、清里町障がい児福祉計画が策定されていると

いうことを踏まえ質問をさせていただきます。 

 障がい児や障がい者、さらには保護者の方を含めて生涯にわたる切れ目のない支援が必要とさ

れるところですが、先の一般質問でも指摘させて頂いたところですが、お子さんの成長とともに

課題となってくるのが就労支援と働く場の確保です。特別支援学校などを卒業・卒園した後の就
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労支援の現状と町の取り組みや受け皿づくりが、極めて立ち遅れていると考えるものです。具体

的には就労支援 A型・B型事業所、授産所などがない状態、また、近隣自治体では積極的に取り

組まれている就労支援センターの設置や農福連携などによる地域型の取り組みの必要性について

質問させて頂いたところ、一年前の町長答弁としては清里町として何ができるか考えると答弁頂

いたところですが、その後の動きが全く感じられない、見えないところでございます。 

ノーマライゼーションが言われて久しくなるところですが、障がいを持ちながらも地域の中で

生き生きと暮らし働いている姿があるということが特別な事ではなく、普段、日常の光景になる

ことを目指し、今回策定される障がい者福祉計画と障がい児福祉計画に具体的に反映し、一歩踏

み込んだ取り組みが求められると強く考えるものです。今後、次期計画の策定、事業の中に具体

的にどのような形でそれらのものを反映していかれるのか町長の所見をお伺いするものです。あ

わせてこの１年間、何を検討されてきたのか近隣町村の実態調査も含めてご答弁をいただきたい、

このように存じます。以上、１回目の質問とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 それではただいま古谷議員よりいただきました、くらしの安心と新たな地域雇用創出への取り

組みについての御質問にお答えを申し上げたいと存じます。 

 まず１点目の「少子化と人口減少に対応した若者雇用対策の取り組み」についてでございます。

質問をいただきました項目、かなり多岐にわたっておりますので、少々答弁の方も長くなるかと

思いますが御理解をいただきたいというふうに思います。 

ご質問にありましたように本町では、少子化と人口減少に対応するために人口ビジョンに基づ

きまして平成 27 年度に清里町のまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定をいたしまして、その

中において安定した雇用の創出、新しい人の流れをつくる、子育て支援の充実と住み続けたいま

ちづくりの４つの基本目標のもとにそれぞれの対応を積極的に推進をしてきたところでございま

す。しかし、こうした施策を持ってしてもなかなか雇用の場の確保という部分においても厳しい

ものがあったんではないかなというふうに思っている次第でございます。特に若い人方が魅力や

やりがいのある仕事をいかに創出していくかと。そして安定した雇用を確保するという部分にお

いて満足な成果が出ていないのではないかということであります。 

それぞれの見方、とり方は色々あるかと思いますが、町としては今までも具体的な事業として、

農林業等の産業の振興や地場産特産品事業の拡大とブランドの強化、また起業される方に対する

環境づくり対策、こういうものを総合的に進めてきたわけであります。そんな中で少しでも改善

ができるようにというような努力をしてきたところでもあります。 

また全体としてそういう対策を打つ中においても、やはり働きたい人と働いて欲しいという事

業者側との間でのミスマッチも起きてきているのではないかなというふうに思っている次第でも

ありますし、清里町においては特に今年は合板事業者による製造ラインが移転をするという大き

な出来事がありましたし、本町においても林産企業の工場が１社廃業するというようなこともあ

ったわけでありまして、こうした意味においても雇用の場が失われたという部分においてはかな

り大きな痛手になっていることも事実ではないかなというふうに思っております。また、こうし

た中で現在策定中の第２期の総合戦略の中におきましてもこの地域と生活を支える産業の振興そ
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れから若い人達の子育ての夢や希望を叶える、そして、安全で安心して暮らしていける町をつく

りあげていくというこの３つの視点のもとで、それぞれの事業展開をすべき、策定を進めている

ところでもあります。こうした中に一抹の活路を見出していきたいと考えている次第であります。 

 次に２点目の「地域公共サービスを通じた雇用の場の創出と仕組みづくりの関係」であります。

これまで町においては、法に基づいて指定管理者制度を始め業務委託による事務や事業のアウト

ソーシング、これが可能な分野においては積極的に外部委託を推進してきたところでもございま

す。また一方で今年度よりその雇用の部分におきまして会計年度任用職員の採用というようなこ

とで制度が若干変わってきておりますので、これらに対する対応についても進めてきているとこ

ろでありまして、また新たな角度からの雇用の芽を引き出していきたいというふうに考えている

次第でもございます。 

また、その質問の中にありました「新たな地域公共サービスを通じた雇用の場の創出の仕組み

づくり」の考え方であります。この取り組みについての必要性、十分に認識をしているところで

ありますが、これについては新しい公共とソーシャルビジネスとしての取り組みの大きな課題で

もございますので可能性・必要性について十分に検証していかなければならない。これは行政だ

けでやり切れる仕事ではありませんので、しっかりと民間の事業者の皆さんとも勉強をする中で

取り組みを進めていかなければならないものというふうに考えておりますので勉強させていただ

ければというふうに思っております。 

また具体的な雇用の場につながる新たな事業化の取り組みなどにつきましては、ＪＡまたは商

工会そして関係の事業所の皆さんとも改めて相談する中で可能性について協議をしてまいりたい

というふうに考えております。 

また、御質問いただきました地域公共交通の関係でありますが、これにつきましては路線バス

が廃止をされまして、そうした中でスクールバスでの一部の乗車を行っている実状とさらには鉄

道のＪＲ釧網線の維持存続という部分が大きなこれからの課題になってきておりますので、関係

の団体又は沿線の市町村とも連携を図りながら、こうした生活の足の確保に向けて取り組んでま

いりたいというふうに考えております。そうした中、高齢化が進む状況の中で自家用車を運転す

ることができない高齢者の皆さんも今後増加していくということが考えられております。その中

で買い物や通院などでの生活の足としての交通移動手段の確保については、ますますこれから需

要が高まっていくものと判断をしているところでありまして、こうした対応をするために今年度

からそうした方々への交通手段の支援という形の中で、ハイヤー等の利用助成事業を実施してき

たわけでありまして、おかげさまで現在までに 240 名の皆さんに御利用をいただいている状況

にあります。 

今後においてはこれらの利用実態を十分に把握、検証する中で本制度のさらなる充実に向けて

取り組んでいかなければならない、そういうふうに考えている次第でもありますし、また新たな

公共交通体系についても今準備作業に入っているところでありまして、作業ができ次第、議会、

委員会とも十分に内容について協議をしていきたいというふうに考えている次第でもございます。 

次に３点目の「障害者就労支援の推進と働く場の確保」についてでございます。御案内のよう

に本町においては先ほどの池下議員からの質問がありましたように、それぞれの子育ての窓口が

弱点であるということと、それともう１つは施設そのものが就労の施設が本町には具体的にはあ

りません。ただ、一般企業としての障害者雇用の法に基づく就労はあるわけであるわけですけれ

ども、専門的な継続支援としてのＡ型、B 型、授産施設的なものは無いというのが実情でありま

して、この部分においては少し弱いのではないかなという御指摘そのものかなというふうに思っ
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ている次第であります。 

こうした中で障害者雇用の部分については先ほども申し上げました保健福祉課を中心としなが

ら相談窓口を開いてきているわけでありますが、具体的にそれぞれの課ということで広く全庁的

な課題として取り組んでいかなければならないという認識のもとでありますので、今後において

そうした障害者雇用に関わる労働条件、また職場環境の整備等を含めた中に、あり方についても

十分に検討をしていきたいというふうに考えるところであります。 

また事業者の皆さんに対しましても、そうした理解と積極的な雇用の取り組みについては関係

機関会議等を通じながら私の方からお願いを申し上げたいというふうに思っておりますし、具体

的な雇用の就業支援事業所の立ち上げ等が可能なものかどうか、関係の皆さんとも相談をしてい

きたいなというふうに考えているわけでありますし、また、そうした全体を通じた中での障害者

雇用のあり方についてもご理解がいただけるように協議の場を設けていきたいなと考えていると

ころであります。その中において御理解をいただければというふうに思います。以上、申し上げ

まして１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 それでは再質問させていただきます。１点目の少子化と人口減少に対応した若者雇用対策取り

組みの関係で、今の町長の答弁の中では農林業等の産業振興、地場産品事業の拡大とブランド強

化、企業就労環境の構築、こういったものについて取り組んできたというお話があったんですけ

ども、まち・ひと・しごと６ヵ年については数量化した中での目標を設定しながらやってきたは

ずなので、具体的に若者雇用の場がどのような形で数量的に拡大されたのか、成果としてあがっ

ているのか、具体的に御答弁願いたい。まずお願い申し上げます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの具体的な雇用の場の創出と、また産業振興等の事業の展開であります。基本的には

本町の基幹産業であります農林業を中心としながら産業の振興と雇用の拡大をということで、農

業振興計画の中でも様々な事業計画をさせていただいております。ただし、現状としては実態的

に雇用の場が確実に起きてきたかとなると、なかなか難しい部分があるかなというふうには思っ

ているところでありますが、全体的な事業の拡大の中、雇用枠は少しずつ広がってきているので

はないかなというふうに思っております。 

また、町として農業後継者の育成または林業従事者の雇用の安定化に向けた事業の展開もして

おりますしさらには新たに清里町においでになられる方の起業化また新事業に対する新店舗の関

係でありますがそういう支援を行ってきております。 

 さらには既存の事業者が事業拡大をするための店舗の改修等の各種の支援も行ってきたところ

であります。さらには若い人たちが移住定住をしていただくための移住定住に向けた住宅の建設

や借りる部分においての支援対策も行ってまいりました。 
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そのほか、新たな観点として住宅の建設に向けても、清里は公営住宅が中心の町でありますが、

新たに民間活力をという中で民間の方々への建設事業についても賃貸住宅についても支援をして

きたところでございます。こうした様々な事業の展開を行う中、雇用の場の確保という部分を含

めた中で対応をしていただいたところであります。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 質問したのは数量的に定量的にどういった形で成果が表れていると話をさせていただいたわけ

で、基本的に若い人は新しく新規雇用をやっていくというのは非常に難しいというのは基本的な

話であって既存の産業における雇用という部分を何とか持続して継続していくその結果に留まっ

たというのが今の答弁の本質的な内容であって、あたかも事業が新しい雇用、若者雇用にはなか

なか結びついてなかったというそういった評価を率直にされればいいのかなと私は思うところで

あって、であるならば、そういった状況が若者の雇用創出というものがなかなか既存的な雇用の

安定化だとかそこは頑張ったよ。でもなかなかできなかった。これからまだ課題が残っている、

とすればその要因だとか人材不足、よく町長ミスマッチングという言葉を使われるんですけども

働きたい方と雇いたい方という、そのミスマッチング起きる要因そういったものをきちんと来期

の反省評価の中で捉えていかなければ第２期における若者雇用の創出なんてことは基本的にでき

ないんじゃないか、その要因ミスマッチングの要因、それから若者雇用の新しい創出が出来なか

った要因というのはどこにあるかと認識されているか御答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 若者の雇用に対するミスマッチというか雇用の創出がなかなか難しかったという部分でありま

すが、これは一概にはなかなか言えない大きな奥の深い問題でありますが、端的に一番表面な部

分でいけばその大きな要因としては求人の事業所が少ないと。まず清里にはそういう事業所が少

ないということと、希望する職種の事業所がさらに無いということがあげられるのかなというふ

うに思います。 

またその他には職種の問題、年齢の問題、一番大きいのは資格だと思います。資格やスキルが

一致しない、また賃金や働き方の形態も一致しないということと、清里町という地域的なその交

通の便とかそういう部分においてもなかなか選んでもらえないという部分が最も大きな要因では

ないかなというふうに考えているところでもございます。 

また、やはり求人する側と求職する側との思いが一致をしないと、一時的に来ていただいても

すぐ何ヶ月かすると、いや私の思いと違いましたとどんどん辞められていくということが生じて

きていると思いますし、町の役場の職員の中も、今までかつてないだけ、ここ数年間で何人かの

職員がやはり合わなかったということで辞められる方も現実としていたということも踏まえなが

ら、そこら辺の全体の環境づくりを含めて取り組んでいかなければならない大きな課題だという

ふうに思っている次第でもあります。 
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○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 基本的な考え方の発想転換をしていかないと、なかなかその点は改善されていかないし、前に

進んで行かないのが実態で、今、時代は仕事に人が合わせるのではなくて人に仕事を合わせる時

代に入っている。そういった環境条件が当町にあるのかということ。今、町長は役場の職員でさ

え辞めていくんだと。そういった環境や条件という中において、果たして清里町は若い世代に選

ばれる自治体になっているのか。働きたい場所として環境条件になっているのか。それから清里

出身の、例えば清里高校に対して多大な支援をしていますが専門学校や大学、短大に行って戻っ

てきたいという時に働く場がないというのが事実であって、彼らが戻ってきて自分達でなんとか

地域おこしていこうと思っても、働く場が無ければ彼らの意欲というのはいくら高校まで支援し

てもそれが地域にフィードバックされてこないし、子供たち自身にもフィードバックされていか

ない。そういった選ばれる自治体になる。そういった具体的な環境条件づくりが必要になるんじ

ゃないか。特に最近はコロナ禍の中においてリモートワークを中心としたテレワークだとかワー

ケーションだとかコワーキングスペースをつくって、そこで共同的な事業をやりましょうという

随分ブームになっていますが、その前提としてはやはり選ばれる自治体としての環境条件が作ら

れているかどうか、こういったことが大きな課題、要点になってくる。 

そういった観点でも第２期に向けてのまち・ひと・しごとに向けての取り組みというものの方

向性というのが描かれているのかどうか、改めて答弁を願いたいと思います。 

お題目で若いものを若者といって具体的な環境条件を使わなければ戻ってくることさえできな

いし、新しく出身者でも戻って来れない、ましてや新しい地域で今言ったコロナの環境の中でこ

ういった過疎地においても自分の能力を生かしながら働こうと環境条件が全く整ってないという

中においては具体的な環境条件というのをどのように行政として計画の中に織り込んでいくのか。

そこの視点がなければ非常に言葉に書いただけであって実態が伴わない、第２期もそうなってく

のではないかと危惧を持つものですが、町長として第２期のこの辺の取り組みをどのように描い

ていかれるのか、改めて御答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 なかなか難しい御質問かなというふうに思います。現状問題として清里町には働く事業所が少

ないというのは事実でないかなというふうに思っておりますし、かつ子供さんたちが就職する側

の立場での希望する職種での事業所がそうなると少ないどころか全くないという部分もあるんで

はないかなというふうに思っております。 

そういうものを全て揃えていくということについても、なかなかの行政がそれを全てやるとい

うことにもなってこないわけでありまして、それらの体系的にどういう手法をこれから求めてい

く、これがこれからの大きな課題になってくるだろう思います。 

その１つとして先ほどありましたようにテレワークだとかワーケーションだとか、色んなＩＣ
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Ｔ技術を活用した職場の考え方、取り組み、あり方というのも出てくるのではないだろうかとい

うふうに思っております。幸いに、清里町は光回線が全町すべてに行き渡っている町であります。

皆さん当たり前というふうに思っているかもしれませんが、これだけ全町くまなく光回線がはし

っているというのは管内的にも何町村しかまだない。その中にそういう基礎的条件は十分に持っ

ているわけですから、これらを全面に押し立ててこういう環境の町だという謳い出しをしっかり

やっていかなければ。そしてこういう環境下にあるんですという部分を知ってもらうということ

がまず大切な話でありますので、そういう部分を含めた中で、これからの対応をしていかなけれ

ばならないというふうに思っているところであります。 

当然、清里町を選んでもらい清里町に来てもらったというようなことならば、専門的な部分に

ついての支援は当然させていただかなければなというふうに思っておりますし、来られる方々の

気持ちになった中でいつまでも清里に持続的に勤めていただける様々な環境、これは１つだけの

環境ではなく、総論的な環境づくりをしていかなければならないというふうに考えている次第で

もあります。 

今後の総合戦略の中に具体的な事業展開として、しっかりと謳い込みできるものについては謳

い込みをしながら、そういう方向性を皆さんとともに考えていきたいと思う次第であります。御

理解をいただければというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 この条件環境の話で一番大きなポイントは、働く事業所は清里町内ではないという話をまずさ

れました。それでは２番目に関連しながら、それは外から呼び込んでくる努力をこの５年間、６

年間の中で具体的に何をさされたのか、まず町外からの企業誘致、そういった実績はどうであっ

たかということをまずお尋ねしたいと思います。 

 合わせて２点目の関係で出てきますので、地域公共サービスそれは行政がやるものではなくて

民間と協力しながら、言葉は非常に綺麗です。具体的に町内の民間と言いながらも商工業者がこ

ういった疲弊した状況の中において、それだけの財力や財政的な力や発信力を持っているか、そ

れはそういった時代ではないというのは町民等しく認識しているのであって、やはりある一定の

行政のリーダーシップの中で新しい雇用の場を創出していく必要性、そういったものが求められ

ているではないかと、このように考えるところであって。 

町長の答弁になかった既存の指定管理制度や業務委託の中で雇用が繋がった。これはあくまで

も既存の雇用を持続させるための手段であって、指定管理は委託によって新しい雇用が生まれた。

働く場が生まれた。それは直営であろうがみんな同じなんです。逆に言えば私の感覚的に言えば

直営でやっていた時代、委託でやっていた時代よりもそこの従業員は絞られているんじゃないで

すか。逆に減ってきているんじゃないんですか。安定的な雇用という部分と新しい雇用の創造と

いうところに、そこでも逆に言えばミスマッチが起きている。指定管理しようが委託にしようが

直営であろうが公共サービスで必要な雇用というのはそれは不変なんです。逆に民間によってそ

のノウハウを生かしていくという形の中で、ある意味ではそこで新しい雇用を創出するような新

たな取り組みが行われれば当然雇用を生じるわけですけれども、そういった取り組みを今までこ

の６年間見られたか、第一期の中に見られたか、私はほぼ皆無に等しいんではないかこのように



 

26 

認識するところですけれども、１点目の先ほど申し上げた企業誘致、どのように取り組まれたの

か。それから今言った指定管理とか委託は本当に新しい雇用の創出に地域の創出に結びついてい

るのかご答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 雇用の場の確保の関係でありますが、基本的な新たな事業としての企業誘致はどうしたんだと

いうことでありますが、具体的な部分としての企業誘致の実績はないわけでありました。その代

わりと言ってもおかしいわけですが、若者に対する様々な支援を打ちながら、それぞれの事業所

で雇用していただいた方々の環境をつくるという部分での事業展開をしてきたところでもござい

ます。 

また企業誘致ではありませんが働く場の新たな確保というようなことから町においてもケアハ

ウス、これは雇用の場ということよりもやはり高齢者の皆さんの居住環境という福祉施策として

やっておりますが結果としてそれができたことによって雇用が生まれてくるということもありま

すし、情報交流施設のきよ～るを再開させていった。それによってあそこでの雇用が出てきてい

る、そういう部分でいきますと今までの歴史の中でそうした事業展開を町自体も行ってきたわけ

でありまして全体の底上げに一部として公共的な事業をやりながら雇用にも繫げていったという

部分があるのではないかなというふうに思っている次第でもあります。 

今後においても地域公共サービスという部分と、先ほど民間との関係で、もう民間にそれだけ

の力はないんじゃないかと。公共が前面に立ってやるべきでないかと。それも１つの手法かなと

いうふうに思いますが、やはりこれはタイアップしながら民間も行政も一緒になってやっていく

という形でなければ、なかなか成り立っていかないだろうというふうに思っている次第でもあり

ます。 

これは先ほどの答弁でも申し上げましたように、色んな事業体がありますから、そこら辺の皆

さんともしっかりと連携した中で仕組みづくりをしていかなければというふうに思っております。

あくまでも議員がおっしゃられるように、かなり民間の部分での立ち上げというのは厳しいだろ

ういうふうに思いますが、できないところを行政がしながら、ただ運営はしっかりと民間にやっ

てもらうだとか、そういう部分での仕組みをどう捉えていくかと。これはあくまでも商売になっ

てきますから、起業家でありますのでただ立ち上げてそれであとは知らないよ、ということにな

らなくなってまいりますので、そこら辺、行政としてどこまで踏み込んでいけられるか。これは

しっかり勉強した上で対応すべき課題、大きな課題だというふうに思っております。その手法が

どうこうということではありません。必ずそういうところから、今後の活路が生まれてくるだろ

うというふうに私自身は理解をしておりますが、いざこれを具体的に立ち上げるとなれば、やは

り立ち上げる土台をしっかり作っていかなければ、いくら言葉で言ってもそう簡単には立ち上が

ってこないということも現実ではないかとそういう思いでしっかりと勉強させていただきたいと

いうふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 
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○２番（古谷一夫君) 

 質問を誤解されている部分あるかと思うんですけれども、私は行政が全部主動でやれと言って

いるのではない。強いリーダーシップ持ってやっぱり地域の雇用をつくっていく必要性があるん

ではないか。それからもう１つ、商売だと言っていましたけども、私が言っているのは、地域公

共サービスは新しい時代における地域公共サービス、町長が答えたとおり 20 年前に介護保険法

ができて老健ができたように、そこに地域公共サービスの需要が出来ればそこに雇用の場が生ま

れてくるのはあたり前。すべてが商売ではないんです。今求められているのは地域の中における

部分については新しい時代における地域課題を解決していく公共サービスのあり方の中で雇用を

生み出していく。そのリーダーシップを町がとりながら町内、町外の民間と連携してやっていく

という、そういったスタイル。先ほど町長がソーシャルビジネス、検証しなければならない。で

はこの６年間は検証をして、結局また次の５年間は検証の時代であって、検証、検証で具体的な

取り組みの芽だしができないまま過ぎてしまう、そういった危惧を非常に強く持つところであっ

て、地域課題にアプローチした公共サービスの仕組みづくりというのは、これも全国各地でも次

から次と行われているのが実態であって、具体的に言えば空き店舗等を利用したまちづくり会社

をつくりながら町内、町外、Ｕターンの方も含めながら、今行政だけでは取り組めないものを行

政課題と地域公共サービスとしての課題があるからそれをきちんと地域に向き合いながらつくっ

ていくという仕組みであったり、零細小規模事業者が協同組合化していく新しい法律もできたり

して労働者自身が、そういった組合を作る法律も今般できているというふうに認識しているとこ

であって、例えば公共施設の管理、そういった個別的発注がもっともっと長期的展望に立って協

同組合化しながら、そこで新しい雇用を生んでいくとか、あと福祉でいけば今年取り組まれた高

齢者の見守りだとか給食サービスのあり方だとかコミュニティカフェであるとか、後ほどまた質

問させていただきますが地域交通公共の仕組みづくりの中での雇用ですとか、託児や預かり保育

の問題、少子化に対する子育て支援に対する部分、障がい児の放課後デイサービスであるとかこ

れから冬になってきますと通学路、商店街の除雪環境、そういったものですとか今地域の中であ

る課題を公共サービスとしてどのような形の中で受け皿をつくって仕組みをつくって向き合って

いくか。その中で新しい雇用を生んでいく。それには若者もありましょうし高齢者もある女性も

あるそういった商売ではない部分ではあって今地域が抱えている課題にアプローチしていく、そ

ういった公共サービスの就労の場というのはいくらでもまだ手つかずで、うちの町ではあるんじ

ゃないですか。逆にいえば、その後進地域というのはうちの町の実態じゃないでしょうか。そう

いった考え方を町長は持っておられるかどうなのか。あくまでも商い、商売、そういった中で考

えられているのか。改めて第２期のまち・ひと・しごとの中でそういった捉え方であるとすれば、

それは方向性や道筋を間違うのではないか、このように考えるところですがご答弁願いたいと思

います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 雇用の形態の関係でありますけども、前段申し上げましたのは私としては地域のそうした様々

な課題をビジネス形態を持って取り組む、いわゆるソーシャルビジネスという手法もこれは１つ
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の手法として御提案をした話であります。 

 そうした中で、今議員がおっしゃられるような新しい行政ニーズ、需要に応える様々な課題を

どうこれから捉えながらそこに雇用と結びつけていくと。これはまた違う観点での話になってく

るかと思いますが、私としてはいずれの方向をとっていくか。どれがビジネス型の方により近い

のか。それからどの方向が行政需要としての住民のニーズに近いのか、それを見極めながら何で

もかんでも一色単にしてやるということにはならないだろうというような意味合いで申し上げた

ところでありますので、そこら辺についてはご理解をいただきたいというふうに思います。 

いずれにしても大きな多様化する住民の皆さんのニーズがあるわけでありますから、そうした

ニーズにどこまで行政が応えていけるのか、この部分も含めながらそこら辺のあり方について、

仕組みづくりについて考えていかなきゃならないと大きな課題だというふうに思っております。

決して行政需要を切り捨てる、そんな考え方はないということをここで明言をしながらそういう

方向性を探っていきたいということであります。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 私が質問させていただいたのは、あれもこれもやれという話はなくてそういった新たな地域課

題に対応するための地域公共サービスというのは幾らでもまだうちは手つかずであるのではない

か、そこをしっかりと今回の第６次の総合計画や具体的な事業展開というのは、まち・ひち・し

ごとの第２期に置き換えると言っているわけですから、そこで具体的事業を起こすというふうに

具体的に言っているわけですから、そこをきちんと具体的に何なのかということを取り組んでい

ただく中で、先程の第１期の反省評価にあったように沢山やりました。でも結果的にそういった

ことをやったことはやったけどなかなか難しかった。また第２期も難しかったでそれで済まして

いけるのかどうなのか、そういった環境にはもう当町はないんではないか。これだけ人口減少や

超高齢化や、先ほど池下議員がご質問されましたけれども障がい児の様々な置き去りされた問題

もある訳であってそういったものに具体的にアプローチしてこそ第６次の総合計画の意味合いが

あって、第２期のまち・ひと・しごとの意味合いがあるんではないか。そういう観点で今後の最

終場になっていると思いますけども、後期計画の策定を最終の落としどころ、それから新年度予

算に向けての具体的な予算化、こういったものに取り組んでいただかなければならないこのよう

に考えるところです。ぜひそういった方向性、決して町長と課題を間違った方向でいっていると

は言っていませんので。具体的に町民が見える形で実体を伴った形で事を起こしてくれと私は求

めているわけであってそこを是非ご理解いただきたいこのように考えます。 

それともう１つ気になるのは、今言ったような地域での仕事の作り方というのは先ほどもおっ

しゃった様に、仕事に人が合わせる時代は終わって人に仕事を合わせていくこれは地域版のハロ

ーワーク。国がやっていればいいんだという話ではなくて、地域の中の実態に応じた地域版のハ

ローワークとか、しごとコンビニ、今東川町で行われているような、そういった形ですとかパー

トですとか高齢者、女性を人に合わせた仕事、そういった中でコーディネートしていく仕組みで

すとか、きたみらい農協や、十勝で進んでいる農業求人用のアプリのデイワークですとか、どん

どん新しい形で進んでそういったものを運用するための人材ということも含めた時に先ほど言っ

た新しい公共の中における公共サービス。そこで、非常に気になるのは地域おこし協力隊の制度
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の運用のあり方。町長も御存じの通り、かなり経過年数があって、今１年追加で募集１人任期が

きたという形の中で、若い人たちも含めてUターンも含めてやってくとすれば、現在は上川スタ

イルですとかニセコスタイルですとか津別モデルですとか１人だけ入れたって機能しないです。

若い世代の地域の人達と連携しあっていく、そういった来た人たちが、地域おこし協力隊も複数

で、５人６人いることでお互い助け合って、刺激し合って次の課題にアプローチしていく。ただ

単に補完的な要因として１人ぽつんと。それは本来的に今の成功事例と失敗事例をきちんと検証

されればどういった形の中で地域雇用だとか地域課題にアプローチしていくための地域おこし協

力隊の使い方とか活躍の場をどういうふうに作っていくか。やはりもう 1回根本的にその辺を含

めた中で地域雇用地域公共サービスという観点からも、もう１回根本的な見直しをして、もっと

大胆に取り組まれたらいかがか。町長のその辺の考え方、現在の地域おこし協力隊のあり方で十

分良しとされるのか、今後の方向性についてもご答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 まず前段の新しい公共としての新たな行政需要に向けた雇用のあり方という部分でありますが、

これについては様々なニーズがありますので、これらを受けながらどういう形で取り組みを進め

ていけるかという部分に十分に勉強させていただきたいというふうに思います。 

それから地域おこし協力隊の関係と合わせて先ほどの地域版ハローワークと言うんですか。そ

ういう考え方の件でありますが、御案内のようにしごとコンビニという手法で、これはどこか本

州の方で１回始めた事業みたいでありますがこれが今北海道の東川で新たな事業展開の窓口とし

て頑張っているというふうに聞いております。 

私も内容を拝見させていただいたわけですが、基本的には事務所に働きたい人が登録をし、そ

れを見ながら働いてもらう側がアプローチするというようなことですが、議員からのご質問にあ

りましたように、これは働く側の希望職種を自分で選んで自分で手を挙げるという事業がそんな

仕組みになっているようであります。清里町の場合、シルバー人材センターがありますから、こ

れはただ年齢が 60 歳以上の方が登録ということでちょっと内容が違いますけど、ただそこを上

手く活用しながらそういう広い求人と言いますか、そういう形でのハローワーク的な要素が生み

出せられないかなとそんな考えをいたした次第でありまして、そういう部分を含めてこれらにつ

いても勉強してみたいなというふうに思っております。 

また、もう１つは農協さんがやっている求人アプリの関係でありますが、これも十勝方面を中

心に各農協で徐々に入れてきているというのが実情ではないかなというふうに思っております。

以前にも、農協さんの方に確認した段階では今の段階では清里町においてそれだけの職種と対応

がないということで、まだもう少し様子を見ている段階だというふうにもおっしゃられておりま

すので、いつかの段階ではそういう立ち上げが出てくるのかなというふうに思っているところで

もあります。こちらの方は、農業という限られた部分でやっていますが、これが広くなってくる

と、先ほどのしごとコンビニ的な要素になってくるのかなというふうに思っておりますが、農業

部分については農協さんの方での対応を待ちたいなというふうに思っている次第であります。 

それから地域おこし協力隊のあり方でありますが、基本的には地域おこし協力隊の皆さんとい

うのは自分の行きたいところに行って、そこで色んな起業化に向けた段取りを隊員である間に地
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域に貢献をしながら作っていくというそれが１つの目的でありますが、ややもすると行政側の方

で求めるに当たっては役場の臨時職員的な考え方で求めるだとか、女性を頼んで花嫁候補にして

おくだとかそんなおかしな雇い方も多々あるというふうに聞いております。本来の原点に返った

地域おこし協力隊としての役割の中でしっかりと行政側も捉えながらお願いをするというような

形になっていかなければ本来の姿にはなってこないし、結果としては３年終わった時に移住なり

定住に結びついていけるかどうかと、そこが大きな課題になってくるんだろうというふうにも思

っている次第でありまして、清里町においてもそういう目標を見失うということなく、しっかり

と位置づけた中での協力隊員の募集という形でいきたいと思います。それで議員おっしゃられた

ように１人ではなかなか相談相手もないし、大変だろうという部分、それもそのとおりかと思い

ますが、管内的に協力隊の協議会ができてますので相談の協力隊員同士でのそういう部分も少し

ずつでき上がってきているようでありますので、そういう部分を最大限活用しながら、やはり隊

員は隊員としての色んな考え方もあるでしょうから、それをしっかり我々としても受け止めなが

ら将来にやはり繋がっていく、起業化に繋がっていくという形での募集をしていけるように努力

をしていきたいというふうに考えるところであります。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 時間が限られてきていますので、最後の障がい児者就労支援の関係について再質問させていた

だきます。うちの町で遅れているのは、やはり当たり前のことを当たり前に地域に根付かしてい

くというそういった取り組み障がい者の方々、地域の中で日常的に働いている環境、例えば具体

的に申し上げると前回の質問の中では就労支援センター近隣町村は次から次へとつくっていく、

そういった中においてうちの町は非常にここは空白で弱い部分であって、先ほど池下議員の質問

で令和３年度中に包括支援センターが子育ても含めた支援センターの中で対応を行っていく、そ

れは評価をさせてだきたいと思いますので、ただそういった組織しかできなくてもできることは

ある。具体的に言いますと行政の仕事の中、指定管理の施設ですとか沢山あるわけです。焼酎工

場があったり、きよ～るがあったり、道の駅があったりとか町のキャンプ場があったりとか色ん

な部分で働く場は沢山ある。そこに支援員や補助者共々、まず具体的な入り口を作っていくとい

うところを、まず行政が主動していかなければなかなか民間で一気にＡ型 B型と言ってもなって

いかない。やはりそういった日常的な行政の責任でできる範疇は沢山あるわけですよ。第一とし

て、そこに取り組んでいただきたい、強く要請をしたいと思います。その中で民間へ波及させて

いく。特に当町農業の町ですから津別にしようが小清水にしようが農福連携というものは、具体

的にそれは農業者、障がい者の保護者の団体や社会福祉協議会、中には道の駅と組んだとか農協

と組んでとか色んな多様な働く場を地域の特性を活かしながら作っている。ところがうちの町は

なかなか１つすら見えない。まず出来るのは、町の関与している直接的な事業や委託している施

設、事業、そういった中でまず見える化をしていただきたい。そういった中でしっかりと民間と

の関係を連携を作りながらやっていく最初から商工会、農協とやりましょうと言っても町自体が

そういった取り組みをしていないと一気に行くことは非常に難しいというのが実態ではないかと

思います。ぜひぜひそういった取り組みを早急に進めていただきたい。それと 1つだけ池下議員

への答弁の中で気になった部分で、窓口の話で細かい話や対応は難しい、町長何回も答弁をして
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いました。これは保護者にとって細かい話ではなく、極めて重要な話なんです。細かいとか細か

くないという話ではなくて、やはり切実で重要な話。そういった意識を持って細かい話は専門機

関なんだ、町は窓口としては一般論でいくんだというならば包括の支援センターを作ってもなん

ら今までと変わらないのではないか。 

やはりそういった物の考え方ではなくて、一つ一つが細かい話ではなくて大切な話だという観

点に立って是非今後の対応の窓口を一本化しながらしっかりと作り上げていただきたい。この就

労の関係の具体的な入り口と相談の窓口の強化、これを是非進めていただきたい。町長の考えを

再度答弁を願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 行政自体での働く場の確保の関係でありますが、御指摘のように本町のそれぞれの施設、民間

に委託をしている部分もありますし、指定管理している部分もありますが、多種色んな部分の形

態での職種がありますので、その中で民間委託している部分については民間側の雇用の関係もあ

りますから慎重に進めていかなければなりませんが、町としてもやはりそういう障がい児の、ま

た障がい者の雇用の関係について、しっかり意向が伝わるようにやっていきたいなというふうに

思っておりますし、また町自体も法定雇用以外でも、やはりそういう部分で間に合うという部分

があれば一般の新規採用または社会人枠の中に組み込みながら、どういう形が取っていけるか部

内でもよく相談をしていきたいというふうに思っております。 

そんな中から少しでも雇用の場が行政を通じなから民間の方に波及効果として広がっていける、

こういうスタイルが最も好ましいというふうに思っておりますので、まずその足元から整理をし

ていきたいなというふうに思っております。 

それから障害に関わる相談窓口の関係でありますが、私は先ほど申し上げましたのは今現在、

専門的な職員の配置がないものですからどうしても細かい話になると、職員自体がわかっていな

いという部分もあるいうふうに思っておりますので、そういう部分について、相談に 100％応じ

切れないところもあったというふうな思いをいたしておりますので、今後の包括支援センターの

中には先ほど申し上げましたように専門的な職員の配置を含めての立ち上げを本来的にやってい

きたいと思っています。ただ当初の段階からその職員を採用しなければなりませんから、それを

待って出来上がってからということではなかなか立ち上がってこないというふうに思っています

ので一定の形がほぼ整いつつありますので、そういう中において、まずは令和３年度中に方向性

を探っていきたい、立ち上げていきたいという考え方でありますので、細かい話を云々というこ

とではありませおんで、専門的な職員の配置を持ってそこら辺を解決していき、そして相談に来

られる方がそこでトータル的に終わるというような体制ができればなという思いでおりますので

御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 
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 今、色々お話いただきましたけれども障がい児・者の就労支援については非常に大切なことだ

と認識しております。それは単純に救済的な話ではないんです。今これは世界的、日本も新しい

法律どんどん改正されていますけれど、障がい者が働くということは生存権なんです。権利なん

です。救済じゃないんです。行政の本来的な仕事です。役割です。そういったものをしっかりと

もう一回肝に銘じて見える形で具体的に形にしていただきたい。生まれて亡くなるまで生涯にわ

たって切れ目のない支援をそれぞれの国の行政、道の行政、市町村行政はどうやっていくか。ま

た広域行政がどうやっていくか。そういった中で足元の市町村行政が大変だけども人材的にも、

財政的にも大変だけど、ここは担わなくちゃいけないというところがあるわけであって、そこを

抜かないでぜひ取り込んでいただきたい、このように要請をして質問を終えたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 最後の質問でありますが、障害者の雇用の関係については障がい者だから特別枠ということの

考え方ではありません。あくまでも健常者も障がい者も同じ立場での、言葉ではノーマライゼー

ションという、そういう感覚の中でみんなと同じようにという気持ちで考えていきたいと思って

おりまして、特別な対応としての云々という考えよりも一緒になってやっぱりまちづくりをして

いただける、そういう土壌を町としても行政としてはもちろんですが、町全体としても作り上げ

ていければいうことで今後の総合戦略の中においても、しっかりと位置づけをさせていただきた

いと考えている次第であります。以上です。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで、古谷一夫君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。 

ここで１時 15分まで休憩といたします。 

 

休憩  午前 11時 59分 

再開  午後 １時 15分 

 

   ●日程第７  議案第５６号 

○議長（田中誠君) 

 日程第７、議案第 56号、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とします。  

 本件について提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいま上程されました議案第 56 号、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

きまして提案理由のご説明を申し上げます。今回の条例改正は地方税法等の一部を改正する法律

及び地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険税の軽減措置について対

象世帯にかかる所得判定基準が改正されたため、清里町国民健康保険税条例の一部を改正するも

のでございます。次のページから２ページに渡り、改正の全文を添付してございます。 

それでは別冊の審議資料によりご説明いたしますので審議資料の１ページをお開きください。
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新旧対照表にてご説明申し上げます。表の右側が改正前の条例であり、左側が改正後の条例でご

ざいます。改正箇所をアンダーラインにより示しております。第 23条第１号の、33万円を 43

万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所得者のう

ち給与所得を有する者。（前年中に法第 703条の５に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和

40 年法律第 33 号）第 28 条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所

得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が 55 万円を超える者に限

る。）をいう。以下、この号において同じ。）の数及び公的年金等にかかる所得を有する者。前年

中に法第 703 条の５に規定する総所得金額に係る所得税法第 35 条第３項に規定する公的年金

等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金と控除額の控除を受けた者（年齢 65 歳未

満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が 60 万円を超える者に限り、年齢 65 歳以上の者

にあっては当該公的年金等の収入金額が 110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有す

る者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場

合にあっては 43 万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に改めます。 

２ページの第２項及びその下の第３号について 33 万円を 43 万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の

場合にあっては、43 万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に改めます。３ページ附則第３項中、所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）

を、所得税法に改め総所得金額の下に、及び山林所得金額を加え、とあるのはの下の句読点を除

きます。とする。を、とする及び山林所得金額」と「110万円」とあるのは「125万円」に改め

ます。附則を追加し第１条において施行期日を定め４ページ第２条においては適用区分を定めま

す。以上、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第 56号を採決します。この採決は起立によって行います。   

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって議案第 56 号、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、原案のとおり
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可決されました。 

 

   ●日程第８  議案第５７号 

○議長（田中誠君) 

 日程第８、議案第 57 号、清里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題と

します。本件について提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいま上程されました議案第 57 号、清里町後期高齢者医療保険に関する条例の一部を改正

する条例につきまして提案理由の御説明を申し上げます。今回の条例改正は、令和２年３月 31

日に公布された所得税法の一部を改正する法律による租税特別措置法の改正により国税における

利子税等の割合の見直しが行われ、特例基準割合が引き下げられたため国税の改正に合わせて用

語の見直しを行うものでございます。次のページに改正の全文を添付してございます。 

それでは別冊の審議資料によりご説明いたしますので審議資料を御用意ください。５ページに

なります。第２条特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法）を延滞金特例基準割合（平均

貸付割合（租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）に改め、同条中、の規定により告示され

た割合を、に規定する平均貸付割合をいう。）に改めます。（以下この条において「特例基準割合

適用年」という。）を削り、当該特例基準割合適用年を、その年に改め、特例基準割合に、を延滞

金特例基準割合に改めます。附則を追加いたしまして第１条で施行期日を定め、第２条で経過措

置を定めることといたします。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第 57号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、議案第 57 号、清里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例は、原

案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第９  議案第５８号 

○議長（田中誠君) 
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 日程第９、議案第 58号、清里町介護保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただいま上程されました、議案第 58 号、清里町介護保険条例の一部を改正する条例につきま

して提案理由のご説明を申し上げます。今回の条例改正は所得税法等の一部を改正する法律によ

る租税特別措置法の改正により国税における利子税等の割合の見直しが行われ、特例基準割合が

引き下げられたため国税の改正に合わせ用語の見直しをするものであります。 

それでは別冊の審議資料新旧対照表によりご説明いたしますので、審議資料の６ページをお開

きください。表の左側が改正後の条例となっており改正箇所をアンダーラインにより示しており

ます。附則第６条中、特例基準割合（当該年度の前年にを、延滞金特例基準割合（平均貸付割合

（に。の規定により告示された割合を、に規定する平均貸付割合をいう。）に。特例基準割合にを、

延滞金特例基準割合に、に用語の見直しを行うものです。附則につきましては第１条で施行期日、

第２条で経過措置として条例改正前の延滞金については、従前の例による旨を記載しております。

以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第 58号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、議案第 58 号、清里町介護保険条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決

されました。 

 

   ●日程第１０  議案第５９号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 10、議案第 59号、パパスランドの指定管理者の指定についてを議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 
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 ただいま上程されました議案第 59 号、パパスランドの指定管理者の指定について提案理由の

ご説明を申し上げます。本件につきましては、現行の指定期間が明年３月 31 日で完了すること

から本年 10 月１日より 10 月 30 日の間公募を行ってまいりました。その結果、現在の指定管

理者１社から申請があり、選定委員会での審査と所定の手続きを得た中、指定管理者として総合

的に求められる水準を満たしていると判断したため地方自治法第 244 条の２、第６項の規定に

より指定管理者の指定を行うため、議会の議決を求めるものです。指定管理を行う施設の名称は

パパスランドであり、指定する団体は清里町字神威 1071番地に住所を有する有限会社パパスさ

っつるです。また指定の期間は令和３年４月１日から令和８年３月 31 日までの５年間となって

おります。以上、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第 59号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、議案第 59 号、パパスランドの指定管理者の指定については原案のとおり可決さ

れました。 

 

   ●日程第１１  議案第６０号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 11、議案第 60号、令和２年度清里町一般会計補正予算（第８号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいま上程されました、議案第 60 号、令和２年度清里町一般会計補正予算（第８号）につ

きまして、提案理由のご説明を申し上げます。補正の総額は第１条第１項に記載のとおり、歳入

歳出それぞれ 7千 368万 7千万円を追加し、予算の総額を 65億 7千 867万 6千円とするも

のでございます。第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。第２

条繰越明許費の補正、第３条債務負担行為の補正、第４条地方債の補正につきましては、議案書

を２枚おめくりください。第２表、繰越明許費の補正でございます。 

８款消防費、１項消防費の斜里地区消防組合清里分署負担金事業につきましては、緑地区第３
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分団配備の消防８号車の車両更新に係る、負担金 4千 60万 7千円でございます。財源としまし

て消防債 3 千 600 万円、残りの 460 万 7 千円につきましては一般財源になります。なお、常

任委員会の時には消防債につきまして過疎対策事業債の充当予定とご説明いたしましたが、過疎

債の枠が少ないこともあり、交付税措置等が過疎債と同じ緊急防災減災事業債の活用を予定して

いるところでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

 次のページをご覧ください。第３表、債務負担行為の補正でございます。追加といたしまして、

上段、清里町学校給食センター業務委託事業につきましては、安定・継続的な学校給食を提供す

るため、来年度からの新たな契約に向け債務負担行為設定するもので令和３年度から５年度の３

年間で設定をいたします。限度額につきましては 8 千 250 万円を計上いたします。下段、パパ

スランドの指定管理業務につきましては契約更新に伴い債務負担行為を設定するもので、令和３

年度から７年度の５年間で設定をいたします。限度額につきましては 4 千 488 万円を計上いた

します。 

 次のページをご覧ください。第４表、地方債補正でございます。追加といたしまして、消防車

につきまして消防８号車の車両更新に係る財源とするもので限度額 3 千 600 万円を計上いたし

ます。 

それでは、歳入歳出補正予算の内容につきましてご説明いたします。なお、今回の補正につき

ましては、新型コロナウイルス感染症対策事業の追加、必要の生じました施設修繕・備品購入等

また、11 月 25 日付で国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の２次分が決定

したことに伴い、財源振替を行うものでございます。 

 はじめに今回補正提案させていただく主な事業の内容につきましてご説明いたしますので、別

冊の審議資料をご用意ください。審議資料の７ページをお開きください。補正予算の主な事業に

つきまして御説明をいたします。なお、補正額内の上段のカッコ内の数字は補正後の当該事業の

予算総額であり、財源につきましては記載しておりますので特異的なもの以外は省略をさせてい

ただきます。 

２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費、パパスランド施設修繕事業につきましては、

故障により開閉ができなくなっております浴室内の排煙窓の修繕を行う経費としまして 300 万

円を計上いたします。 

11項新型コロナウイルス感染症対策費、１目新型コロナウイルス感染症対策費、消毒用アルコ

ール町民配布事業につきましては、コロナウイルス感染症予防のため焼酎醸造所で製造の手指消

毒用アルコール消毒を町民各世帯に配布するもので、732万６千円を計上いたします。 

次の教育施設、新型コロナウイルス感染症対策事業につきましては、学校、社会教育施設での

新型コロナウイルス感染症予防対策のため、必要な衛生関係の資材・物品を整備するもので 301

万 3千円を計上いたします。 

次の社会福祉法人支援事業につきましては、社会福祉法人が感染症予防対策のため新北海道ス

タイルを実践し、利用者の安全を守る対策として行う加湿器の導入に対し補助を行うもので 180

万円を計上いたします。 

次の高齢者等の暖房等支援事業につきましては、コロナウイルス感染症予防実施の低所得、高

齢者等に対する冬の暖房機の支援を行う事業につきまして、申請想定者の増に伴う補正で 50 名

分の予算 252万 1千円を計上するものでございます。 

 次の８ページを覧ください。新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助事業の補正につきま

しては、老健施設での面会制限時に家族とのコミュニケーションなどを取るための ICT機器、感
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染症予防のための衛生用品の購入に対し補助を行うもので 391 万 4 千円を計上いたします。こ

の事業につきましては全額北海道からの間接補助であります新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援交付金を充当いたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、診療所備品購入事業につきましては、機

器のサポート終了時に伴い患者サービスの向上等を図るため診療所で使用しております電子カル

テシステムとレントゲン用の立位ブッキースタンドを更新するための経費としまして 968 万円

を計上いたします。 

 ８款消防費、１項消防費、１目消防費、斜里地区消防組合清里分署負担金事業 4千 60万 7千

円の補正につきましては、緑地区第３分団に配置の消防８号車の過積載状態の解消のため車両更

新を行うものでございます。 

 ９款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、中学校教材等整備事業につきましては、令和３

年度から使用開始となります中学校教科書の改訂版に係る教師用教科書及び指導書を購入するも

ので 188万 5千円を計上いたします。 

 それでは続きまして、事項別明細書によりご説明をさせていただきますので別冊の令和２年度

補正予算に関する説明書を御用意いただき４ページをお開きください。 

歳出よりご説明を申し上げますが審議資料においてご説明いたしました事業につきましては、

一部説明を省略しその他の事項につきまして御説明をいたしますので御了承いただきたいと存じ

ます。また、特定財源の内訳につきましても記載されているとおりでございますので、省略させ

ていただきます。なお説明につきましては目ごとの説明とさせていただきます。 

 ２款総務費、１項給与費、１目職員給与費につきましては一般財源から新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金に財源振替をするもので補正額はありません。 

２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費、補正額 300万円の増額につきましては審議資

料でご説明いたしましたパパスランドの排煙窓修繕工事でございます。 

２款総務費、３項開発促進費、１目企画振興費、補正額 60 万円の増額につきましては、新型

コロナウイルス感染症の拡大により運行に影響を受けております女満別空港の利用促進支援を行

うため女満別空港整備利用促進協議会に対する清里町分の負担金拠出の所要額でございます。 

５ページをご覧ください。２款総務費、11項新型コロナウイルス感染症対策費、１目新型コロ

ナウイルス感染症対策費、補正額 1千 999万 8千円の増額につきましては、審議資料でご説明

いたしました事業の他、既に計上実施しております妊産婦応援支援金事業につきまして、母子手

帳交付想定者の増により 70 万円の増額を行うもの、器具購入費につきまして審議資料でご説明

いたしました教育施設の器具購入の他、住民のコロナウイルス感染症のリスクを減らすためマイ

ナンバー事務に利用する端末整備のための所要額 72万 4千円でございます。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正額 63万 1千円の増額につきまして

は補助対象である事務局職員の変更に伴う清里町社会福祉協議会への人件費差額分の補助 53 万

1 千円と修学資金貸付者の増に伴います清里町福祉医療従事者人材確保支援事業 10 万円でござ

います。 

６ページをご覧ください。３款民生費、１項社会福祉費、５目国民年金事務費、補正額 29 万

3 千円の増額につきましては、税制改正に伴う国民年金システム改修事業委託料 24 万 2 千円、

年金生活者支援給付金支給業務取扱交付金の精算によります返納金５万 1千円でございます。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、補正額 968万円の増額につきましては、

審議資料でご説明いたしました診療所備品購入事業の所要額でございます。 
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３目各種医療対策費、補正額 69万 6千円の増額につきましては、税制改正に伴うシステム改

修経費の補助残分である後期高齢者医療特別会計繰出金でございます。 

５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、補正額 453万円の減額につきましては、焼

酎事業特別会計の財産売払収入の増に伴う焼酎事業特別会計繰出金の減額でございます。 

７ページをご覧ください。７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、補正額 82万 7千

円の増額につきましては、指定管理者に貸与しております建設車両の修繕に係る道路橋梁及び河

川指定管理業務委託料の増額分でございます。 

８款消防費、１項消防費、１目消防費、補正額 4千 60万 7千円の増額につきましては審議資

料でご説明いたしました斜里地区消防組合清里分署負担金事業でございます。 

９款教育費、２項小学校費、２目教育振興費につきましては、一般財源から新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金に財源振替をするもので補正額はありません。 

 次のページ、８ページをご覧ください。９款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、補正額

188 万 5 千円の増額につきましては審議資料でご説明いたしました中学校教材等整備事業の所

要額でございます。 

続きまして、歳入につきまして御説明をいたしますので１ページにお戻りください。総括の表

でご説明をいたします。 

10 款地方交付税につきましては今回の補正の一般財源分としまして所要額 1 千 744 万 7 千

円の増。14 款国庫支出金につきましては、国民年金事務委託金として 24 万 2 千円、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の第２次分１億 9 千 676 万 4 千円、合計１億 9 千

700万 6千円の増。15款道支出金につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補

助金としまして 391 万 4 千円を計上いたします。17 款繰入金につきましては、財政調整基金

繰入金を１億 8千 68万円減額いたします。内訳としましては、新型コロナ対策事業に係ります

一般財源分として 1千 608万 4千円の増、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

の計上に伴う財源振替分としまして１億 9千 676万 4千円の減額となってございます。 

町債につきましては、消防債としまして 3 千 600 万円を計上いたします。よって、補正額の

合計は 7千 368万 7 千円の計上で補正後の予算総額は 65億 7千 867万 6千円となります。

以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第 60号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 
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 起立全員です。 

 したがって、議案第 60 号、令和２年度清里町一般会計補正予算（第８号）は原案のとおり可

決されました。 

 

   ●日程第１２  議案第６１号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 12、議案第 61号、令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）を

議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいま上程されました議案第 61 号、令和２年度清里町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、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は、第１条第１項に記

載のとおり、歳入歳出それぞれ 55万 2千円を追加し、予算の総額をそれぞれ７億 4千 979万

円とするものでございます。第１条第２項につきましては、別冊の国民健康保険事業特別会計事

項別明細書により後ほど御説明申し上げます。 

今回の補正は先に上程されました清里町国民健康保険税条例の改正に対応するためシステム改

修を行う補正をするものでございます。 

それでは、別冊の令和２年度補正予算に関する説明書の 10ページをお開きください。 

歳出よりご説明いたします。１款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費の 55 万２千円に

つきましてはシステム改修委託料でございます。歳入につきましては特定財源でございます。 

６款繰入金、２項基金繰入金、１目国民健康保険事業基金繰入金 55万 2千円を補正するもの

でございます。以上、補正予算のご説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第 61号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって議案第 61 号、令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は

原案のとおり可決されました。 
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   ●日程第１３  議案第６２号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 13、議案第 62号、令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を議

題とします。本件について提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいま上程されました議案第 62号、令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ 86万 9千円を追加し、予算

の総額を 7千 701万 4千円とするものでございます。第１条第２項につきましては後期高齢者

医療特別会計事項別明細書により後ほどご説明申し上げます。 

今回の補正は後期高齢者医療保険料の算定に必要な軽減所得判定の規定が改正されたため、シ

ステム改修が必要となりその経費を補正するものでございます。 

それでは令和２年度補正予算に関する説明書の 12 ページをお開きください。歳出からご説明

いたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましてはシステム改修委託料

として 86万 9千円を増額補正いたします。歳入につきましては特定財源であります。 

３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金 69万 6千円及び同じく特定財源であり

ます、６款国庫支出金、１項国庫補助金１目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 17万 3千円

を補正するものでございます。以上、補正予算のご説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第 62号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、議案第 62 号、令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は

原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第１４  議案第６３号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 14、議案第 63号、令和２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。焼酎醸造所長。 
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○焼酎醸造所長（永野宏君) 

 ただ今上程されました議案第 63 号、令和２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）

につきまして、提案理由について御説明申し上げます。 

今回の補正は第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ 888 万円を追加し、予算の総額

を１億 2千 507万 5千円とするものでございます。 

第２項につきましては別冊の清里焼酎事業特別会計事項別明細書により申し上げます。 

今回の補正につきましては高濃度アルコール製品の町民配布事業、特産品消費応援事業につき

まして商品製造に伴います所要経費の追加補正を行うものでございます。それでは歳出からご説

明いたしますので別冊の補正予算に関する説明書のうぐいす色の仕切り、焼酎事業特別会計事項

別明細書の 15ページをお開き願います。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 148 万 4 千円の増額につきましては、焼酎販

売事務費の商品出荷輸送料として通信運搬費の増額でございます。一般財源 148 万 4 千円につ

きましては焼酎売払収入でございます。 

２款製造費、１項製造管理費、１目醸造費 739 万 6 千円の増額につきましては、焼酎醸造事

業費の主なものとして消耗品費としてコルク栓及び 50 ミリリットル用資材の購入経費でござい

ます。特定財源453万円の減額につきましては一般会計繰入金でございます。一般財源1千192

万 6千円につきましては焼酎売払収入でございます。 

次に、歳入について説明いたしますので、13ページにお戻り願います。歳入につきましては総

括で御説明いたします。１款財産収入につきましては、焼酎売払収入として 1 千 341 万円を追

加補正するものでございます。２款繰入金につきましては、一般会計繰入金に 453万円を減額補

正するものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第 63号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって議案第 63 号、令和２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）は原案のと

おり可決されました。 
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   ●日程第１５  意見案第７号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 15、意見案第７号、コロナ禍による地域経済対策を求める意見書についてを議題としま

す。提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会委員長 伊藤忠之君。 

 

○産業福祉常任委員会委員長（伊藤忠之君) 

 産業福祉常任委員会提出の意見案第７号を説明します。意見案第７号、コロナ禍による地域経

済対策を求める意見書について。本件について地方自治法第 99 条の規定により別紙の通り意見

書を提出するものとする。令和２年 12月 11日提出、清里町議会産業福祉常任委員会委員長 伊

藤忠之。 

次のページをお開きください。全文を省略し、記以下の内容を説明いたします。 

１、世界的な感染拡大だけでなく、気候変動の影響など世界の食料需給に不測の事態が生じ、

輸入が減少するなどしたとしても、国民へ食料を安定的に供給できるよう、国内の農業生産の抜

本的な増大を図ること。 

２、新型コロナウイルス感染拡大が続くと、一層のインバウンド需要の落ち込み、観光事業の

低迷や外出自粛などで、経済損失が拡大し地域社会全体の影響は甚大なことから、地方自治体へ

の対策関連予算を十分に確保し、適時対応を図ること。 

３、新型コロナウイルス感染拡大によって落ち込んでいる農畜産物の需要を喚起する対策を強

化し、十分な対策予算を確保すること。来年度以降へ影響が長期化しても、農業者が安心して営

農を継続できるよう、万全の対策を図ること。以上です。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

 本件については討論を省略し、決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

異議なしと認めます。 

これから意見案第７号を採決します。この採決は起立によって行います。  

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第７号、コロナ禍による地域経済対策を求める意見書については原案のと

おり可決されました。 

 

○議長（田中誠君) 

 お諮りします。 
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 ただいま可決されました意見書の提出先並びに内容の字句等について、整理を要するものにつ

いては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 異議なしと認めます。 

 したがって意見書の提出先並びに字句等の整理については議長に委任することに決定しました。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで本日の日程は、全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 令和２年第９回清里町議会定例会を閉会します。ご苦労さまでした。 

 

閉会  午後 １時 57分 

 

 

 


