第９回定例会で、２名の議員から町
の施策などに関する一般質問が行わ
れました。

内容を要約してお知らせいたします。

令和２年 12 月 11 日

障がい者福祉について

斜里地域

ー 若年層に対する今後の支援対策について ー
清里町子育て

議員

役場の窓口に相談して

相談窓口の体制整備

議員
も結局わからず相談者自らイ
ンターネットなどで調べて対

令和元年度は３町合わ
障がい者に対する支援は他町

齢者に対する支援は手厚いが

応している︒町は子育てや高

名が通所している︒

かる︒今年度も町はセンター

をするまでに１〜２ヵ月もか

通園センターの職員と面談

共同で立ち上げる考えはない

えは︒町単独が無理なら３町

人員を配置して窓口を作る考

に比べ専門の窓口すらない︒

せて

議員
運営費を負担しているが︑今
のか︒

子ども通園センター

議員
の子どもたちは︑月に１〜２
の状況を見て今後通所できる
回数を増やすために支援金を
てグループが窓口として行っ

町長

町長
た子どもは増加傾向にある。

町長

向けた考え方は︒

員が直接対応している。

ており、特別支援教員や専門

は学校教育グループが担当し

相談業務は子ども子育

現在の通園センターの状況
増やすなどセンターの充実に

障がいを抱える就学前

口である清里保育所内の﹁清
度﹁斜里地域子ども通園セン

えは︒
や体制をどう考えているか︒

内に設置し、保育士など３名
支援員の全体５名の体制であ
基本的に通園センターへは週
相談は専門性が求められる

平成

の職員体制により相談や遊び
る。必要に応じて医師、理学・
１回を原則に受け入れており

ため、その場ですぐに回答で

町長

の場の提供など子育て支援に
作業療法士などによる発達支
小清水や斜里も同じ基準で運

ている。小・中学校において

関する業務を行っている。
援や日常生活に支障がある方

３町共同設置のため、回数

も考慮しなければならない。

門的な相談体制について今後

きない部分があると思う。専

清里町の就学前の障がい児
を増やすには受入れ体制を整

保育士および児童発達

本町の子ども子育て支援事
々への対応、乳幼児の療育相
営している。

のほとんどは通園センターに
えて設備的な体制整備も必要
である。可能かどうかも含め
て相談させていただきたい。

理がついた段階で１市４町の

現在は、検討協議中であり整

談体制整備も必要となるため

討している。また、広域の相

括支援センター﹂の設置を検

窓口の体制を整備していく考

ない︒町に専門性のある相談

作り上げないと問題は解決し

議員

ればならない︒不安や経済的

合は旭川や帯広まで行かなけ

のため医師の診断が必要な場

ていない︒療育手帳の手続き

おらず新規の患者は受け入れ

担当医が退職され︑常勤医が

議員

けで設置を考えている。

のない相談窓口という位置づ

全ての子どもたちに切れ目

上げたく取り組みを進める。

ター﹂を令和３年度中に立ち

ていきたい。

制づくりに向けた協議を進め

駐化について改めて提案し体

ていく。専門病院の医師の常

を中心に医師の派遣を要請し

は十分に認識しており網走市

町長

美幌療育病院の必要性

圏で要請していただきたい︒

長が先陣を切ってオホーツク

いくことが町長として当然の

置して町民を手厚く見守って

必要なところに必要な人を配

こすことが町長の役割である︒

議員

り組んでいく。

さまざまな要件も踏まえて取

ていきたい。人員の部分など

進め、その中で具体的に表し

ごと創生総合戦略も並行して

などを含め、まち・ひと・し

大きな目標になる。実施計画

ての夢や希望を叶えることが

まちづくり﹂のために職員一

け止めながら﹁安全・安心な

皆さんの思いをしっかりと受

ていると改めて認識している。

保護者も大変なご苦労をされ

たい︒

りに全力を尽くしていただき

して暮らせるようなまちづく

いる︒清里の町民全体が安心

保護者は大変な思いをされて

議員

計画として総合計画の策定を

首長で改めて共同設置につい

負担を考えると網走厚生病院

ことだと思う︒

町長

現在、専門性のある職

員を配置した相談業務、支援
にも対応を行っていくための
準備として﹁子育て世代の包

先般︑障がい児の親の

現在︑美幌療育病院の

次世代の若い人たちの子育

１日でも早く行動を起

今後は具体的な作業が

いかなければならない。当面
は今の子ども子育てセンター
で対応をし将来的には全体的

専門の職員を配置し、

年間の清里町の方向性を表す

まちづくりを
障がいを持つ人たちや

速やかな取組みをして

たい。

丸となって取り組んでまいり

いく。子どもたちはもちろん、

町長

安心して暮らせる

て検討を加えていきたい。

の医師の確保について斜網地

町長

進めている。

議員

域で要請して欲しい︒町長と

始まる。必要な職員配置を行

医師の確保について町

会である﹁にじいろの会﹂と

しての考えは︒

い、町民のまちづくりにかけ

網走市を中心に１市４

今後の障がい者支援

議員

懇談会を行い情報交換を行っ
町長

る思いをしっかり受け止めて

えはないのか︒

た︒清里町には継続して相談

町で斜網地域に専門医を配置
行いたいと考えており、その

議員

な機構改革も含め十分に認識

を中心としながら保健福祉課
ョンとして障がいに対する今

をしていきたい。

方向で進めていきたい。
師の派遣からスタートし、次

後の支援について︑どのよう

まな苦悩が感じられた︒

の段階としては受け入れる病

な構想をしているのか︒

第６次総合計画のビジ

町長

院側の体制も含め慎重に進め

町長

まずは美幌療育病院への医

分野ごとで切れることのない

なければならない。医師の確

行った方が良いと思う︒

連続性のある相談窓口として

保に向け最善の努力を尽くし

新しく令和３年から

﹁子育て世代の包括支援セン

町として相談体制の整備を

斜網地域の医師確保

できる窓口がない︑乳幼児〜

してもらうための要請活動を

ていく。

通所している。

清里町の障がいを抱え

務の総合的な相談窓口として
談支援も行っている。

年に清里保育所

子どもに関する相談窓

里町子育て支援センター﹂の
ター﹂に通所している︒

支援センター

議員
池下 昇

体制や事業について町長の考

39

設置している。

18

歳を過ぎてからの相談する

専門的な窓口を新たに

定例会

場所がないと保護者のさまざ

18
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新たな地域雇用創出への

議員

行政のリーダーシップ

の中で新しい雇用の場を創出
する必要性が求められる︒企
業誘致の取り組みは︒指定管

業展開を図る。

げていく﹂の３つの視点で事

暮らしていける町をつくりあ

議員

組むべき大きな課題である。

体の環境づくりを含めて取り

の便が要因と考えられる。全

態が一致しないことや、交通

制の充実強化の取組み状況は

た制度設計と地域包括支援体

②地域公共交通の整備に向け

リーダーシップが必要︒

る︒そのためには行政の強い

や高齢者の雇用創出にも繋が

ビスの仕組みづくりは︑女性

創出﹂に直結した地域公共サー

﹁新たな地域雇用や働く場の

議員

すべき大きな課題である。

み込めるか勉強した上で対応

であり行政としてどこまで踏

ければならない。一方、商売

連携した中で仕組みを作らな

れた。行政と民間がしっかり

～るの再開により雇用が生ま

が、ケアハウスの建設やきよ

町長

に結びついているか︒

①第１期総合戦略の重

対応した若年雇用対策
議員
要な柱である﹁若い人たちの

農林業を中心にさまざ

のが多くあるのでは︒あくま

今求められるのは公共

②生活の足としての交通移動

でも商売という考えにたつの

定管理や委託施設などが沢山

議員

る︒行政の本来的な仕事で役

ことは生存権であり権利であ

議員

し合って課題にアプローチし

５︑
６人の複数で助け合い刺激

れるのか︒

の施策や事業に反映し実行さ

具体的な取組みを次期計画

間委託の場合は雇用の関係も

色々な形態の職種があって民

分と指定管理の部分がある。

町長

特別な対応という考えより

う気持ちで考えていきたい。

ンで、みんなと同じようにとい

同じ立場でノーマライゼーショ

くまでも健常者も障がい者も

原案どおり可決され、国に提

◆時間

総務文教常任委員会終了後～

◆場所

役場 3 階議事堂

◆場所

役場 3 階議事堂

対策を求める意見書

午前 9 時～

ばならない。決して行政ニー

ている︒そのためには︑地域
町長

あり慎重に進めなければなら

も一緒にまちづくりをしてい

◆時間

障がいを持ちながら地

おこし協力隊の活躍の場をど
ない。保健福祉課を中心とし

ない。町として障がい者雇用

ただく土壌を町全体としてつ

２月 ４日（木）

20
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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

がどう拡大されたのか︒成果
ないと問題は改善されず前へ
は︒
議員

理や委託は新しい雇用の創出

雇用の確保や働く場の創出﹂
について具体的な答弁を願う︒

進まない︒今は人に仕事を合
町長
サービスの中で新たな雇用を

①﹁くらしの安心﹂と

の具体的取組み内容と 実績は︒
町長
わせる時代︒若い世代に選ば

は外部委託を推進してきた。
生むため︑町がリーダーシッ

ＣＴ技術を活用した職場の考
手段の確保のため、今年度ハ
か︒

①﹁安定した雇用の創

え方やあり方などがある。
イヤー利用助成事業を実施し
町長

町に働く場が少ない現

企業誘致の実績はない

②第２期の﹁若い人たちの雇
まな事業を計画した結果、少
れる自治体としての環境が作
新たな角度で雇用の芽を引き
プをとり民間と連携したスタ

取り組みについて

用による地域経済の活性化施
しずつ雇用枠は広がっている。

られているか︑この観点で第
出したい。新しい公共とソー
イルで地域の課題へアプロー

少子化と人口減少に

策﹂の具体的な展開方策は︒
農業後継者の育成、林業従事
２期総合戦略の方向性が描か
シャルビジネスとしての取組
チすること︒公共サービスの

期で若者雇用の場

町長
者の雇用の安定化に向けた事
れているか︒
みの課題であり十分に検証し

雇用の場はまだ手つかずのも

第

出﹂﹁新しい人の流れをつく
業展開、各種さまざまな支援、
町長
ていきたい。

議員
清里町は光回線が全町に行
た。利用実態の把握・検証を

方向が住民のニーズに近いか

議員

る﹂﹁子育て支援の充実﹂﹁住
事業展開の中で雇用の確保と
状に対して取り組む手法、Ｉ

基本的な発想転換をし

み続けたいまちづくり﹂を基
して対応してきた。

足な成果は出ていない。求職
の要因︑若者雇用の創出がで
き渡っていて基礎的条件は十
し制度の充実に向けて新たな

雇用のミスマッチング

者と企業の間でミスマッチが
きなかった要因がどこにある
分にある。総合戦略に事業展

見極めながら取り組みたい。
こまで応えるか、どう課題を

行政ニーズとしてどの

起きていると考える。
と認識しているか︒
公共交通体系の準備作業も進

②第２期総合戦略は﹁地域と
開として可能なものは謳い込

町長
みたい。

求人事業所が少ない、

生活を支える産業の振興﹂
﹁若
また希望の職種がない、資格

多様化するニーズに行政がど

い人たちの子育ての夢や希望
やスキル、賃金や働き方の形

ある︒支援員を配置するなど

割である︒

意見書提出

働く場の入り口づくりを行政

もう一度肝に銘じ︑見える

出いたしました。

町には直営以外にも指

議員
が主導して取り組んで欲しい︒

形で具体的な形として取り組

▼コロナ禍による地域経済

障がい者就労支援の推

域の中で生き生きと暮らして
相談窓口については︑一つ

んでいただきたい︒

う作るかが大切となる︒

て相談窓口を設けているが全

の意向がしっかりと伝わるよ

◆期日

地域おこし協力隊の制

地域雇用や地域公共サービ

庁的な課題として取り組まな

うにやっていきたい。

総合戦略の中にもしっかりと
位置づけていきたい。

２月 ４日（木）

あり方や仕組みも考えなけれ
ズを切り捨てる考え方ではな
働き続けることが︑特別では

一つの相談が大切な話だとい

町長

スの観点からも根本的に見直

ければならず、障がい者雇用

町でも一般採用や社会人枠

相談窓口として子育て世代

1
◆期日

進と働く場の確保

い。
なく日常の光景となることを

う観点に立って今後の対応窓

ついては障がい者だから特別

して大胆に取り組んでは︒今

に係る労働条件、職場環境の

の中にどう組み込むことがで

就労支援事業所の立ち上げ

包括支援センターの中に専門

件が

議員
目指し︑計画に反映させて一

口を一本化しながらしっかり

後の方向性について︒

整備などを含めて今後検討す

きるか部内で協議をしていき

題になってくる。その目標を

など関係者とも相談をしなが

的な職員配置を含めて令和３

月定例会で意見書

度運用について︒上川町やニ
歩踏み込んだ取組みが求めら

枠という考え方ではない。あ

町長

る。事業者に対しても理解と

たい。雇用の場が行政を通じ

見失わずしっかり位置づけて

ら全体を通じた中で障がい者

年度中に方向性を探り、立ち

12

今後の議会開催（予定）

障がい者の雇用関係に

セコ︑津別町モデルなどがあっ

作り上げていただきたい︒

来の役割を行政として求めな

積極的な雇用の取組みについ

て民間へ波及し広まっていく

協力隊の募集をしていく。管

雇用のあり方についてご理解

上げていきたい。

※日程は変更となる場合がありますのでご了承ください。

専門的な支援の窓口は

ければならない。３年の任期

て関係機関会議などを通じて

スタイルが最も好ましい。

内の協力隊の協議会が出来た

いただけるよう協議の場を設

くり上げていきたい。今後の

が終了した時に移住や定住に

お願いしたい。

ので相談し合える体制も出来

けたい。

地域おこし協力隊の本

結びつけられるかが大きな課

てきた。

産業福祉常任委員会

総務文教常任委員会

民間に委託している部

れるが︑町長の認識は︒

障がい者が働くという

めている。

①可能な分野において

本目標に推進してきた。しか

古谷 一夫 議員

て地域の若い人達と連携して

捉えて雇用に結びつけるか、

を叶える﹂﹁安全で安心して

し雇用の場の確保は厳しく満

1
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