令和２年度

第１回

北見地域定住自立圏共生ビジョン懇談会

議事録

◎日
時：令和２年１１月３０日（月) 午前１０時～午前１１時
◎場
所：北見市民会館 ４号室
◎出 席 委 員：鈴木座長、渡部副座長、青山委員、井上委員、小山内委員、齊藤委員、
佐久間委員、佐藤委員、高畑委員、時谷委員、南保委員、久島委員、
山田委員、横山委員、吉田委員、渡邊委員
◎事 務 局：船戸企画財政部長、伊集院企画財政部次長、長瀬企画政策課長、
吉次政策係長、松木主事補
◎圏域構成市町：
〔北 見 市〕佐々木市民環境部クリーンライフセンター所長、
中條市民環境部環境課長、水落保健福祉部障がい福祉課長
〔美 幌 町〕中村総務部まちづくりグループ政策担当主査
〔津 別 町〕中橋住民企画課課長補佐
〔訓子府町〕鈴木企画財政課企画係長
〔置 戸 町〕芳賀企画財政課課長補佐

１ 開会

様々なご議論をいただくということになっておりま
す。今回は、そのビジョンに基づきました連携の取
組、この４月にスタートした後、初めての会議とい
うことになりますので、今後の進め方につきまして
確認をさせていただくということと、取組事例紹介
などもございますので、ぜひ、本日も忌憚のないご
意見を種々賜りますよう、よろしくお願いいたしま
す。本日はどうぞよろしくお願いします。
それでは、議事に入ります前に、事務局から報告
がございます。

（船戸企画財政部長）
本日は、大変お忙しい中、ご出席をいただきまし
て誠にありがとうございます。定刻となりましたの
で、ただ今から、令和２年度の第１回目となります
が、北見地域定住自立圏共生ビジョン懇談会を開催
をさせていただきたいと思います。はじめに、４月
１日付けで人事異動に伴いまして、事務局体制に異
動がございましたので、この場をお借りして、自己
紹介をさせていただきたいと思います。

（吉次政策係長）
本日の出席委員数は、20 人中、過半数の 16 人であ
り、北見地域定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要
綱の規定により、会議が成立することをご報告申し
上げます。なお、橋本委員、藤岡委員、成田委員、
沼田委員から用務のため本日の会議を欠席される旨
のご連絡をいただいております。以上であります。

【事務局職員 自己紹介】
長瀬企画政策課長
吉次政策係長
松木主事補
（船戸企画財政部長）
それでは、ここからの議事進行につきましては、
鈴木座長にお願い申し上げたいと思います。よろし
くお願いします。

（鈴木座長）
それでは、次に前回の会議から本日までの間に、
新たに委員に就任さ れた方がいらっしゃいます の
で、順に自己紹介を兼ねて、簡単にご発言をいただ
ければと思います。
それでは、委員名簿の順になりますけれども、一
般社団法人北見医師会事務長の高畑委員、よろしく
お願いいたします。

（鈴木座長）
みなさま、おはようございます。会議の開会に当
たりまして、先に一言ご挨拶申し上げます。委員の
みなさまにおかれましては、大変ご多用の中、本日
本懇談会にご出席いただきまして、誠にありがとう
ございます。昨年度の懇談会では、共生ビジョン策
定のために、様々な活発なご議論をいただいたと記
憶しております。あらためまして、感謝申し上げる
次第でございます。昨年最後の、12 月第３回目の会
議の後、北見市におきまして、パブリックコメント
等に必要な手続きを経まして、本年３月に北見地域
定住自立圏共生ビジョンが策定、そして公表されま
して、総務省など関係機関に送付をされたところで
ございます。当懇談会では、このビジョンの策定の
みならず、今年度から令和６年までの取組期間中に
行われます見直しに際しましても、みなさんの中で

（高畑委員）
北見医師会の高畑でございます。どうぞよろしく
お願いいたします。
（鈴木座長）
はい、ありがとうございました。続きまして、北
海道北見支援学校教頭の小山内委員、よろしくお願
いします。
（小山内委員）
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北見支援学校の教頭小山内です。今年４月に赴任
しました。よろしくお願いいたします。

に１から２回程度、開催させていただき、ローリン
グしながら適宜、共生ビジョンの見直しを進めてい
きたいと考えておりますので、よろしくお願いいた
します。私からは以上であります。

（鈴木座長）
ありがとうございました。それでは、最後に、北
見商工会議所専務理事の渡邊委員、よろしくお願い
いたします。

（鈴木座長）
はい、ありがとうございます。ただいま、事務局
から説明いただきましたけれども、これにつきまし
て、何かご質問ご意見等ございましたら、ご発言お
願いいたします。

（渡邊委員）
おはようございます。本年の４月より前任の小原
に代わりまして、専務理事を拝任いたしました渡邊
でございます。どうぞよろしくお願いします。

≪質疑なし≫

（鈴木座長）
ありがとうございました。

（鈴木座長）
よろしいでしょうか。ありがとうございます。そ
れでは、今ご説明いただきましたように、今後執り
進めることといたします。

２ 議題
（１）これまでの取組経過と今後の進め方について

（２）取組事例紹介
ア 障がいのある人の地域生活支援体制構築事業

（鈴木座長）
それでは、早速議事に入ります。議題の（１）の
これまでの取組経過と今後の進め方についてでござ
います。これを議題といたします。事務局から説明
を求めます。よろしくお願いいたします。

それでは、次に（２）の取組事例紹介に移りたい
と思います。当懇談会には、北見地域定住自立圏共
生ビジョンの進捗状況をしっかり確認してくという
役割がございます。共生ビジョンに基づく連携の取
組は、本年４月に本格的にスタートいたしまして、
半年が経過いたしましたということで、共生ビジョ
ンに基づく特徴的な事例についてご紹介いただきま
して、その後、みなさまからご意見をいただければ
と思います。
それでは、はじめに、障がいのある人の地域生活
支援体制構築事業につきまして、北見市保健福祉部
障がい福祉課の水落課長からご紹介いただきます。
水落課長よろしくお願いいたします。

（吉次政策係長）
はい、それでは私から、北見地域定住自立圏のこ
れまでの取組経過と今後の進め方について、資料の
１により、ご説明いたします。資料の１をご覧くだ
さい。
はじめに、これまでの取組経過についてでありま
すが、平成 31 年２月に中心市宣言を行った後、１市
４町の担当者で構成 する政策分野別分科会を設 置
し、協議を重ね、１市４町の首長の合意を経て取り
まとめた定住自立圏形成協定案を１市４町の各議会
において議決いただき、令和元年 10 月には、北見市
と４町との間で、それぞれ協定を締結し北見地域定
住自立圏が形成されたところであります。
資料の中段になりますが、協定締結後には、当懇
談会を設置し、定住自立圏共生ビジョン策定に当た
っての幅広いご意見をいただいた後、パブリックコ
メントなどの必要な手続を経て、本年３月に「北見
地域定住自立圏共生ビジョン」を策定・公表し、総
務省などの関係機関に送付しております。
次に、今後の進め方についてでありますが、協定
締結後も１市４町の担当者で構成する政策分野別分
科会を「北見地域定住自立圏連絡会議分科会」とし
て適宜開催しているほか、
「１市４町首長会議」を年
１回程度開催するなど、いつでもお互いに協議し、
情報を共有できる体制を構築し「北見地域定住自立
圏共生ビジョン」に基づく連携取組のさらなる実践
を進めてまいりたいと考えております。
また、当懇談会につきましては、資料中段の「令
和３年度以降に予定される議題」に記載のとおり、
今後、共生ビジョンに新たに連携する取組を追加す
るなど重要な変更が生じる場合には、ご意見をいた
だきますほか、事業費等の更正、錯誤の更正など事
業の内容に基本的に変更がない軽微変更についての
報告や進捗状況の報告をさせていただくために、年

（水落障がい福祉課長）
みなさま、おはようございます。北見市保健福祉
部障がい福祉課の水落と申します。本日は、取組事
例紹介ということで、障がいのある人の地域生活支
援体制構築事業について、説明させていただきたい
と思います。座って説明させていただきます。
お手元の資料の資料２を用いて説明いたしたいと
思いますので、まず１頁をお開き願います。まずは
じめに、地域生活支援拠点等についてでありますけ
れども、拠点等は障がいのある人の重度化、高齢化
や、いわゆる親亡き後に備えるとともに地域移行を
進めるため、重度障がいにも対応できる専門性を有
し、地域生活において、障がいのある人やその家族
の緊急事態に対応を図るもので、具体的に下の２つ
の目的を持ちます。
①といたしまして、緊急時の迅速確実な相談支援
の実施、短期入所等の活用。こちらは地域における
生活の安心感を担保する機能を備えるということに
なっております。あとここで、みなさん障がい福祉
サービスについて、相談支援でありますとか、短期
入所などという言葉がでてきましたので、ご存じの
方も多いかと思いますけれども、介護保険制度とい
うのは、みなさんよくなじみがある制度でありまし
て、要介護度が決まって、その後、ケアマネさんが
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ついて、相談を受けながらその介護度に応じた生活
を支えるためのサービス等を提供していくという制
度になっておりますけれども、障がい福祉サービス
についても同様の形態となっておりまして、相談支
援専門員、これは障がいのケアマネさんなんですけ
れども、こちらが相談支援を行いつつ、介護保険制
度の要介護度は１から５ですけれども、１から６の
障がい支援区分を認定したり、ここにでてきました
短期入所、緊急時の場合に、介護者が不在になる場
合に、一定期間施設等でお預かりをするというサー
ビスの調整など。あと、デイサービスのようなサー
ビスももちろんありますし、障がいのある方は、若
い方も多いですので、支援を受けながら働くという
福祉的就労などのさ まざまなサービスがござい ま
す。ちょっと横道にそれまして、障がい福祉サービ
スについてご紹介をさせていただきました。
２番目に、体験の機会の提供を通じて、施設や親
元から例えばグループホームですとか、一般の住宅
の一人暮らし等への生活の場を移行しやすくする支
援を提供する体制を整備します。こちらは、障がい
のある人の地域での生活を支援することにつながっ
てまいります。そこで、四角に囲ってありますけれ
ども、拠点等に必要な５つの機能というのが国から
示されておりまして、まず基本になります相談支援
ですね。総合的な相談ですとか、専門的な相談、ニ
ーズに応じたさまざまな支援体制を提示していかな
くてはいけませんので、相談体制が必要になってま
いります。そして、２番目に緊急時の受け入れ・対
応ですけれども、介護者が在宅の時はいいですけど
も、ちょっと急なご病気ですとか状況の変化によっ
て障がいのある方も生活が立ち行かなくなる場合と
いうのも想定されますので、こちらの場合、速やか
に、サービス等につないで受入れを行う対応を機能
として設けなければ ならないことになっており ま
す。
③の体験の機会・場なんですけれども、やはりい
ろんなサービスがあったり、これまでの暮らしぶり
とサービスを使うことによって、生活のリズム等も
変わってまいりますので、グループホームに体験で
数日間、入居してみるですとか、福祉的な就労で数
日間働いてみて、もしよかったら行けそうだなとか
いろいろな体験の機会を設ける。これも機能のひと
つに加えられております。また、障がいでも重度化
というのがありまして、また、最近報道等でも医療
的ケアの必要なお子さんという、医療技術の発達に
よって昔は助からなかったお子さんを、障がいはあ
るけれども育てることができるようになってきてい
る環境がありますので、そのような方に専門的な医
療的ケアを提供しながら暮らしを支えていくという
必要がありますので、そういう専門的人材の確保で
すとか養成も行っていかなくてはなりません。
そして、北見地域、１市４町の北見地域で、これ
らのサービスとか、支援体制を組み立てていく地域
の体制づくりについて、関係機関等と協議を行って
いかなくてはなりません。これが拠点等に必要な５
つの機能として国から示されているものでございま
す。そして国は、令和２年度末までに各市町村又は
各圏域に少なくとも１つを整備することを基本とす
るとしております。

続いて２頁をお開き願います。次に、イ検討の経
過ですけれども、これまでの経過をご紹介させてい
ただきます。まず、平成 30 年５月に障害支援区分認
定審査会を共同設置している北見市、訓子府町、置
戸町の１市２町で「北見地域の地域生活支援拠点等
整備検討委員会」を立ち上げました。もともと、介
護もそうなんですけれども、要介護認定ですとか障
がいの支援区分を認定する審査会というのを１市２
町で共同で設置しておりました。そんな経過もあり
ますので、まずは１市２町で、共同で今後の検討を
していこうということで検討組織を立ち上げたもの
でございます。検討組織において、例えば先進地視
察を行いましたり、１市２町にある社会資源、サー
ビスですとか関係機関ですとかそういう調査を行い
ました。そして、住民アンケートも行ったところで
すが、その中で将来的なサービス利用の意向はある
けれども具体的な検討にはまだいたっていないとい
う、傾向が明らかになりました。
１頁 でお話し しました 必要な５つ の 機能に つい
て、地域の社会資源の有機的な連携を図ることによ
り、多機能拠点整備型と面的整備型の併用で整備す
ることにいたしました。多機能拠点整備型という言
葉がでてきましたけれども、カッコで括って説明を
書いておりますけれども、多機能拠点整備型は、例
えば、グループホームと相談支援事業などの複数の
機能を集約した建物、その施設に複数の機能が入っ
た整備方式ですね。一方、面的整備というのは、地
域の複数の機関が分担して機能を担う整備方式。改
めて新しい建物を建てたり、複合的な事業所を入れ
たりっていうことはせずに、その地域資源を面的に
連携を図る、そういうコーディネーターを中心にお
いて整備していく整備方式となっております。そし
て、平成 31 年２月に北見地域定住自立圏の中心市宣
言を北見市が行うと、３月にはこの宣言を踏まえて
美幌町、津別町を加えた１市４町が今後のスケジュ
ール等について協議を開始いたしました。そして、
令和元年６月に北見地域の地域生活支援拠点等整備
検討委員会に美幌町、津別町が正式に参画すること
になりました。そし て、令和２年４月、今年度 よ
り、拠点等整備の関 連事業を既に実施しており ま
す。後ほどご紹介いたします。翌令和３年４月には
拠点等の総合相談窓口である基幹相談支援センター
の運営の開始を予定しているところであります。
続きまして、次の頁のＡ３のカラーのこの３頁の
資料に基づき説明をいたします。まず、左側のピン
クのところ、拠点整備のポイントということであり
ますけれども、この下に支援体制構築に向けた課題
ということで、地域の支援者と関係機関が集まる、
もちろん当事者も入っての地域の支援体制を構築し
ていくための自立支 援協議会があるんですけれ ど
も、そちらの中のご意見でも、発達障害を診断でき
る医師が不足していますよと、ちょっと診察を受け
たいという方であっても、市内ですと半年、１年待
ちとなっていたり、この北見地域では診察が受けら
れずに旭川に行っている方とか帯広の病院に行って
いる方とかがいらっしゃって、身近な場所で診察を
受けたいんだというご意見がよく聞かれます。さき
ほども話しましたけれども、次に、医療的ケアを必
要とする重度障がい者に対応できる支援体制が不足
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しているというご意見を頂戴しております。また、
地域の支援体制整備に向けた企画調整機能を担う機
関が不足しているというようなご意見を踏まえまし
て、その下の１の整備方法ですけれども、先ほども
申しましたが併用の整備型、多機能拠点整備型と面
的整備型の併用といたしました。右の方の図の真ん
中に第１多機能拠点ということで運営法人の川東の
里を予定しておりまして、こちらは日中サービス支
援型グループホームと基幹相談支援センター本体、
この２つの機能が今新しく法人によって整備をして
いる最中、こちらに多機能拠点をまず１つ設ける、
そして資料の右、中央右側に第２多機能拠点、運営
法人北海道療育園となっておりますけれども、こち
らは美幌町内の美幌療育病院、こちらが医療型障害
児入所施設、重症心身障害、重度の知的障害と重度
の身体障害のある方の入所施設と美幌基幹相談支援
センターの総合相談窓口のサテライトを設けるとい
うことにしております。後ほど触れますけれども、
こちらの方に発達障害を診れる医師の確保というの
を今年度から予算計上して取り組んでいるところで
あります。そして、多機能拠点が第１と第２、２つ
あります。そして図面の中央に相談支援事業所、障
害福祉サービスのケアマネさんの事業所、こちら等
を中心にして面的に一番下にあります、例えば医療
機関でありますとか就労継続支援事業所ですとか、
いろんなサービスとの連携を図り、面的な整備を行
うという併用型で整備をすることといたしました。
左側一番下の総合相談窓口の新設ですけれども、さ
きほど申しました第１多機能拠点と第２多機能拠点
の基幹相談支援センター本体とサテライトとそれぞ
れ新設するということが予定されております。イメ
ージについては、このような形となっています。
資料の４頁をお開き願います。さきほど申しまし
た拠点等整備の関連事業、本年度より既に実施して
いる事業について説明をさせていただきます。１番
上の体験の機会・場の提供の資源等に書いておりま
す結（ゆい）という事業所さんがあるんですけれど
も、こちら重症心身障害児の受入れを行っているデ
イサービスですね。児童発達支援というのが未就学
児、放課後等デイサービスというのが就学児、生活
介護というのは 18 歳以上の方、大人を対象として、
デイサービスを行っております。こちらは医療的ケ
アも必要で、ちょっと片時も目を離すことができな
いと、そういうお子さんも預かってますので、看護
師を１名配置することが人員基準として求められて
います。ですけれど、結さんにおいては、さらに手
厚い支援が必要だろうということで看護師をもう１
名加配して配置しております。加配については、国
の障害福祉制度においても、加算という報酬は取れ
るんですけれども、それでもなかなか１人分の人件
費を賄うことが難しいので、加算でも足りない部分
というのを市の方で後押ししていこうということで
人件費補助を今年度より実施するものです。こちら
は、北見市の事業所なので北見市が実施主体となっ
ております。次に専門性の確保というところで、北
見地方障がい者職親会。こちらは障がいのある方の
一般就労を支援している企業や支援者などの集まり
です。こちらの方に委託をいたしまして、障がい者
就労支援事業として、障がい者職業生活相談員（企

業配置）及び企業配置型ジョブコーチの養成に係る
費用の助成、障がい者職業生活相談員という方は、
５名以上障がい者を雇用する場合は、企業の方に置
かなければならない、２日間講習を受けてくるとい
うものなんですけれ ども、ジョブコーチという の
は、さらに専門性の高い企業に配置する支援者です
ね。こちらがもう少し長く５日間とか講習を受けな
くてはならないので、こちらの養成にかかる費用を
助成するという事業を立ち上げております。今年コ
ロナウイルスの関係がありまして、なかなか人を集
めたフォーラム等の開催は難しいんですけれども、
あわせて障がいがある方が企業で働いてもらうそう
いう機運を高めていく必要があるので、企業の方で
すとか様々な支援者ですとかを対象とした理解を広
める就労促進に係るフォーラム等の開催もお願いを
しているところであります。次に、美幌療育病院に
委託をしている発達障がい児者支援体制強化事業、
発達外来診療、診療医確保事業、発達障がいを専門
に診る非常勤医師の確保に係る経費への補助、発達
障害を診れるお医者様というのはですね、ほんとう
に全国的に見てもいらっしゃらなくて、北海道の東
京事務所も通じて、本州の方もいろいろかけあって
きたところなんですけれども、なかなか来ていただ
けなかったんですが、この度、北海道大学の先生が
月に 1 度ではあるんですけれども、今後ずっときてい
ただけることになりまして、11 月 20 日から美幌療育
病院の方で月に１度診療をいただけるようになりま
した。なかなかこの地域のニーズに応えられるだけ
の専門医師を確保するのは難しいんですけれども、
０から１に増えたということで、よかったなと思っ
ているところであります。次に発達支援事業なんで
すけれども、こちらは美幌療育病院さんに作業療法
士を１名新たに確保していただいて、発達に課題を
抱える未就学児の状況を把握し、その保育者や保育
所等の職員に関して助言等を実施する。北見の方で
「きらり」という未就学児の方の療育支援を行うセ
ンターがありますけれども、今、内容としましては
似たような作業を出 向いて行うっていう感じで す
ね。いろんな課題を抱えているお子さんがいらっし
ゃるので、やっていいこと悪いこと、そこからちゃ
んとトレーニングするということもありますし、そ
のようなことを支援者等先生ですとか、保育士さん
ですとかと一緒にやっていくということですね。１
市４町を今年から回 ってもらうようにしており ま
す。一番下に、相談支援機能、地域の体制づくり等
ということで、川東の里、さきほどのグループホー
ムを建設中ですので、そこに基幹相談支援センター
もあわせて入りますというお話をしたんですけれど
も、そちらの建設費 補助も北見市で行っており ま
す。今年度より実施している事業の内容については
以上であります。
続きまして、最後の頁５頁になりますけれども、
来年度４月からの委託を予定しております地域生活
支援拠点等整備の総合相談窓口である基幹相談支援
センターの業務内容についてご紹介をいたします。
国が拠点等に求めている５つの機能について、行政
及び相談支援事業所等で構成する北見地域の地域生
活支援拠点等整備検討委員会で検討を行い、基幹相
談支援センターの業務概要を以下のとおり予定して
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おります。まず１つ目の機能として相談なんですけ
れども、障がいのある方、当事者、その家族ほか、
やはり地域の拠点となる相談窓口ですのでどちらか
というと個別の支援、具体的なケースの支援という
より関係機関や相談支援事業所の方から、この方は
なかなか支援が難しい。どういう風につないだらい
いだろうなんて相談を受ける、総合的専門的な相談
支援というイメージを持っております。次に障がい
福祉サービス等の提供内容をはじめとした社会資源
の把握を行う。この圏域のですね１市４町の障がい
福祉サービスどのようなものがあるんだろうか、ま
た、どんな内容でやっているのか、利用される方個
人によって必要なサービスも変わりますので、より
適切なサービス等をご紹介できるような仕組みづく
りを行うということですね。次に各指定特定相談支
援事業所への助言や困難ケースへの支援を行う。な
かなかほんとに１人の相談員さんでは支援が困難な
ケースについては、基幹相談支援センターが例えば
関係機関を集めたケース会議を開催してその方の支
援について検討したり、そういう後方支援というよ
うなことも行っていきます。次に、２番目の緊急時
の受け入れ対応なんですけれども、緊急時に支援が
見込めない人を把握し、１市４町とともに情報を整
備すると、基本的に障害福祉サービスを利用される
方は、相談支援専門員、いわゆるケアマネさんがつ
いているんですけれども、そういう方がついていな
い、全くサービス使わないで暮らしている方ってい
うのもいるんですよね。ご家族一緒に暮らしている
ので、今のところ問題が表面化していないという場
合があるんですけれども、ただ、関係機関、民生委
員さんとか市町村職員ですとかが見ていて、あの介
護者に何かあったら大変だなって思っているご家族
もありますので、そういうところをあらかじめ情報
を整備して何か起きた際にはすぐに対応できる体制
づくりを行っていく ということを想定しており ま
す。次に、障がい福祉サービス等提供事業所及び関
係機関など緊急時に速やかに連絡がとれる体制の整
備を行う、いざというときにはすぐ連絡がとれる体
制を構築しますということですね。次は、短期入所
のうち、緊急時の受け入れ枠の把握を行うと、数か
所短期入所はあるんですけれども、こちらの利用状
況ですね、すぐ調整が必要となりますので、あらか
じめ受け入れ枠の把握を行うということを予定して
おります。３番目に体験の機会の場、体験の機会・
場の提供ですね。さきほども申しましたけれども、
親元からの自立等に当たって、共同生活援助グルー
プホームのサービス名なんですけれども、グループ
ホームや日中サービス、日中活動サービス等の障害
福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場
を提供する。次に、障がい者が入居できる住宅及び
共同生活援助の空き状況の把握に努める。なかなか
障がいのある方お一人で、入居できる住宅っていう
のもそんな多くはないとは思うんですけれども、そ
ういうところの開発ですとか現に受入れしてくださ
っている民間の下宿等がありますので、そういうと
ころについても、きちんと把握をしてニーズがあっ
た場合にはご紹介できるように努めるということを
予定しております。 次に４番目、専門的人材の 確
保・養成ですけれども、医療的ケア児等への対応力

向上のため、支援員、看護師、相談支援専門員を対
象とした研修会を開催します。支援員さんについて
は具体的に福祉サービスでも喀痰の吸引ができるよ
うに制度では見直されておりますので、そのような
ものの研修への参加ですとか相談支援専門員につい
ては、医療的ケアの調整やコーディネート能力を高
めるための研修等の 開催を予定しております。 ま
た、権利擁護・虐待の防止の取組として成年後見制
度及び虐待防止研修会のほか地域連携をテーマにし
た研修等を行うということを予定しております。最
後、５番目なんですけれども、拠点等の運営に当た
り、自立支援協議会の連携を基礎とすることから、
協議会には深く関りをもってもらおうと思っており
ます。自立支援協議会にはもちろん当事者も入って
ますし、福祉の事業 所も入ってますし、教育の 機
関、支援学校の先生も入ってますし、医療関係者も
入ってますね。さまざまな支援者、当事者とが地域
の支援体制づくりについて協議を行う場ですので、
こちらの方にご参加いただく、そしてこちらで検討
された個別事例の積み重ねを通じて地域の課題をと
らえて今後必要となる社会資源等必要な体制構築を
行っていくということを予定しております。私から
の説明は以上であります。
（鈴木座長）
ありがとうございました。ただいまご紹介いただ
きました内容につきまして、みなさんのほうから何
かご質問等ございますでしょうか。山田委員からま
ずお願いいたします。
（山田委員）
津別町の山田です。いま報告ありましたけど、最
初に北見市を中心としたこの圏域で障がい者の生活
支援拠点整備が進んでいることに、北見市をはじめ
とした自治体や関係機関のみなさんのご尽力に、ま
ず敬意を表したいなと思います。いま紹介ありまし
た拠点の機能であります５つの業務の中で、特に今
後の中で危惧されることというか、課題としては、
専門的人材の確保・養成があるのではないかなと考
えています。先ほども水落課長のほうから発達障が
いの専門の先生の確保といったことでのお話があり
ましたが、今後の中では、出生数は減少していくと
は思いますけど、発達障がいとか医療的ケアが必要
なお子さんというのは、逆に増えていくのではない
かなとも思っております。そうした中で、医療的ケ
ア児をはじめ、障がい児を支援する専門的人材をど
う養成して確保していくのかというのは、今後の大
きな課題ではないかなと考えているところです。特
に研修だとか、あるいは技術力の向上だとか、こう
いった専門職を養成する際の費用の助成なんかも報
告がありましたけど、そうした助成とか、あるいは
その場の確保とかの支援を事業所だけじゃなくて、
例えば圏域全体で養成をしていく、確保していくと
いうか、そういった視点が今後必要ではないかなと
考えているところです。もう一つ面的整備の取組で
は、何といっても事業者間の連携が求められてくる
かなと思います。今 もされているとは思います け
ど、１市４町にある事業所間の日常的な交流だとか
研修。そういった部分で、より深まった連携が生ま
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れてくるのではないかなと考えておりますので、こ
うした連携をどのように今後つくっていくのかとい
ったことでも何かコメントがあればお願いしたいな
と思います。以上です。

らいけば親が先に亡くなろうという中で、障がい者
が今まで面倒みていただいたのが親であった場合、
高齢者の親が亡くなった後どうすればいいのかとい
うことです。その相談につきましては、まったくこ
のとおりで問題はないと思うんですけど。今まで家
族と住んでいた、そこが今度ひとりになった時に、
ひとりで住むことに 対応できるのかなというこ と
で。ここに必要な５つの機能の中での３番目、体験
の機会は、自分も何年も前から行政には、ひとりに
なった時に住む施設が必要だということを訴えてき
ているということもあります。先般、質問させてい
ただいたときの回答につきましては、ここにある令
和３年度以降の協議会で進めさせていただきますの
で、そこで十二分に協議をしながら、検討させてい
ただきますという答えをいただいておりますので、
何とか課長の方におかれましてもその辺を踏まえま
して、１市４町の中でその辺の対応をしていただけ
るようお願いしたいなという要望でございます。以
上です。

（鈴木座長）
はい。ありがとうございます。水落課長、何かコ
メントございますでしょうか。
（水落障がい福祉課長）
はい、ご意見ありがとうございます。まず専門的
人材の育成というお話だったんですけれども、美幌
療育病院さんの方で来年度からの基幹相談支援セン
ターの第２多機能拠点の機能の中に、美幌療育病院
さんへの委託で医療 的ケア児への対応力向上の た
め、研修会を開催するというようなご説明をしたと
ころだったんですけれども、具体的に言いますと、
札幌の稲生会っていう医療的ケアで非常に有名な土
畠先生っていう方がいらっしゃるんですけれども、
先生と以前から連絡をとっておりまして、拠点を整
備した際には、いろいろ教えていただけないかとい
うことですとか、こちらから出向いて実際にケアの
現場を北見の研修を受けた方が参加させてくれない
かというお話をしておりまして、ご協力いただける
ことになっておりまして、来年度からこちらの方も
取り組んでいくということにしておりますので、そ
のような場面を活かしながら専門的人材の育成を図
ってまいりたいと思っております。そして面的整備
を行うに当たって事業所間の連携が重要なんじゃな
いかというお話なんですけれども、おっしゃるとお
りで、北見市内ではこれまでも就労継続支援Ａ型事
業所という支援を受けながら働くＡ型事業所の連絡
会なども設けておりまして、こちらの方はやはり広
く、美幌町、津別町、訓子府町にも就労支援事業所
は確かあったはずなので、置戸町は、残念ながら事
業所はないんですけれども、そういう事業所間の連
携なんかも具体に図ってまいりたいと考えておりま
す。ありがとうございます。

（鈴木座長）
はい。ありがとうございます。水落課長、コメン
トございますか。
（水落障がい福祉課長）
はい。横山委員ありがとうございます。美幌町の
協議会にご参加いただいているんですね。ありがと
うございます。今後、北見市も連携していろんな取
組を進めていきたいと思います。今後ともよろしく
お願いします。
本日いただきました親亡き後のお子さんの生活を
どうやって支えるかっていうことについてなんです
けれども、アンケートの結果にも将来的にはサービ
スを使って生活を組み立てていくんだっていう気持
ちはあるようですけれども、じゃあ具体的に今何か
お考えですかっていうところには、先のことだから
というような傾向がアンケートの結果にも見えてい
たところなんですよね。北見の自立支援協議会でも
委員さんから全く同じようなご意見をいただいてお
りまして、グループホームが足りないんじゃないの
っていう、常に入居待ちだよねっていうお話をいた
だいております。そこで、じゃあ具体的にどうして
いこうかというところを先日意見交換した中では、
やっぱり社会福祉法人等においても、どれくらいニ
ーズがあるのかというのがわからないと投資はでき
ないよっていうことがありますので、どのくらいの
年齢の方が何年後に何人くらい使いたいのかってい
うのが分からないと法人としても投資計画が立てら
れないので、その辺のニーズ調査を拠点等機能にお
いて丁寧にやってかなきゃだめだねっていうお話を
させていただきましたので、やはりほんとにどんな
投資するに当たってもニーズをしっかり把握すると
いうのは重要と思いますので、ご意見踏まえて今後
取り組んでまいりたいと思っております。ありがと
うございます。

（鈴木座長）
はい。ありがとうございます。山田委員よろしい
でしょうか。
（山田委員）
はい。
（鈴木座長）
ありがとうございます。それでは、横山委員。
（横山委員）
はい。美幌商工会議所の横山です。よろしくお願
いいたします。まず、１ページにありますように障
がいのある人の高齢化、それから親亡き後というこ
とです。美幌町障害者自立支援協議会の委員にも自
分が参画をさせていただいています。今月の初めに
その中でも一つ質問させていただいたのが、障がい
者が高齢になってきている。その高齢の障がい者を
支えているのがまた親である。その親もまた高齢に
なってきているということで、当然のごとく順番か

（鈴木座長）
ありがとうございました。よろしいでしょうか。
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（横山委員）
はい。

における廃棄物の受入れ協定を訓子府町、置戸町と
締結しているところであります。本協定に基づく廃
棄物の広域処理としまして、平成 15 年４月から両町
において発生する燃やすごみを受け入れており、平
成 20 年４月からはプラスチック製容器包装を受入れ
品目に追加し、現在 に至っているところであり ま
す。なお、現在訓子府町、置戸町については暫定処
理単価により処理手 数料を負担していただいて お
り、実質処理費用との過不足については、翌年度以
降に精算を行っております。
次に、（３）北見市廃棄物処理場の処理能力等につ
きましては、本市の廃棄物処理場では、焼却炉を３
炉有しておりますが 、メンテナンスなどを行う た
め、通常は２炉での運転としております。１日の処
理能力 55 トンの焼却炉を２炉運転することで１日 110
トンの廃棄物を処理することができます。なお、燃
やすごみの実質搬入量は近年１日約 100 トンで推移し
ております。
次に、（４）津別町から受け入れる廃棄物及び搬入
量についてですが、 津別町から受け入れる廃棄 物
は、生ごみを除く燃やすごみ、年間約 500 トンの予定
であります。本市の廃棄物処理場での焼却炉につい
ては１日あたり約１．４トンの増加となりますが、
全体の処理能力には問題がないものと考えておりま
す。
次に（５）受入手数料の予定単価についてであり
ますが、１トン当たり 26,767 円を予定しておりま
す。なお、手数料につきましては現在、訓子府町、
置戸町から委託の場合と同様の積算方法により年度
ごとに暫定処理単価を設定の上、翌年度以降に精算
を行うものであります。私からは以上です。

（鈴木座長）
ありがとうございます。それでは、本件につきま
して、ほかにご質問等ございますでしょうか。
≪質疑なし≫
（鈴木座長）
よろしいでしょうか。ありがとうございます。そ
れでは、水落課長ありがとうございました。
イ 廃棄物の広域処理事業
（鈴木座長）
それでは、続きまして、廃棄物の広域処理事業に
つきまして、北見市市民環境部環境課の中條課長と
津別町住民企画課の中橋課長補佐からご紹介をいた
だきます。中條課長、中橋課長補佐、よろしくお願
いいたします。
（中條環境課長）
みなさんおはようございます。環境分科会で座長
をしております北見市市民環境部環境課長の中條と
いいます。よろしくお願いいたします。本日ですけ
れども、取組事例紹介としまして、廃棄物の広域処
理事業について、津別町の住民企画課中橋課長補佐
と、一緒に説明したいと思いますので、よろしくお
願いいたします。着座にて説明いたします。
それでは、資料３、１頁をご覧いただきたいと思
います。はじめに（１）分科会での検討についてで
ありますが、環境分科会では環境分野における連携
ニーズについて協議を行い、置戸町及び訓子府町か
らはスプレー缶の処理、津別町からは可燃ごみの焼
却処理、この２事業について広域処理の提案があっ
たところであります。廃棄物の広域処理につきまし
ては、処理場の処理能力や収集運搬方法の検討など
さまざまな課題を解決し、進める必要がありますこ
とから、廃棄物処理施設の広域利用については、廃
棄物等の安定的かつ効率的な収集処理体制を推進し
ながら、処理施設等の広域利用を検討し、可能なも
のから適宜実施していくこととしたところでござい
ます。その中でスプレー缶の処理につきましては、
各町において現在は 燃えるゴミとして収集して お
り、どれぐらいの量が出されるのか把握できていな
いことや本市に運ぶまでの一時保管場所の確保、運
搬方法や運搬回数、住民説明など整理すべき事項が
多いことから、現在分科会において継続協議してい
るところであります。また、可燃ごみの焼却処理に
つきましては、津別町より令和３年４月からの燃や
すごみの受入れについて申し入れがございました。
本市及び津別町にて各種条件等について整理を行い
ますとともに本市での処理能力の可能性について検
討をいたしました結果、処理能力等に問題がないこ
とから、この度受け入れることとしたところでござ
います。
次に、（２）北見市におけるごみ処理の現状につい
てでありますが、本市では北見市の廃棄物処理施設

（中橋住民企画課課長補佐）
津別町住民企画課の中橋と申します。（６）から
（10）の津別町の部分について説明させていただき
ます。
（６）の津別町のごみ処理の現状についてであり
ますが、平成 22 年４月から大空町にあります焼却施
設で燃やすごみの焼却処理をお願いするとともに、
大空町の生ごみについては、津別町でたい肥化を行
っております。来年４月からの北見市への焼却処理
の移行については、急ではありましたが、本年７月
15 日に大空町に申し入れを行い、８月 21 日に承諾を
得たところであります。
（７）では北見市への移行によるごみ分別の主な
変更点についてでありますが、生ごみは今まで通り
の分別でたい肥化を行い、来年４月からは北見市の
燃やすごみの分別区分に合わせることにより、燃や
すごみの対象となるものが増えることになりますの
で、埋めるゴミを減らすことができると考えており
ます。なお、埋めるゴミから燃やすごみへ分別区分
が変わる代表的なものを記載していますが、特に洗
えない、汚れがとれないプラスチック製容器包装、
落ち葉、草が対象となることが影響が大きいとみて
います。
次に、（８）の焼却施設に係る負担金について、令
和元年度の大空町への処理実績は 296 トン、20,544 千
円、令和３年度は概算になりますが、燃やすごみの
対象が増えることにより処理量が 500 トン、金額を
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13,384 千円をみこんでおります。
次に、（９）その他として１つ目は、焼却した後の
灰については、搬入量に応じて北見市から焼却灰を
回収し、津別町の最終処分場で処理をいたします。
２つ目は、主な変更による収集日、曜日の変更はあ
りません。３つ目は収集の委託については、運搬先
は大空町から北見市に変わりますが、距離や時間は
ほとんど変わりませ ん。最後に、大空町の生ご み
は、津別町での処理 を継続することとしており ま
す。
（10）の住民説明会などについては、この燃やす
ごみの処理が北見市に変わること、もう１つは来年
４月から新しい最終処分場が供用開始となりますの
で、この２つの点に伴い分別方法が変わることなど
について周知期間としては短い状況でありますが、
各種住民説明会や広報などによる周知を重ねながら
さまざまな手段や方法により周知徹底を図っている
ところです。
結びになりますが、この度の実現に向けては、北
見市の市民環境部のみなさまをはじめ、多くの方々
にご検討をいただくとともに関係機関への調整にも
ご尽力をいただけたことに深く感謝しております。
今後も定住自立圏をきっかけとして各分野でさまざ
まな取組や連携ができればいいと期待しているとこ
ろです。以上簡単ですが、説明とさせていただきま
す。

可能であるということで、具体的に何をという形に
なりますと、ICT 分野ですとか観光分野、それからシ
ティ・プロモーション、さきほどのごみ等々の話も
ありましたが、エネルギー分野だとかいろいろな分
野での活動事例があるようでございます。できれば
これを何とか今後のこの支援協議会の部分に向けて
取り組めるものがありましたら、手を挙げれるよう
な体制をとっていただければありがたいかなと思っ
ている次第でございます。以上です。
（鈴木座長）
ありがとうございます。ただ今、情報提供いただ
いたことなんですけ ど、このプログラムという の
は、主催はどこになるんですか。
（横山委員）
これですね、正直なところを申しますと、美幌峠
牧場をワタミさんに貸しているんですけど、そのワ
タミさんから美幌で観光の面で何かできないかとい
うひとつ提案をいただいたときに、これは美幌町単
独じゃなくて定住自立圏で取り組んでいる市町村で
あれば可能だということだったので、美幌町長にも
話はしているらしいんですけど、もし可能性があれ
ば、この北見市をはじめ１市４町を受け皿として何
かできるものがないかなということです。多分、経
済産業省か国土交通省かどっちかだと思うんですけ
ど、そこまでまだつかんでなかったもので、申し訳
ありませんけど、こういうのがあるということで、
一つお話だけさせていただきました。

（鈴木座長）
はい、ありがとうございました。それでは、ただ
今ご紹介いただきました内容につきまして、ご質問
等ございますでしょうか。ご発言ございませんでし
ょうか。

（鈴木座長）
ありがとうございます。そうですね、事務局の方
で情報を確認していただくということでしょうか。

≪質疑なし≫
（伊集院企画財政部次長）
はい、事務局の伊集院でございます。今お話しい
ただいた件、行政の中でいいますと今回の定住自立
圏、各分科会、観光だったら観光、福祉、まちづく
り、ごみもそうですけど、いろんな分野で１市４町
の職員集まってですね、話す分科会がございますの
で、そういったところで、ちょっと資料を共有しな
がら、どういう活動ができるかどうか分科会の方で
してまいり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。

（鈴木座長）
はい、それでは、中條課長、中橋課長補佐ありが
とうございました。
３ その他
（鈴木座長）
それでは最後に、その他につきましてですけれど
も、全体を通して何かご質問、ご意見等ございまし
たら、ご発言をお願いしたいと思いますが、いかが
でしょうか。はい。横山委員。

（鈴木座長）
はい。横山委員よろしいでしょうか。

（横山委員）
ひとつ提案というか、事例を報告させていただき
たいと思います。多分ご存じだと思うんですけど、
国の「地域おこし協力隊」とはまた別に、３大都市
圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ
して、そのノウハウや知見を活かし、地域独自の魅
力や価値の向上等につながる業務に従事してもらう
「地域おこし企業人交流プログラム」というのがあ
りまして、定住自立圏に取り組む中心市及び近隣市
町村というのが、その活動地域になるという情報を
先般、あるところから提供をいただきました。これ
は、一応６か月から３年という中でそういうことが

（横山委員）
はい。
（鈴木座長）
ありがとうございます。それでは、ほかに何かご
質問ご意見等ございませんでしょうか。
≪質疑なし≫
４ 閉会
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（鈴木座長）
よろしいでしょうか。それでは、以上で本日の議
事は、すべて終了いたしました。今後、１市４町に
おける協議を踏まえまして、北見地域定住自立圏共
生ビジョンの見直しが、ただ今も横山委員からご提
案ございましたけれども、見直し等が必要になった
場合にはですね、適宜、当懇談会を開催させていた
だきたいと考えております。よろしくお願いいたし
ます。
それでは、令和２年度第１回北見地域定住自立圏
共生ビジョン懇談会を終了させていただきます。本
日は誠にありがとうございました。
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