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午後
◎

２時３２分

開会

会を再開いたします。
◎

臨時委員長の紹介

○議会事務局長（根本昌弘君）

委員長が互

○委員長（星

委員長あいさつ
孝道君）

ただいま審査委員

選されるまでの間は、委員会条例第９条第２

長に選出されましたが、ふなれでございます

項の規定によりまして年長委員が行うことに

が、皆さんの協力をいただきながら進めてま

なっております。出席委員の中で菊地一將委

いりたいと思いますので、よろしくお願いを

員が年長者でありますので、御紹介申し上げ

申し上げます。

ます。
◎
◎

○委員長（星

開会宣告

○臨時委員長（菊地一將君）

これより、予

副委員長の互選
孝道君）

これから、副委員

長の互選を行います。いかような方法で決め
ますか、お諮りいたします。

算審査特別委員会を開きます。

４番

委員長が決まるまで、私が議事を進めさせ

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

ていただきます。

委員長指名でお願い

します。
◎

○委員長（星

委員長の互選

○臨時委員長（菊地一將君）

委員長の互選

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

お諮りいたします。

異議なしと認め、

３番島田委員を指名いたします。御異議ご

指名推選。

○臨時委員長（菊地一將君）

指名推選の声

ざいませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

がありますが、御異議ございませんか。

○委員長（星

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○臨時委員長（菊地一將君）

異議がないも

孝道君）

異議がありません

ので、島田委員が副委員長に決定いたしまし
た。

のと認めます。

これで暫時休憩をいたします。

委員長の推薦をお願いいたします。
４番

孝道君）

私の方から指名をさせていただきます。

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

委員長指名との声

がございました。御異議ございませんか。

を行います。いかような方法で決めますか、
４番

孝道君）

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

星孝道委員を推薦し
○委員長（星

たいと思います。
○臨時委員長（菊地一將君）

星孝道委員と

午後

２時３６分

休憩

午後

２時３９分

再開

孝道君）

休憩を閉じ、会議

を再開いたします。

の発言がありましたが、これに御異議ござい
◎

ませんか。
○委員長（星

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○臨時委員長（菊地一將君）

異議なしと認

開議宣告

孝道君）

これから、予算審

査特別委員会を開会いたします。
本委員会は、委員会条例第１７条の規定に

め、星孝道委員を委員長とすることに決定を

より、傍聴を許可することといたします。

いたしました。
暫時休憩をいたします。

○委員長（星

午後

２時３３分

休憩

午後

２時３５分

再開

孝道君）

休憩を閉じ、委員

◎
○委員長（星

審議の進め方について
孝道君）

次に、予算審議の

進め方について説明をいたします。
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一般会計と特別会計は歳出の目で進め、質

を合わせまして、予算説明では右側に職員の

疑が終了した後、歳出の総括質疑を行いま

研修費として２７０万円強を予算お願いして

す。歳入においては、歳入の項で進め、質疑

いるわけでございますが、旅費の中身でござ

を受けた後、歳入の総括質疑を行います。

いますけれども、研修所等に出張で職員を命

第２条以降がある場合は、それぞれの質疑

令いたしまして研修に当てているもの、それ

を受け、終了後、全体の総括質疑を行いま

から自主研修的に自己研さんで研修をするも

す。

の、それと町で単独で企画をする研修と、大

企業会計については、収益的支出の目から

きく３本立てでの研修という中身になってご

進め、次に収益的収入の一括を、次に資本的

ざいますが、研修所等での研修でございます

収入及び支出一括で審議を行い、次に総括質

が、中身的には、それぞれの職種に応じた研

疑を行います。

修ということで、職員の勤続年数ですとか、

第２条以降がある場合は、一般会計・特別

それから主査担当ですとか室長ですとか課長

会計と同様それぞれの質疑を受け、終了後、

等、それぞれその職務に応じた、職制に応じ

全体の総括質疑を行います。

た研修内容ということで、それぞれの研修所
等でプログラムが合致するものがあれば、選

◎
○委員長（星

抜をして研修を受けさせるというようなこと

議案第３５号
孝道君）

これから、議案第

で計画して実施をしてございます。
研修所等で昨年と一昨年という実績という

３５号平成２２年度足寄町一般会計予算の件

御質問でございますけれども、研修所等に派

を議題といたします。
提出議案につきましては、既に説明を受け

遣して研修させているのが、２０年度で全職

ておりますので、これから質疑に入ります。

員１９名ほど、それから２１年度で２６名、

４６ページをお開きください。歳出から進

ちなみに２２年度予算として予定しておりま
す人数につきましては、２８名の予算計上と

めます。目で進めます。議会費。

いうことで２７０万を計上させていただいて

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星
１３番

孝道君）

おります。

一般管理費。

それと、自主研修的なものは、自己研さん

高道洋子君。
総務費の中の一般

という意味で、本人からの申し出により通信

管理費の中に、職員研修費というのが説明の

教育ですとか、研修所に出向いて自己研さん

ところに明記されておりますが、２７２万

をするというようなことでございますので、

４,０００円ということでございます。この

これは年度によってばらつきがございます

職員研修はどのような形で実施され、また、

が、２１年度では１名の実績がございます。

○１３番（高道洋子君）

それと、町単独で職場内でというか、庁内

研修内容を説明願いたいと思います。
できれば、２０年度、２１年度も参考まで

で実施している研修としましては、若年採用

にわかる範囲で御説明願いたいのですが、よ

者に対しまして行っております接遇研修等を

ろしくお願いします。

実施してございます。

○委員長（星

孝道君）

○総務課長（大塚博正君）

総務課長、答弁。

また、九州大学との協定によります連携で

お答え申し上げ

九州大学内部の研修ということで、１０年以
上勤務した職員を九州大学で研修を受けると

ます。
職員の研修の関係でございますが、一般管
理費、旅費の研修旅費等の科目と、その研修

いうような制度も自主的に設けてございま
す。

に伴います負担金補助及び交付金、１９節で

また、最近におきましては、人事評価です

ございますが、そこの関係の会議等負担金等

とか文書管理のファイリングシステム等々
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入ってますので、そういった内輪の研修等々

ところ考えているものはございませんけれど

も含め内部的には実施しているところでござ

も、庁内でやる分につきましては講師呼ぶ程

います。

度ですので、そんなにお金のかかることでも

以上が大ざっぱな研修内容でございます。
○委員長（星

孝道君）

１３番

高道洋子

ないと思いますので、全員が共通に受けられ
る研修としては、一番経費も安くできるのか
なということもございますので、予算総額の

君。
○１３番（高道洋子君）

中で検討しながら、また取り組むかどうかに

わかりました。

次に、町職員は勤めて数十年、４０年前後
の大ベテランもいますし、それから入り立て

つきまして今後検討をさせていただきたいと
思います。
以上でございます。

の若い新任職員もいるわけですけども、足寄
町の場合はこの１０年間、若い新任職員が

○委員長（星

孝道君）

１３番

高道洋子

ぐっと少なく抑えて採用しておりますから、

君。

そういう中で、新任研修の少ない中でこの研

○１３番（高道洋子君）

修はどの範囲を重点的に実施しようとしてい

ら、ここに予算書にのってる研修費は２７２

るのか。

万４,０００円ですけども、そのうちの旅費

今お聞きしました

また、町単独でやるテーマは、先ほど接遇

が１９６万８,０００円で、それから見まし

というお話もありましたけども、課長職に対

たら負担金ですね、会議に係る負担金が約５

する研修をそういうのを持っているのか、最

０万ということで、大体２７２万４,０００

高幹部職ですね、幹部職に対する町単独のそ

円のうち四捨五入して２５０万ぐらいが、旅

ういう実施予定が今後あるのかどうか、お伺

費と負担金に使われているということがここ

いいたします。

でうかがわれます。

○委員長（星

孝道君）

○総務課長（大塚博正君）

総務課長、答弁。

自治研修センターとか、そういう施設で一

お答え申し上げ

つのカリキュラムにのっとって組まれた中
で、２泊とか３泊しながら研修会受けてくる

ます。
研修内容の中身ということで、一歩踏み込
んだ形での御質問でございますけれども、管

んだと思いますが、それも大変大事なことだ
と思います。

理職等の研修カリキュラムをですね、外部に

だけど、それは高度な研修も大事だと思う

行く研修ではありますので、管理能力研修、

んですけども、また職務柄、その職種に合わ

上に立つトップの者としての管理的な能力研

せたところの研修だから大事なんですけど

修を行うための研修、それ等にも出席をさせ

も、私が思うのには、足寄町の人口構成と

ておりますし、それからまた、先ほども申し

か、足寄の実情に合ったところの研修も、町

上げましたが、主査相当職については全体的

独自でこの旅費と負担金もかからないででき

な職員の指導能力的な研修、それとほかには

る研修として、例えば足寄町は少子・高齢化

専門的な研修、税務担当ですとか福祉ですと

で高齢者と、それから障害者があったり、高

か、いろんなホーム研修ですとか、それぞれ

齢者がこれからどんどんふえていく中で、特

その職種に合った特別な専門研修、こういっ

に窓口の接遇の研修なんですが、そういう福

たものがありまして、それぞれに該当者が職

祉担当者でなく全職員がそういった高齢者や

員は大体おしなべて出席できるような形の中

障害者にやさしい接遇の仕方、それから庁内

で組んで、年度年度で数名ずつ送り出してい

にあってはあいさつですね、さっき、課長研

るというのが実態でございます。

修あるのですかと聞きましたけども、課長み

また、課長等の研修で庁内で実施する考え

ずからあいさつを率先してやっていただい

はないのかということでございますが、今の

て、そして明るい職場づくりというか、そう
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いうことも大事でないか、幹部率先垂範です

うのもなかなかしづらいという実態で、若年

ね、それが大事でないかなと思いまして言っ

の職員を集めての接遇研修というのは、毎年

たわけです。

というわけにいかないというような状況もあ

最近あるお店屋さんに行きましたら、役場

りまして、数年置きぐらいには、一定程度７

へ電話したら若い男の子だったというんです

名、８名とかという大きな人数ちょっとまと

けど、名前もその人は知ってるらしいんです

まった段階に実施していると。

けども、何々ですかって電話したら、うん、

十数名程度まとまるまでというようなこと

はいでなくてうんって、一貫して、うん、う

で、実態がそういったことになってございま

んという感じで答えたというんですね。

すけれども、若い者と、また職を積んできた

ですからそれはどうなってるんですかと私

者とが年齢が離れますと、またその研修の内

も質問受けましてね、ついつい、お互い知っ

容も中身もちょっと違ってくるということも

てる者同士ということもあって、知らない人

ありますので、その辺工夫しながら今後対応

でなかったから、うんというふうに言ったの

していきたいと思っておりますので、また検

かもしれませんけど、やはり役場職員である

討させていただいて、この検討はやらないと

ならば、はいと答えるのが本当でないかなっ

いう検討ではなくて、前向きにどういった形

て私はそのとき思いました。

がいいかということを十分考えさせていただ

ですからやっぱり接遇ですね、接遇とあい

いて、接遇について全職員学べるような形で

さつ、その研修をですね、特に足寄町にあっ

いきたいと思っておりますので、よろしくお

ては、高齢者と障害者にやさしい対応の仕方

願いいたします。

を、そういうことを具体的に、それはもう帯

○委員長（星

広でもどこでも接遇のプロの人がおりまして

か。

孝道君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

ね、本当にこんなに予算かけなくてもできる
わけですから、全職員の皆さんにそういう研

○委員長（星

修、まあ我々も同じですけども、同じことで

す。基金積立金。
○委員長（星

では、次に進みま

孝道君）

会計管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

す。
そして、庁舎内でも行き会ってもあいさつ

○委員長（星

にあいさつできますが、若い人は、どっち

○委員長（星
○委員長（星
○委員長（星
○委員長（星

以上です。
○総務課長（大塚博正君）

文書広報費。

孝道君）

交通安全対策費。

孝道君）

庁舎管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

も要望したいと思います。
孝道君）

孝道君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

するんですけど、もっと明るく元気にできる
ような、町民に対してですね、そういうもの

財政管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

かったら消極的なあいさつというか、そんな
感じを私自身思うもんですから、あいさつは

孝道君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

なんかもまだまだ、三十後半の人は案外元気

○委員長（星

孝道君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

すけども、そういうあれをしていただきたい
と、研修をしていただきたいと思うわけで

ほかにあります

財産管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

総務課長、答弁。
お答えいたしま

孝道君）

○委員長（星

孝道君）

車両管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

す。
ただいま御指摘ありました接遇関係の研

○委員長（星

公平委員会費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

修、今までは若年で、議員仰せのとおり採用
人数も近年少なくて、毎年、接遇の研修とい

孝道君）

○委員長（星
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孝道君）

特別職報酬等審議

道議会議員選挙費。

会費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

○委員長（星

功労者表彰費。

孝道君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

自治振興費。

○委員長（星

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）
孝道君）

○委員長（星

孝道君）

○委員長（星

孝道君）

○委員長（星
○委員長（星
２番

町史編さん費。

孝道君）

孝道君）
孝道君）

農林統計調査費。
監査委員費。
次、民生費に入り

榊原深雪君。

○２番（榊原深雪君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

ます。社会福祉総務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
孝道君）

商工統計調査費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

あしょろ銀河ホー

ル２１管理費。
○委員長（星

孝道君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

職員住宅費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

統計調査総務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

行政情報管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

企画振興費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

衆議院議員選挙

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

新エネルギー対策

腎臓機能障害通院支

援のことなんですが、始まって６年はたとう
としておりますが、そのときの患者さんの数

費。

が１５名いて、バスに乗る方が６名だったん

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

国民保護対策費。

すと２５名いらして、帯広の方に２名、在宅

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

ですが、今現在、お聞きしたところによりま

銀河線跡地整備

が１名、バスの方に乗っている方が１１名と
いうことで、当時よりも１０名多くなってお

費。

ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

全国でも人工透析患者さんはふえておりま

税務総務費。

して、４４０名に月１人ということになって

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

ます。足寄町でも３１６名で１人というデー

賦課徴収費。

タが出ております。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

か、近隣の町から人工透析を受けていく患者

委員会費。

さんがたくさんいらっしゃいますが、本別町

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

その中で、本別町はもとより浦幌、足寄と

固定資産評価審査

孝道君）

戸籍住民基本台帳

の人工透析用のベッドの状況ですが、今これ
だけ患者さんがふえて、将来的にもまた増加

費。

する傾向にあります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

そして、福祉課では生活習慣病予防のこと

選挙管理委員会

も力を入れてやっていらっしゃいますけれど

費。

も、やはりこの人工透析の患者さんはなかな

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

参議院議員選挙

か減らないで、ふえる傾向にあります。そこ
のところの将来のことも踏まえて、この透析

費。

患者さんのことをお尋ねいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

北海道知事・北海

○委員長（星
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孝道君）

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

体制も整えて、院長先生からもいろんな御提
言いただいてるわけでありますけれども、

す。
我が町における人工透析の状況というの

やっぱり医療を中心としたそういったことを

は、今、榊原議員が詳しくお話をいただいた

トータル的に、緊急に取り組むべき課題、あ

状況となっております。大部分の方が本別の

るいは中・長期的に取り組むべき課題を早急

国保病院にお世話になって透析をやっている

に取りまとめたいなというふうに考えている

という状況でございます。

ところでございます。

この間、本別町の方ともいろいろ協議をし

今、議員からは透析患者に関することでご

ながら、足寄町の時間帯設定ですとか、そう

ざいます。このことも含めて本当に院長先生

いう形で支援をする体制をとっていってるわ

も、将来これは減るどころか、やっぱりふえ

けでありますけれども、実は本別町の国保病

ていく傾向にあるでしょうという見解もいた

院のベッドの関係も相当厳しい状況といいま

だいておりますから、そのことも含めてどう

すか、フル回転の状況にあるということを、

あるべきか。
私としても、可能であれば取り組みをした

実は昨年もそんな話がございました。
協議の経過としては、将来足寄町でやらな

いという思いはありますけれども、じゃあそ

いのかというお話もいただき、もしやるとす

こに至るまでの条件整備等々含めていろいろ

れば、本別町ができる支援もやぶさかでない

あるわけでありますから、このことも含めて

というこんなお話もいただき、うちの国保病

できるだけ早いときに、将来ビジョンも含め

院でできないかということも含めて、病院の

てまとめていきたいというふうに考えており

改善計画策定段階でも検討をしてきたわけで

ますので、御理解賜りたいというふうに思い

ありますけれども、その時点で、結果的には

ます。
以上でございます。

その時点でやはり一番難しいというのは、人
的の確保、先生であったり、あるいは工学士

○委員長（星

孝道君）

２番

榊原深雪

ですか、そういう方々、あるいは看護師の確

君。

保もなかなか難しいということもあって、改

○２番（榊原深雪君）

善計画策定時にはちょっと展望が見出せな

り週に２〜３度行くということで、そして時

かったということでございます。

間も３時間から５時間かかるということなん

透析患者さんはやは

一時、本別国保病院において、増床という

ですね。それでこの通院支援事業が始まった

計画も持って具体的にちょっと進めたという

きっかけは、冬期間入院される方もいらっ

話もお聞きしましたけれども、ちょっと昨年

しゃったわけです。
その中で入院費用もかなり、足寄町の持ち

度の段階では、それはちょっとできなかった

出しもその当時の福祉課長が試算されまし

ということをお聞きしております。
その後、昨年の４月から今の村上院長先

て、あ、それだったらこの支援事業をした方

生、着任をいただいたわけでありますけれど

がいいということで、深い理解と協力を得た

も、これは数回、私も、今後の病院のあり

わけです。

方、あるいは病院と連携した介護、あるいは

これだけの数がやはりもう６年の間に１０

保健福祉どうあるべきかということも、少し

人もふえたりとかなるから、今の町長の答弁

意見交換をさせていただいているところでご

にもありましたように、将来的にちょっと明

ざいます。

るい展望が透析患者さんの方では見えたので

２２年度の執行方針の中でも少し述べさせ

はないかなと思っております。

ていただきましたけれども、将来のあり方に

そして当時、この町立病院ができたときに

ついては、この透析のことも含めて私どもの

も、前町長がある部屋を見せて、ここは人工
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透析用の部屋なんだよって透析患者さんに見

なかなか透析自体も、先ほども榊原議員から

せられたそうです。やはりそういうかすかな

お話あったように相当の時間がかかる、体力

望みをいつも持って通院されている人工透析

も消耗するということもあって、やはり通院

患者さんのことも思いやって、これからもぜ

するのにちょっと困難、ちょっと心配だよと

ひ努力していただきたいなと思っておりま

いう方についての対応をしているというふう

す。

に考えております。
当面そういった部分では、できるだけ希望

以上です。
○委員長（星

孝道君）

ほかにございませ

で、場合によってはこの範囲を拡大をしてい

んか。
１２番

する方が輸送サービスを受けれるような形
くだとか、そういう取り組みを当面はしてい

大久保優君。

○１２番（大久保

優君）

同じとこなんで

きたいなというふうに思っております。

すけども、この腎臓障害の輸送の関係に関し

それから後段、やはり大久保議員からも、

てちょっとお聞きしたいんですけど、これた

やはり当町にとっては必要な施設ではないの

だいまの人数というのは、健常者のみが対象

かと、お金のことも含めて早急に整備すべき

になってるわけなんですよね。自力走行でき

だという御意見をいただきました。

ない人たちは今対象になってないということ

私も本当に本音で申し上げますと、一刻も

で、たまたま本別の議会の了解を得まして、

早く可能であればつくっていきたい。それに

足寄まで迎えてきていただいてるという現状

は、やはりお金のことよりもやはり人的な確

なんですよね。

保、これが本当にできるかできないかのキー

だからその辺も、これからも走行できない
腎臓透析の方もこれから発生してくるだろう

ワードだなというふうに思っているところで
ございます。

と思うんですよ。その辺の対応も早くしてお

これは病院の院長先生初め先生方との協議

かないと、これから今後いろいろと支障が来

も含めて、私の思いも、可能であれば早急に

ると思うんですよ。

やりたいという思いでありますから、実現に

それで、先ほど榊原委員の質問に町長が答
えましたけど、とりあえず腎臓機能の施設は

向けて最大限の努力をしてまいりたいという
ふうに思います。
以上でございます。

できるだけ早急に足寄町で取り組んでほしい
な。やはり週に２回、１日置きだとか２日置

○委員長（星

孝道君）

きに１回だとかの本別まで通う労力が大変だ

君。

と思うんですよね。特に冬期間に関しても。

○１２番（大久保

そういうことでできるだけ早く実現していた

もね、私も当初、最初始まる前に本別の院長

だきたいなと。

といろいろ相談して、要するにおたくの病院

優君）

１２番

大久保優

この通勤の関係

別に建物建てても、１億ぐらいで大体でき

に通うんだから迎えに来てくれないかという

るんじゃないかなという予想してるんですけ

いろいろな話を当初したことあるんですよ

ども、その辺も踏まえて早急に対応していっ

ね。
それでいろいろその他のことで相談した結

てほしいと、そういうのをちょっと決意のほ
どをお願いしたいんですよ。

果、それは足寄の患者ですからそこまででき

○委員長（星

町長、答弁。

ないということで、地元で対応してもらった

お答えをいたしま

んだけども、確かにこれは本当の弱者なんで

孝道君）

○町長（安久津勝彦君）

すよね。

す。
まず、輸送サービスに関しましては、今、

大変弱い立場にいる方なんですから、人員

自分で行ける方は自分で行っていただくと、

確保確保と先に立っちゃうとなかなかできな
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いんで、そういう計画を立てて積極的に前向

われると、多分にある部分もあるかなとは思

きで本当にこれやっていただきたいと思いま

います。
要は本人からの通報によりまして、札幌の

すんで、よろしくお願いします。
○委員長（星

孝道君）

ほかにございませ

から状況の確認等をしながら、状況によつて

んか。

は消防救急車に連絡、連絡を継続しながら消

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

次に、福祉医療

防と病院との間の連絡、こういった３者の中
で情報確認をされながら救急搬送をしたりと

費。

か、もしくは何もなければそこで確認して終

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

わるというような形で進んでおります。

国民年金費。

現在のところでは、そういった異常時の発

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

国民健康保険助成

生とともに、この機械が本当に動くんだろう
かという持たれてる方の確認のための通報と

費。

いいますか、そういったチェック体制、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

後期高齢者医療

チェックとはちょっと違うんですけれども、
そういったことでの安全センターとの連絡も

費。

受けているというふうに聞いております。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星
１２番

センターの方に直結でつながりまして、そこ

孝道君）

老人福祉総務費。

○委員長（星

大久保優君。

○１２番（大久保

以上です。

優君）

この項の委託料

孝道君）

１２番

大久保優

君。

の件ですけども、説明資料の１９ページに

○１２番（大久保

載ってるんですけど、この通報装置の機能っ

の通報というのは、ボタンを押したりなんか

てどうなって、どういうふうな機能になって

して通報するんですか。そういう通報の方式

るのか、ちょっと承知してないんですけど

とられてるんですね、多分。これじゃあ本人

も、こういうとき、亡くなってから４日だと

が何かあってちょっとベルから離れたら、通

か１週間わからなかったというそういうよう

報しようありませんよね。ベルから離れてる

なことが足寄町も発生してますんで、この機

とこで何か異変が起きると。

能はどれだけの目的を持ってるのか、ちょっ

優君）

これは本人から

だけど、今ちょっと感じてるんだけど、聞

とお聞きしたいんですけど。

いてるんですけど、関知装置があるという、

○委員長（星

福祉課長、答弁。

それで作動して、要するに何時間も動かない

緊急通報装置に

と関知されないとベルが鳴るとか、そんな装

つきましては、名称のとおり緊急通報装置で

置があるとお聞きしてるんだけども、プライ

ございまして、本人に異常が起きた場合、本

バシーの侵害等も含めての問題ですけど、新

人からの通報というのが原則になってます。

しい装置あるというんで、その辺どうなんで

孝道君）

○福祉課長（堀井昭治君）

そのほかに、管理会社の方から一定置き

すかね。研究してませんか、その辺は。

に、加入されている方に連絡をして安否確認

○委員長（星

とか、そういったことをしているということ

○福祉課長（堀井昭治君）

になっております。毎日ではないんですけれ

通報装置のみで、それ以上の高度な部分に関

ども。

しては、まだ検討に入ってない状況でありま

基本的に何もしてなければ通報がされませ

孝道君）

福祉課長、答弁。
今のところ緊急

す。

んので、先ほどおっしゃられたような不慮の

以上です。

事故ということも起きる可能性はないかと言

○委員長（星
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孝道君）

１２番

大久保優

納についての関係で、これらも考えたらどう

君。
そういうことで

だというようなことも議論されてるようでご

結果的に、せっかくこういう装置つくって

ざいますけれども、これらについてトータル

も、その機能が果たされないで亡くなって、

的に足寄町として議論する余地がある部分が

しばらく発見できないというような状態が発

あるのかどうかをちょっとお尋ねいたしま

生してるんで、やはりもっと有効な装置を少

す。

し研究してもらって、これから改善に向けて

○委員長（星

いっていただきたいと思うんだけど、その辺

○福祉課長（堀井昭治君）

どうでしょうかね。

きましては、国の政策ということで、その政

○１２番（大久保

優君）

孝道君）

福祉課長、答弁。
子ども手当につ

福祉課長、答弁。

策にのっとった中で進める計画ではございま

十分研究してい

す。今質問のありました例えば給食費への充

きたいと思いますので、よろしくお願いいた

当でございますとか、そういったことに関し

します。

ましては、今の法令の範囲内でできる範囲、

○委員長（星

孝道君）

○福祉課長（堀井昭治君）

○委員長（星

孝道君）

他にございません

えております。

か。

あくまでも子供に対する手当でございます

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

ので、基本的にはその世帯に直接交付するの

老人医療費。

が建前でございます。ですからその手続を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

とった中で、仮に給食費の未納のあった方に

在宅介護費。

ついては、同時に納入指導を行っていくとい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

介護保険助成費。

○委員長（星

孝道君）

うような形で当面はやっていく考えでおりま
す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
介護サービス事業

以上です。
○委員長（星

助成費。
○委員長（星

孝道君）

旭町ふれあいプラ

熊澤芳潔

○７番（熊澤芳潔君）

未納の関係につきま

そういったそれぞれの課題について議論をし

（「なし」と呼ぶ者あり）
孝道君）

地域支援事業費。

孝道君）

児童福祉総務費。

これに今後に対して考え方を示すことがある
のかないのか、ちょっとお尋ねします。

熊澤芳潔君。

○７番（熊澤芳潔君）

ていくというような話があるようですけれど
も、足寄町としてね、じゃあどうなのかと、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

７番

しては、国会ですか、国でも、２３年度から

ザ運営費。
○委員長（星

孝道君）

君。

（「なし」と呼ぶ者あり）

７番

この中での対応していきたいというふうに考

この中で子ども手当

○委員長（星

孝道君）

福祉課長、答弁。

の関係についてお尋ねをします。この制度に

○福祉課長（堀井昭治君）

足寄町独自の考

つきましては、現在、国会でそれぞれ議論さ

え方というのは、今のところは持っておりま

れまして、可決され通っていくようでござい

せん。

ますけれども、その中でまだ議論の余地があ

あくまでも国の指針に基づいて進めていき

るということで今議論されてるようでござい

たいというふうに考えております。その中

ますけれども、まず足寄町としましてね、こ

で、町としてどこまでできるかということを

の対象者に対する何か問題点があるのかどう

追求していきたいということですので、御理

か。

解願いたいというふうに思います。

それから、その議論の中でも給食費等の未

○委員長（星
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孝道君）

他にございません

含めて進めていきたいなというところで進め

か。

ております。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

次へ移ります。児

○委員長（星

童医療費。
孝道君）

子どもセンター運

２番

榊原深雪

○２番（榊原深雪君）

これ原因簡単なんで

すよね。若い女性、二十代から三十代、子宮

営費。

頸がんにかかりやすい最もこの女性の年代が

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

へき地保育所費。

○委員長（星

孝道君）

児童福祉施設費。

孝道君）

学童保育所費。

孝道君）

児童デイサービス

とでもう実証しているわけです。

（「なし」と呼ぶ者あり）
孝道君）

子育て支援費。

孝道君）

次、衛生費に移り

やはりこの子宮頸がんワクチンのことで一般
質問やら、この予算の中でもお話しされてい

ます。保健衛生総務費。

ることは多く見受けられます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

そして、道内外でももう自治体でも動き出
しております。今定例会でも、管内の各地で

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

この予防ワクチンのＨＰＶですね、ウイルス
を防ぐ、このワクチンの効果があるというこ

センター運営費。
○委員長（星

されました。
そして、世界各国でも１００ヵ国は、もう

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

ありましたように、子宮頸がんのワクチンが
最も早い時期に打った方がいいということで

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

受診台に上がるということは、精神的にも負
担になるわけです。そこで高道議員もお話し

（「なし」と呼ぶ者あり）

２番

孝道君）

君。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

以上です。

孝道君）

今、１日に１０人が亡くなってる、罹患率

予防費。

がすごく高いんですね、そして１日に１０人

榊原深雪君。
子宮がんについてお

が亡くなっているというこの現状を踏まえ

伺いします。このたびの定例で高道議員が一

て、やはり高橋議員もお話しありましたよう

般質問されましたが、再度お伺いいたしま

に、中学生のときにがんのやはり認識を、子

す。

供さんにも親御さんにも認識してもらうとい

○２番（榊原深雪君）

国では、乳がんと子宮頸がんの検診受診率
の向上を図るため、女性特有のかん検診推進

うことがやはり大切ということもお話しされ
ておりました。

事業を創設し、一応町では無料となるクーポ

そこで、１２歳で最も１０年から１５年効

ン券などを送付するという話がありましたけ

果あるというこのワクチンを、せめて１２歳

れども、受診率が低いということで答弁され

の子供さん、まず国の動向を見てからという

ておりました。その原因は何だとお考えです

お話もありましたけれどもね、やはり今打た

か。

ないと、なってからだったらこのワクチンは

○委員長（星

孝道君）

○福祉課長（堀井昭治君）

福祉課長、答弁。

全然効かないわけですから、その１２歳を対

非常に難しい質

象にしたやはりこの予防ワクチンのことも対

問でございます。結果としてまだ本人の意識

策を考えていただきたいなと思いますが。

といいますか、がんに対する認識でございま

そして、この１２歳の人のワクチンを打つ

すか、そういったものに対する啓発がまだま

ことによって、社会的損失は１９０億円とも

だ足りないのかなというふうに私どもとして

言われております。だから早い手だて、その

は考えております。ですからその辺の啓発を

一つ一つの小さな自治体が国に声を上げるこ
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とによって、こういった社会的損失を防ぐこ

を認識されておられると思いますけれども、

とにもなるわけです。そういうところをどう

ほかの町だったらもう検討するということで

いうふうにお考えかどうか、もう一度お伺い

答弁いただいてますね。
だからもう一度考えていただきましてね、

いたします。
○委員長（星

孝道君）

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。

よその町がやってないこともうちの町はやっ

お答えをいたしま

てるし、うちの町でやってないのをよそやっ
てるのもあるというお話もありました、前に

す。
高道議員からの一般質問でもお答えしたと

もね、一般質問の中で。

おり、間違いなく対象となるその種類の部分

そういうところで率先してやはり次世代の

については、これは効果もあるというのはこ

育成にもつながっていきますので、やはりこ

れは実証もされてるということですから、こ

ういう広い見識を持って、この予防ワクチン

れは別に否定する何物もございません。

のことも理解を深めていただきたいなと思っ

ただ、この部分の取り扱いについて、答弁

ておりますので、よろしくお願いいたしま

でも申し上げたとおり、まだまだちょっと不

す。

十分な部分といいますか、わかってない部分

○委員長（星

もたくさんあるということでございます。

か。

孝道君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

現時点ではもちろん当初予算では計上もし
ておりませんし、高道議員の答弁でもお答え

○委員長（星

したとおり、当面は検診の受診率上げるこ

者輸送車管理費。
○委員長（星

るとすれば、やはり国なり、あるいは道な

○委員長（星

り、公的な助成ということも含めてこれは働

業費。
○委員長（星

環境衛生費。

孝道君）

合併処理浄化槽事

孝道君）

清掃総務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

いろいろ今はいろんながんがありまして、
助成をしている部分もありますけれども、そ

孝道君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

きかけをしていくということも必要だという

私どもの町でも、いろんな各種検診等で一部

次へ移ります。患

（「なし」と呼ぶ者あり）

議論をしながら、本当に有効ということであ

ふうに思っておりまする

孝道君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

と、それからこのワクチン接種にかかわる分
については、こは十勝管内の町村会の中でも

他にございません

○委員長（星
１２番

孝道君）

じん芥処理費。

大久保優君。

こら辺との兼ね合いも含めて、今後十分に検

○１２番（大久保

討をさせていただきたいなというふうに考え

番の分担金なんですけども、最近ちょっと情

ておりますので、御理解いただきたいという

報がないんですけども、３町のじん芥の負担

ふうに思います。

金の割合は最近どうなられてますか、足寄の

孝道君）

２番

榊原深雪

すけど。
○委員長（星

君。
○２番（榊原深雪君）

このうちの１９

位置づけは。ちょっとお知らせ願いたいんで

以上でございます。
○委員長（星

優君）

答弁いただきました

孝道君）

○住民課長（中鉢武美君）

住民課長、答弁。
割合にしてはご

けれども、この子宮頸がんワクチンにつきま

ざいませんが、２２年度のじん芥処理費とい

しては、１６型と１８型が一番もう効くとい

うことで、当初予算ということで２億８,５

うことがわかってるわけですね。そして父で

０６万３,０００円というのが３町での負担

あり、娘さんと、お孫さんをお持ちの町長か

金の金額でございます。

らしましてね、やはりこの大切さということ

そのうち本別町が１億１,５０３万９,００
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０円、前年対比でいきますと４３万円の減と

○２番（榊原深雪君）

なっております。足寄町が１億１,４２１万

万９,０００円の予算額に対して５,４４７万

円、前年対比で７３万７,０００円の減、陸

４,０００円の増額はどのようにとらえたら

別町が５,５８１万４,０００円ということで

よろしいでしょうか。

前年対比１３２万１,０００円の増という状

○委員長（星

況にございます。

弁。

孝道君）

孝道君）

病院事務長、答

○病院事務長（高田安春君）

以上でございます。
○委員長（星

この５億１,００４

１２番

大久保優

一般会計の中

での御質問ですけれども、５,４００万、昨
年度より増加しているということで、中身と

君。
○１２番（大久保

優君）

これは２０年、

２１年は出されてないということですね。そ

いたしましては救急医療に関する部分、これ
が大きな金額になっております。

ういうことでこれ数字見ると、何か本別より

それから、看護婦の修学資金、ここのとこ

持ち込みが少なくなったということで、いい

ろが新たに７００万設けられたというような

ことだなと思うんですけど、やはりこれは各

ことになってございます。

自治会でリサイクル活動が盛んになってきた

そういったことで、それと共済組合の基礎
年金の拠出金なども負担の割合等が上がって

あらわれかなと。
まだまだだけどそれ持ち込まれてる自治会

ございますので、そういったことを含めて

等もありますので、まだまだ行政として指導

５,４００万程度ふえたというふうになって

しながら、もっともっと軽量なじん芥処理を

ございます。

していくように心がけていってほしいと思う

以上です。

んですけども、よろしくお願いします。

○委員長（星

○委員長（星

君。

孝道君）

○住民課長（中鉢武美君）

住民課長、答弁。
一般廃棄物の搬

孝道君）

○２番（榊原深雪君）

２番

榊原深雪

２１年度から２３年

入状況につきましては、やはり足寄町の多い

度の計画年度にあります足寄町国民健康保険

というのがまだ事業系のごみ、資源ごみとい

病院経営改善計画の中のこの２２年度の予算

うのが結構ございます。

のところで４億８,６９０万２,０００円の額

そういった中では、資源ごみの回収という

が載ってましたけれども、これの計画とこの

ことで自治会単位、それからいろいろな団体

実行との数字の差はどのように考えてます

の中で回収しておりますので、さらに分別を

か。

きちっとしていただいた中で、取り組みを強

○委員長（星

化したいというふうに考えておりますので、

弁。

御理解いただきたいと思います。

○病院事務長（高田安春君）

○委員長（星

の公立病院の改革プランのことだろうと存じ

孝道君）

他にございません

病院事務長、答
平成２２年度

ますけれども、この中で一般会計から総体で

か。

いただく繰入金につきましては、国保診療施

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

次に移ります。し

設の補助金等除いて、４億８,６９０万２,０
００円ということでお願いをいたしておりま

尿処理費。
（「なし」と呼ぶ者あり）

す。

水道費。

現在この数字が、今回の予算で５億１,０

（「なし」と呼ぶ者あり）

０４万９,０００円ということで、差し引き

○委員長（星
○委員長（星
２番

孝道君）

孝道君）
孝道君）

榊原深雪君。

病院費。

２,４０２万１,０００円の増となってござい
ます。これは先ほど前年度の比較でも申し上
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げましたけれども、救急医療に関する部分、
これは中身は、救急医療で平日は当院の常勤

ました。
前段のホスピタリティーの部分では、しよ
うと思えばあしたにでもできるような思いや

の医師が夜間救急担当しております。
金曜日から月曜日の朝までは、大学、それ

りの心とか言葉のやさしさとか、そういうこ

から帯広の各病院、あるいは個人病院さん、

とはできますよね。でも、この運営に関して

そういったところから来ていただきまして、

は、なかなか一朝一夕にはできない部分があ

当直体制を組んで救急に対応しているところ

ります。
そういったところで熱き町長のその病院を

でございます。
昨年から、実は途中からですけれども、帯

守っていかなきゃならない、町民のためには

広協会病院からも金曜日に、１週間だけ抜け

大事なところだというお話の中で、町民の思

ていたんですが、ここに来ていただいたとい

いと町長の思いとの乖離の部分があろうかと

うことと、平日の水曜日、月２回、本別町の

思います。

個人開業の先生が当直で来てくれるようにな

町民の方にも協力できる部分というのもた

りまして、こういった部分の経費が増加をし

くさんあろうかと思います。そういったとこ

ているということになってございます。

ろで、今後町民の方と病院経営についての

救急医療につきましては、病院の予算が全
体が膨らみますとその分が膨らむような計算

フォーラム的なこととかお考えになってる
か。

方式になっておりますので、今申し上げたの

それと、それまでの間にいろんな会合とか

がすべてではございませんが、その主たるも

出かけられる部分もあろうかと思います。そ

のがそういうことでございます。

の中でどういったことが町民が協力すること

それから、機能回復訓練施設というのがご

によって、少しでも経営も改善されるかなと

ざいまして、ここも計画から３４０万ぐらい

いう部分をお示し願います。

ふえているわけでございますけれども、ここ

○委員長（星

のところもたまたま今理学療法士が１名、育

○町長（安久津勝彦君）

児休暇をとっておりまして、このかわりに

す。

孝道君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

ナースパワーという紹介所から１名来ていた

まず、我が町足寄町の医療の状況で、当面

だいてると、こういった経費が増加してると

してちょっと不透明な部分といいますか、心

いうことでございます。

配な部分というのは、これはこれまでも何回

それから、看護師の就業支援金が新たに議

かお話しした経過があるというふうに思って

会でお認めいただきましたので、６名分、７

おりますけれども、これまで我が町は、ある

０２万円の計上をさせていただきました。こ

意味、ほかの町と比べると、町民の皆さん方

ういったこと、細かいのはあるんですけれど

は医療に関してはある意味恵まれてきてたの

も、大まかにはこういったことで２,４００

かな。

万ふえたということで、大変財政厳しいとき

それは何かといいますと、国保病院があ

に申しわけないと思いますけれども、救急医

り、同程度の規模の我妻病院さんがあり、そ

療を守るというような観点からお願いをいた

して個人病院、今は進藤医院がありというこ

しております。よろしくお願いいたします。

とでございます。

○委員長（星

孝道君）

２番

榊原深雪

そこでちょっと不透明な部分というのは、
我妻病院さんが病院を建てかえる際、もっと

君。
よくわかりました。

言えば、うちの国保病院を建てかえる際に、

このたびの行政執行方針、町長の行政執行方

介護療養病床の取り扱いをどうするんだとい

針の中で国保病院の運営についてお話しされ

うことで、結果としましては、我妻病院さん

○２番（榊原深雪君）
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に介護療養病床を、町から補助金を出して３

しては、我妻病院さんの方針もこれはじっく

０床の療養病床を確保をしていただいてると

り見きわめる必要がある、もっと言えば協議

いうことでございます。

をしていかなくちゃいけないなという思いが

これが国の医療費の増大等々を含めてあっ

あります。

て、前政権下ではこの介護療養病床、年度で

そこで、その問題はその問題として、議員

いきますと、たしか平成２３年度をもって全

お尋ねのようにじゃあうちの国保病院、私の

廃をするという方針が出されておりました。

思い、あるいは町民の皆さん方との思いでど

これが政権がかわったことによって、今現

ういう、場合によっては乖離もあるんではな

在、凍結ということになっております。

いのかという御心配もいただいております。

これは新聞報道にもあったんですけれど

当然一般会計からの多額の繰り出し、これ

も、さきの国会で厚生労働大臣に北海道選出

は天井知らずでいいのかというと、これは決

の議員さんが質問をされて、この凍結という

してそうはならないというふうにも思っても

意味は、療養病床を残すという意味なのか、

いるのも事実であります。

あるいは何か別な考えがあるのかという質

ただ、私の思いとしては、やはりこの地域

問、それに対する厚労大臣の答弁は、当座凍

に、何ぼ人口が減ってきてるといえども、や

結をしたということであって、この先具体的

はりこの地に、我が町足寄町にやっぱり町民

なことは決まっていない。

の方々が住んでるわけでありますから、医療

これは夏ぐらいまでには、それぞれの地域

機関というのは、これはやっぱり生活をして

の実態調査もしながら、情報収集をしなが

いく上で、やはり最低の条件は何としても

ら、最終的にはどうするかという方針を決定

守っていかなきゃいけないという、私は強い

をしていきたいというような新聞記事でござ

そんな思いであります。

いました。そこでこの国保病院の今後のあり

そこで、これまで我妻病院さんの状況等々

方にも少しかかわってくるのかなという思い

を含めて、じゃあ町民の方々にどうその状況

がしております。

を説明、あるいは私の思いを伝えてきてるか

仮に前政権の方針どおり全廃ということに

という分につきましては、直近でいきます

なるとすれば、我妻病院さん、これは病床を

と、昨年のこれは連合自治会主催の町民の集

どう転換をするのかというこれは非常に大き

いですかね、ここに呼ばれまして国保病院の

な問題であります。

現状、あるいは将来のあり方含めて私の考え

非公式な話では、仮にそうなった場合は新

方もお話をさせていただきました。

型老健への転換かなと、そうなったときに、

よりわかりやすくといいますか、身近なこ

じゃあ病院としての収支がどうなるんだとい

とでいきますと、やはりうちの町の状況、先

うことも、これは民間病院ですから、これは

ほど言ったとおり三つの病院・医院があるわ

行政が云々かんぬんということにはなりませ

けですから、まずは町民の皆さん方、自分の

んけれども、しかし、これは我妻病院さん十

かかりつけ医といいますか、そういう病院の

分検討されるというふうに思いますけれど

使い方をしてほしいんだというお話をさせて

も、その検討結果によっては、足寄町全体の

いただいております。

医療体制がどうなっていくのかというのは、

うちの国保病院も、帯広の基幹病院の厚生

極めて大きな影響があるなというふうに思っ

病院との連携もとらせていただいてますけれ

ているところでございます。

ども、会議等で厚生病院の事務部長さんなり

そんなことも含めて、先ほども申し上げた

からお話を聞きますると、もうある意味、飽

今後の医療・介護・保健・福祉の連携をどう

和状態になってます、すなわち患者さんが集

していくのかというところでの当面の課題と

中し過ぎていると、これはもう、もうちょっ
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とわかりやすく言いますと、ちょっとした風

う場合には遠慮なく、救急指定病院になって

邪、お腹が痛い、これは十分地元の病院でも

ますから、遠慮なく救急車で病院に行ってく

対応できるような患者さんたちも含めて厚生

ださいと。ただ、ちょっと風邪引いたかな、

病院に集中がしていて、特に外来の若い先生

お腹ちょっと痛いなという部分については、

なんていうのは、予約診療をしてますけれど

もうともかく早目に昼間の診療時間にかかっ

も、午前中の予約であっても、診療はもう午

てくれというお願いも同時にしております。

後２時だとか３時だとか、すなわち先生方お

この点につきましては、過日、院長先生か

昼ご飯も食べるひまもなく診療に当たってい

ら、うちの国保病院は、そういう意味ではコ

るんだと。

ンビニ受診ですとか、あるいはこの程度でど

これは近間で北見の日赤病院、ある先生が

うして日中来ないのかなと思えるような患者

もうやめると、何らかの事情でやめるとなっ

さんというのは、今までいた病院と比べても

たときに、ぎりぎりの体制で診療やってるも

これは少ないですねという、ある意味評価の

のですから、１人お医者さんが減ってその後

お言葉も院長先生からいただいたところでご

補充がすぐできればいいんですけど、できな

ざいます。引き続きそういった形で町民の皆

い場合についてはもう芋づるでですね、言葉

さん方にもアピールをしていきたいなという

悪いですけれども、芋づるで先生方もやめて

ふうに思っております。
それから、昨年まで、実はこれはボラン

しまうという状況、これがいっとき日赤病院

ティアで病院のモニターということで５〜６

で起こりました。
こんなことは厚生病院だっていつ起きるか

名でしたか、委嘱をして夜、不定期でありま

わからないというようなお話も聞いておりま

すけれども集まっていただいて、病院に対す

すから、私はこれは老人クラブの集まり、敬

るいろんな御意見等々をお聞きする場も設け

老会等々で呼ばれたときにも、とりわけうち

ておりました。

の国保病院の今のお医者さんの充足状況を含

２１年度、今年度で大体の皆さん方が任期

めて、これは一定の病気については十分対応

が切れるということで、この体制またどうあ

できます、それから外科については、とりわ

るべきかということも含めて一たん仕切り直

け消化器外科、食道からまさしくお尻のとこ

しをさせていただいて、またそういった御意

ろまで、これはもう専門の先生が手術もでき

見を聞く場も設定を引き続きしていきたいと

る先生が３人もそろってますよというような

いうふうに考えております。この辺も病院の

ことでＰＲもさせていただいているところで

先生方と協議の上進めていきたいなというふ

ございます。今後においても、そういったＰ

うに思っております。

Ｒをしっかりさせていただきたいというふう

それから、もう一つつけ加えさせて、せっ
かくですから説明をさせていただきたいの

に思ってます。
それから、先日も院長先生ともちょっとお

は、先生方というのは、泊まりをやってるの

話をする機会がありまして、院長先生からこ

と同時に、例えば内科の先生が今晩泊まりの

んなお話をいただきました。ある意味うれし

場合は、必ず外科の先生は待機ということで

いなと思ったんですけれども、町民の皆さん

自宅で待機をしていただいてるということで

方に、やっぱり先生方の勤務状況も常にお話

ございます。
ですから先ほど、この待機については全く

をさせていただいております。
きょう１日診察をした後に、当直の先生は

手当も何も払っておりませんけれども、そう

当直に入る、次の日休みでなくまた診察に当

いう緊急の対応もとってますから、先ほど事

たる、こういう勤務状況ですよ、ですから急

務長から説明したとおり、これはすべて今い

に倒れたとか、心臓が苦しくなったとかとい

る固定の先生だけでこなすということになれ
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ば、なかなか大変な勤務状況になるというこ
ともありますから、できるだけほかの病院か
ら、あるいは大学病院からの応援をいただき
ながら、金・土・日の対応もさせていただい
てるということでございます。
以上でございますので、引き続きまたＰＲ
含めて、あるいは今後、先ほど申し上げたプ
ランづくりの中でも、機会を見ながら町民の
皆様方にも説明、あるいは意見を聞く場なん
かについても設定をすべく努力をしてまいり
たいというふうに思いますので、御理解賜り
たいというふうにも思います。
以上でございます。
○委員長（星

孝道君）

他にございません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

労働費に移りま

す。労働諸費。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

単身者住宅管理

費。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

雇用対策等費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
◎
○委員長（星

延会の議決

孝道君）

ここで、皆さんに

お諮りをいたします。
本日はこれで延会したいと思いますが、御
異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（星

孝道君）

異議なしと認めま

す。
よって、本日はこれで延会することに決定
いたしました。
◎
○委員長（星

延会宣告

孝道君）

本日は、これで延

会をいたします。
次回の委員会は、３月１７日本会議の休憩
中に開催いたします。
午後

３時４９分

延会
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