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◎開会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） ただいまから全員協議会を開催いたします。 

（午後 ３時１４分） 

                                         

○議長（堀部登志雄君） きょうの協議事項は三連携推進方針の改訂についてということで生

活福祉部町民課のから申し出がありましたので、まず辻生活福祉部長から説明をお願いします。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 議案説明会でお疲れのところすみませんが、保険・医療・福

祉施策推進方針の改訂についてご説明させていただきます。事前の通知では「改定」、定まると

いう字にしてございますが、ごんべんの「改訂」ということでちょっとご説明させていただき

たいと思います。 

資料です、私のほうは概要という資料に基づきましてご説明し、担当課長から「改訂版」の

案について全体的に後ほどご説明します。現在の推進方針、平成 18 年１月に策定している、い

わゆる三連携推進方針の概要ですが、三連携の目指すものとして、現在の方針の中では町民の

健康を目指して保健・医療・福祉が連携（三連携）し総合的なサービスの提供を行い、三連携

を推進した結果として医療費の抑制にも寄与する。としてございます。現在のこの推進方針の

期間につきましては平成 18 年度から 22 年度の５年間、今年度で終了ということになってござ

います。 

三連携施策の重要項目としまして記載してございますように、１点目、生活習慣病予防策の

充実と強化、２点目、介護予防対策の充実と強化、３点目、医療費の抑制、４点目、町立病院

の役割と機能の充実・改善等の４本の柱立てを行ってございます。また後ほどの改訂した後の

推進方針でもご説明しますが、三連携推進体制あるいは三連携推進のための具体的事業いわゆ

る 13 事業と言っておりますが、その内容、また推進事業の目標値を定めその効果の公表という

ことをうたってございます。平成 18 年１月に策定して 18 年度から進めておりますこの三連携

の取り組みでございますが、その後いくつかの状況変化がございます。 

１点目といたしまして、各健康保険による特定健診及び特定保健指導の実施が平成 20 年度か

ら始まってございます。従来実施しておりました 40 歳以上の全町民を対象といたしました基本

健康診査が特定健診に変更ということになりまして、対象者が大きく変わってございます。 

２点目、老人保険制度の廃止と後期高齢者医療制度の創設が平成 20 年度に行われておりまし

て、国保を含めまして町民 75 歳以上のすべての方が約 3,000 人ございますが、全員後期高齢者

医療保険へ移行してございます。そのほか医療費関連といたしましては、この間院外処方の普

及によりまして薬剤費の増加というような内容でございます。 

３点目、高齢化の一層の進展ということで医療費が非常に高齢化との関連で上がってきてご

ざいますので、高齢化の状況をまずご説明いたします。高齢者数につきましては平成 18 年度１

月末の 5,847 人が５年後の本年１月末で 6,534 人。687 人、11.7％増加となっております。こ

の内訳といたしまして前期 74 歳までの方と後期の分を掲げてございますが、75 歳以上が大幅
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にふえてございます。増加率で 16％ということになってございます。高齢化率も 65 歳以上全

員ですと 27.7％から 33.3％、5.6％のプラス、このうち 75 歳以上に限っていきますと 3.1％の

増加ということになってございます。人口に占める割合ということでございます。総人口のほ

うは減ってございますが、全町民の平均年齢ということでございますが、48.1 歳が 50.8 歳、

2.7 歳ふえてございます。これまで推進方針に基づきましていろいろ取り組んできている部分

ですが、推進方針に基づきまして全体的に各種健診の受診者をふやす取り組みを進めてきてご

ざいます。また、平成 20 年度からは基本健康診査に変わりまして国保の 40 歳から 74 歳までの

方の特定健診を進めてきてございますが、受診者のうち約１割が特定保健指導、健康指導を行

わなければならない方に該当して、そういう方を中心に生活習慣病の予防対策を実施してきて

ございます。また、保健事業の推進を図るとともに、インフルエンザの費用助成や人間ドック、

あるいは脳ドックの助成等を行ってきておりますが、国保総合健診これは血液検査等の特定健

診プラスがん検診を組み合わせて実施ということで、人間ドックにかなり近いようなそういう

健診になったために人間ドックの受診者は減少してございます。 

次、２ページでございます。三連携推進項目として禁煙対策というようなことも進めてござ

いますが、禁煙治療につきましては平成 18 年度から 20 年度にかけまして町立病院の専門医に

よる指導を行っておりまして、３カ年で 56 人の方の指導を行っておりますが、その専門医の転

勤のために 21 年度からは実施できなくなっていると、ちょっとそういう状況もございます。こ

の結果は後ほど目標の達成状況をご説明しますが、三連携推進事業 13 項目のうち制度改正によ

り目標値と実績等を比較できない項目も出てきてございますが、一人当たり医療費の項目を除

く平成 22 年度実績、一部 21 年度実績でございますがおおむね策定時の現況を上回っておりま

すが、全体としては目標値を達成したものは４割程度というような状況にございます。また、

一人当たりの医療費でございますが、高齢化の進展、医療制度の改正等の要因で目標よりもか

なり高くなってきておりまして、ここ３カ年は毎年３％を越える伸びとなってございます。こ

の具体的な目標達成状況を次の３ページに一覧表で掲げてございます。順番に上から項目をご

説明いたしますが、基本健康診査受診数当時の対象者は 40 歳以上の町民ということで 75 歳以

上も当然含む形で目標設定しておりまして、当時の現状 16 年度 1,893 人に対して 20％プラス

の年間 2,300 人という目標を掲げてございます。実績といたしましては先ほどもご説明しまし

たが、20 年度から特定健診に変わったということで一応国保の 40 歳から 64 歳までの方の数字

しか把握できないということで 21 年度 983 人、22 年度 1,080 人ということで、これは対象者

の変更のためちょっと比較が難しくなってございます。胃がん検診につきましては年間 1,200

人の目標と掲げてございますが、実績といたしましては平成 22 年度で 1,081 人、16 年度 999

人という現状に対しまして 108.2％、目標値に対しましては 90.1％の達成率ということで三角

印をつけてございます。以下丸印、三角印、バツ印という項目をつけてございますが、三角印

につきましては現状を超えたが目標値には達しないという項目でございます。丸は一応目標値

に達した項目、バツ印は当時の現状値よりも下回るというものでございます。結核・肺がん検

診受診数につきましては実績として 1,730 人ということで、現状値は上回りましたが目標値に
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対して 86.5％の三角印でございます。大腸がん検診受診者数は 22 年度 1,055 人ということで

目標値の 1,000 人を上回ってございます。子宮がん検診受診者数目標値 500 人に対して 21 年度

434 人ということで三角印でございます。乳がん検診受診者数実績 432 人ということで目標値

400 人に達してございますので丸印をつけてございます。喫煙関係でございますが、基本的に

は基本健康診査受診者を対象ということで、これも先ほどご説明したような対象者がちょっと

変わってきたということで比較が難しくなってございます。国保ヘルスアップ事業ですが、当

時はまだ始めていなかったという部分ですが、目標 30 人に対して 21 年度 44 人ということで目

標に達してございます。国保・人間ドック受診者数、当時の現状 20 人に対して目標 100 人。実

績としては近年ちょっと下回っていまして 21 年度 35 人、22 年度 15 人ということでバツ印を

つけてございます。理由といたしましては先ほどご説明の特定健診とがん検診の組み合わせで

の実施者がいるということでドックの受診者が減ってございます。国保・脳ドック受診者、目

標 50 人に対して実績として 21 年度 59 人なっていますが、52 人に訂正をお願いいたします。

脳ドック実績 21 年度 52 人、22 年度 80 人ということでこれは目標値を上回ってございます。

国保・インフルエンザ予防接種者数、年間 2,000 人ということでございますが、これは当時 75

歳以上の方も含めるということでございますので実績として21年度2,273人ということで目標

を上回ってございます。国保・禁煙治療者数につきましては年間 20 人という目標を掲げて 18

年度から実施してございますが、先ほどもご説明しましたように専門医転勤のため実施できな

くなったという状況でございます。 

国民健康保険一人当たり医療費でございます。当時 75 歳以上の方も含めての医療費というこ

とでの目標を掲げています。当時の現状といたしましては 53 万 6,512 円、これを 3.5％マイナ

スの 51 万 8,000 円に削減したいという目標を掲げておりますが、実績値として後ほど最近３カ

月の状況もご説明いたしますが 22 年度で 60 万 3,474 円、116.5％ということでかなり上回って

ございます。下の段の金額につきましては当時の老人保健 75 歳以上の人を除いた現在の国保加

入者に該当する部分との比較でございますが、この部分でいきましても 16 年度対比では

126.3％ということで非常に高い数字になってございます。特に一人当たりの医療費の部分をち

ょっと補足してご説明します。４ページをお開きいただきたいと思います。４ページ、一人当

たり医療費の最近３カ年の実績を載せてございます。ここの前年度対比、金額につきましては

先ほど一部ふれてございますが、最近３カ月の伸び率をちょっと見ていただきたいと思います。

国民健康保険 20 年度の伸びについては 3.59％、21 年度は 3.19％、特に 22 年度は 7.18％とい

うことで非常に大きな伸びになってございます。この医療費の伸びの大きな理由といたしまし

て 20 年度につきましては薬剤費、これは院外処方等が原因かと思われ薬剤費が伸びております

が、そのほか最近の２カ年含めまして高額療養費といわれます入院経費、これが一番大きな伸

びになってございます。がん等の終末期医療や人工透析などそういう高額にかかる医療費が全

体的に押し上げているということでございます。ただ後期高齢者の医療費の伸びにつきまして

は 20 年度以降平均１％前後の伸びと、医療費は一人当たり 100 万円を超えてございますが、そ

のような伸びになってございます。比較の意味で北海道の最近３カ年の実績でいきますと、大
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体２％前後国保だけを見ますと白老町の伸びが高いと、ただ後期高齢者でいきますと最近道の

ほうの 21、22 年度は２％くらい伸びていますのでそれよりは下回るということになってござい

ます。下の３つ目の表ですが白老町と北海道の一人当たり医療費の比較ということで出してご

ざいます。20 年度実績の対全道比、国保でいきますと 10.08％、21 年度 11.08％、22 年度 15.68％

ということで北海道の平均に対しまして大体 10％以上一人当たり医療費が高くなってござい

ます。金額にして３万円から５万円くらい、これらの要因といたしましてはやはり白老町周辺

の医療機関がかなり充実しており医療機関にかかりやすい環境にあるとそういうことが要因か

と思われます。ただ後期高齢者につきましては全道平均よりもちょっと下回ると、そういう数

値になってございます。 

資料のほうちょっと２ページに戻っていただきまして、「Ⅵ推進方針の改訂」の考え方につい

て説明させていただきます。２ページの中段になりますが今回先ほども申し上げましたように

推進方針の計画期間が到来することから、推進方針を改訂することといたしましたが、現在の

後期高齢者医療制度については国において見直しというようなことを進めてございまして、新

高齢者医療制度が平成 26 年度に開始される予定となっておりますが、新制度の内容は現在明ら

かになってない状況でございます。このため、医療制度の改正及び国の動向を把握した上で、

新しい三連携推進方針をスタートさせることが適当であると考えておりますが、それまでの間

は現行の推進方針を延長して内容の改訂を行うことにしたいと考えてございます。改訂内容に

つきましては、平成 18 年度に策定した以後、制度改正、医療・福祉の状況変化に伴い変更され

ている事項の見直しを行いまして、平成 26 年度に始まる予定であります新高齢者医療制度を視

野に、現在の状況に対応した推進方針として取りまとめようというものでございます。 

「Ⅴ主な改訂内容」でありますが、改訂版の推進方針につきましては全体的に後ほど担当課

長のほうからご説明いたしますが、大きな改訂点は次のとおりでございます。字句等の変更の

ほかに、1 点目、計画期間につきましては 18 年度から 22 年度が現在の推進方針でございます

が、従来の５年間を３年延長して平成 25 年度までの８年間ということにしたいと思います。改

訂の考え方といたしましては先ほどご説明しましたように推進方針策定後の状況変化と、これ

までの取り組み及び推進方針の改訂の考え方を追加するということでございます。具体的な内

容につきましては三連携推進事業、現在の推進事業は 13 事業ということで進めてございますが、

これを統合整理いたしまして９事業としたいということでございます。この変更、組みかえ等

の概要につきましては５ページの表を見ていただきたいと思います。別紙３ということで「事

業取組項目変更内訳表」がついてございます。左側に現在の 18 年度に策定した推進方針の事業

名、右側に改訂版の事業名ということで①、②、③の国保ヘルスアップ事業、国保・多重、重

複受診に対する訪問指導事業、基本健康診査事業これらの３つを統合いたしまして特定健康診

査・特定保健指導事業ということで統合したいと考えてございます。内容は後ほど概要説明い

たします。④のがん検診普及事業につきましては従来とおり推進していきたいと考えてござい

ます。⑤国保・人間ドック助成事業、⑥国保・脳ドック助成事業、これを統合いたしまして人

間ドック・脳ドック助成事業ということで進めたいと考えております。⑦国保インフルエンザ
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予防接種事業につきましては引き続き推進してまいりたいと思います。⑧国保健康づくり事業

につきましては事業名称の変更でありまして保健予防・健康増進事業という形で進めてまいり

ます。⑨たばこ対策事業、⑩国保・禁煙治療費助成事業、これにつきましては統合であります

が禁煙治療ができなくなっている状況でございますが、それ以外の取り組みについては引き続

き実施したいと考えてございます。⑪高齢者元気づくり事業、これは介護保険等を活用した介

護予防事業として現在も進めておりますのでそういう形で進めたいと考えております。⑫町民

安心カード事業ですが緊急時の対応等事業として実施してきたものでございますが、カード交

付者が非常に少ないという現状もございましてこれから取り組む部分の高齢者安心筒配布事業

という形の中で進めていきたいと考えております。最後に⑬かかりつけ医制度普及事業につき

ましては引き続き進めてまいりたいと考えてございます。13 事業を９つの事業に統合して進め

ていきたいというものでございます。 

次、２ページの最後のほうになりますが、４番、平成 25 年度までの事業目標項目ということ

で各事業目標項目内容につきましては別紙４ということで６ページをご覧になっていただきた

いと思います。平成 25 年度までの事業目標項目ですが大きく 10 項目につきまして３年後の平

成 25 年度の目標値を掲げるものでございます。特定健康診査受診者数、21 年度 983 人という

部分でございますが目標値といたしましては 2,000 人ということで現在よりもほぼ倍の方の受

診拡大を行いたいと考えています。対象者は国保の 40 歳以上の方、現在 5,200 人くらいおりま

すがその４割程度です。ちょっとカバーする形で保健指導事業の新たな体制をつくる中でこれ

を拡大していきたいと考えてございます。胃がん検診受診者数から下から２つ目のインフルエ

ンザ予防接種者数、ここまで主に検診、予防接種関係でございますが、これらにつきましては

現在 21 年度の現状 10％以上を目標に前回と同じ項目につきましては 22 年度の目標値を上回る

ように設定して取り組んでいきたいと考えてございます。最後に一人当たり医療費の伸び率で

ございますが国民健康保険につきましては先ほどもご説明しましたようにここ３年、３％以上

の伸びになっているという状況でございます。目標といたしましてはこれを何とか半分程度の

各年 1.5％以内に抑えたいということでの目標値でございます。後期高齢者の一人当たりの医

療費は現在１％前後の伸びということで推移してございます。これも 0.5％以内ということで

掲げたいということです。一人当たり医療費の先ほどの状況でもご説明しましたが、高齢化平

均年齢の上昇とともに医療費の増加の傾向を食いとめるというのは非常に難しいものと判断し

ておりますが、少しでも伸びを抑制するため最近の伸び率の２分の１程度に抑制することを目

標に設定してございます。問題は具体的な対策といたしまして各種健診の受診者数の拡大と合

わせまして一番かぎになるのが特定健診の受診者数の大幅な引き上げを行いまして、その中で

生活習慣病を中心とした保健指導を行い特定健康指導等の対象者の個別指導のための体制をつ

くっていくというような目標を掲げてございます。 

最後に７ページ、目標値どおりにいった場合どのくらいの医療費になるか、現在と同様の３％

の伸びでいったならどのような医療費になるかというちょっと試算をした表でございます。上

から３つ目の表が目標値で国保では 1.5％の伸び、後期高齢者でいけば 0.5％の伸びの医療費の
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試算を載せてございます。下に最近３カ月の３％以上ということでございますので、３％と伸

びていった場合の国保の医療費の伸び、後期高齢者は１％の伸びということで試算したもので

ございますが、国保でいきますと３年後の 25 年度、３％で伸びていきますと一人当たり 43 万

4,000 円、これを 1.5％に抑えることができるとすると 41 万 6,000 円、約 1 万 8,000 円の医療

費削減という形になります。約 6,000 人の国保の対象者がございますので、総額でいきますと

１億円程度の医療費抑制というのがこういういろいろな対策を図ることによってできるかと。

なかなか高齢化が進む中で厳しい状況ではございますが体制づくりをしながら進めてまいりた

いと考えてございます。その推進体制につきましては生活習慣病の予防と保健指導を専任に行

う部分の設置を計画してございますが、まだ詳細な部分を詰めきってございませんが具体的な

体制につきましては現在検討中で今月中に推進方針を固めたいと考えておりますが、その中で

整理していきたいと考えてございます。 

概要につきましては以上です。改訂版の全体的な流れ等は担当課長からご説明します。 

○議長（堀部登志雄君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 保健・医療・福祉施策推進方針（改訂版）案について、生活福祉

部長から概要ですとか策定にあたっての考え方などを申しましたので、私のほうは推進方針の

項目別に何をどういうふうに変えたか、本当の概要的なものを話したいと思います。 

推進方針につきましては 18 年度以降制度改正、関連計画の改正、医療・福祉の状況変化に

伴い変更されている事項及び表現などの見直しを行い、新高齢者医療制度も視野に現在の状況

に応じた推進方針として３年間延長した改訂版の推進方針を取りまとめております。さらに連

携推進事業に取り組んでいることから各項目において既に 18 年から計画されていますので、も

う既に約５年たっておりますので今はもうそういう表現といいますか文言がなく、現計画でな

じまない表現等について整理しております。 

１ページの「これまでの推進方針の状況と改訂」につきましては（１）、（２）、（３）までな

のですが、これにつきまして生活福祉部長のほうからかなり詳しく概要等で説明されておりま

したのでここは省略させていただきます。 

続きまして４ページ２、「三連携の土台となる各保健福祉計画」、（１）各保健福祉計画の連携

の項目の変更内容につきましては平成 22 年３月に地域福祉計画（第２期）に掲げております基

本目標１、２、３項目あるのですがそれを変更しております。この表現につきましては地域福

祉計画に沿った表現にしております。イメージ図につきましても既に計画が終了している５ペ

ージの下のほうに計画終了ということで国の関連計画、ゴールドプラン 21（平成 16 年終了）、

子ども・子育て応援プラン（平成 21 年終了）それに変わります計画があった場合に国の関連計

画とか道の関連計画のほうに反映させております。白老町の総合計画につきましては 23 年度ま

でということですので推進方針改訂版は 25 年までですので、第５次白老町総合計画 24 年度か

らの関係についてはまだ整合性を取っていく必要があるかと思います。６ページの（２）三連

携の柱立てなのですが、こちらについては特に現在の状況に応じた表現としております。 

３、「三連携を推進する個別計画の充実・見直し」については三連携で既に取り組んでいる部
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分の表現がありましたのでそこについては変更をかけております。（１）個別計画の充実・見直

しにおける基本的考え方及び（２）三連携の基本理念、10 ページになりますが（１）、（２）の

項目につきましては変更しておりません。基本的理念、三連携の目指すものなどこういう項目

があるのですがこれは見直しの修正をかけておりません。 

次に４、「三連携施策の重要項目」、４－１生活習慣病予防対策の充実と強化については現在

の状況に応じた表現としております。11 ページ、（１）地域全体で進める生活習慣病対策、こ

れについても現在の状況に応じた表現にしております。（２）生活習慣病の予備軍に対する対策

についても同じ現在の状況に応じた表現にしております。次 12 ページなのですが４－２介護予

防対策の充実と強化についてでありますが、現計画において三連携で既に取り組んでいる部分

の表現につきましては変更をかけております。 

もう一度最初から説明しますが、１ページから３ページについては推進方針の状況と改訂と

いうことで生活福祉部長のほうからお話のあった内容を新しく追加させていただいております。

次に、三連携の土台となる各保健福祉計画なのですがこれは先ほども言いましたが地域福祉計

画を平成 22 年３月に策定しておりますので基本目標を１、２、３、前の計画は地域福祉活動の

推進だったのですが「ともに生きるまちづくり」に変更しております。基本計画は今の計画に

合わせて変更しております。イメージ図は先ほどご説明したとおりでございます。三連携の柱

立てにつきましても現状にあった形で前に出ていた言葉は当時の作成にあたったときのことを

書いておりますので変更をかけております。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） ちょっと申しわけないのですが、今の三連携の柱立てが５つあります

が、どこが変わったのかというふうにいかないと文言が変わった話ではわかりません。やはり

５つの部分があってこのうちいくら追加になったのか、前に３つしかなかったものがここのと

ころが追加になったなどどこの部分がどう変わったのか表で説明しなければわからないです。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 実は内部でこの内容を検討するにあたって、変わる部分を網

掛けをかけたりしてどこを変えたかというわかる資材を途中経過の中でつくっていました。最

終的にきちんと整理した形になっていなかったということで、きょうのところは大変申しわけ

ないのですがそこのところはすぐにでも整理して再度お配りしたいと思います。きょうお配り

したのはこういう形にしたいという最終版なのですが、こういうところを直しましたというこ

とで実は網掛けした途中経過でつくったものもございますのでそれはすぐ早急にお配りしたい

と思います。それできょうのところは大変申しわけございませんが、修正をかけた部分はここ

ですというだけで確かにわからない部分がございますので、特に大事な部分としてはそれでは

どういう取り組みをするのかと先ほどもご説明しましたが、13 事業を９事業にというところま

ではご説明しておりますので、９事業の内容以降をちょっとご説明させていただきまして実際

は字句の変更、表現の変更等が多くなっております。それほどこのもとの推進方針については

基本的な考え方が変わるという大きな問題はないのですが、そういう部分についてはちょっと
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わからない形できょうご説明していますので、そこのところは後ほど大至急資料を配らせてい

ただくということで、19 ページの６、三連携推進のための具体的事業の部分から説明させてい

ただくということでご了解いただければお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 19 ページの６、「三連携推進のための具体的事業」これから説明す

るということですね。 

それでは町民課長、そういうことで説明してください。 

○町民課長（南 光男君） 19 ページ６、「三連携推進のための具体的事業」なのですが、先

ほど生活福祉部長のほうから現在の 13 事業、それについて統合した形の推進方針改訂版で９事

業を掲げております。三連携推進のための具体的事業としまして三連携推進のため、各担当課

を連携させる会議の設置、保健・医療・福祉情報の提供、町立病院の総合相談窓口の機能充実

など、推進体制の整備を図るほか、各担当課と連携した具体的な事業を次のとおり推進します。

ということで９事業を掲げております。現計画でいいます基本健康診査、国保ヘルスアップ事

業、国保･多重･重複受診に対する訪問指導を特定健康診査・特定保健指導事業のほうに統合し

ております。事業につきましては平成 20 年度より保険者に義務づけられている生活習慣病予防

を目的とした特定健康診査・特定保健指導事業を実施し、疾病予防・健康増進（医療費抑制）

を図ります。ということでございます。（２）保健予防･健康増進事業でありますがこれにつき

ましては現計画で国保健康づくりということになっておりますが、内容等が余り変わりません

ので文言を整理しておりますが、（２）保健予防･健康増進事業、健康福祉課を中心とし、関係

各課との連携により、健康づくり事業を実施し保健予防活動（医療費抑制）の推進を図ります。

ということでございます。次に（３）介護予防事業ですが現在の計画におきましては高齢者元

気づくり事業を介護予防事業と名称を変更しております。内容につきましては健康福祉課を中

心とし、関係各課との連携により、高齢者を中心とした介護予防事業を実施し、介護予防（医

療費抑制）を図ります。ということでございます。（４）がん検診普及事業、これにつきまして

は現計画は（４）がん検診普及事業で同じ名称であります。内容は死亡原因の高いがんの早期

発見、早期治療につなげるため、がん検診受診者をふやし、疾病予防（医療抑制）を図ります。

ということでございます。（５）人間ドック・脳ドック助成事業につきましては現計画の（５）、

（６）なのですが、国保･人間ドック助成事業、国保･脳ドック助成事業を統合したものでござ

います。内容は町立病院で実施している国民健康保険加入者の人間ドック及び苫小牧市内医療

機関で実施している国民健康保険加入者の脳ドックを継続実施し、疾病予防（医療費抑制）を

図ります。ということでございます。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 変わったところだけしてもらいたい。実際にわかっているのです。で

すから介護予防事業がこういうふうに名称が変わったですとか、ここで変わった、大体変わっ

ていないですとか言っていけばいいのではないですか。 

○議長（堀部登志雄君） 簡潔にわかりやすくお願いします。 

南町民課長。 
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○町民課長（南 光男君） （６）インフルエンザ予防接種助成事業でございます。現計画で

インフルエンザ予防接種助成事業の同じ内容で「65 歳以上の国民健康被保険者」と「後期高齢

者保険被保険者」を追加してございます。（７）たばこ対策事業、現計画で９番、たばこ対策事

業と 10 番、国保･禁煙治療費助成事業でございますが、先ほど生活福祉部長からも、禁煙事業

については今回たばこ対策事業のほうには掲げておりません。（８）かかりつけ医療制度普及事

業ですが現計画と余り変わらない内容でございますが身近な地域で町民の健康状態を把握し、

必要に応じて関係機関への仲介や高度医療機関へつなげる、かかりつけ医の役割が重要であり、

町内医療機関と積極的に連携しかかりつけ医制度を進めていきます。ということでございます。

（９）高齢者安心筒配布事業でございますが、これにつきましては現計画で町民安心カード事

業ということでございましたが内容につきましては余り変わりなく余り利用がなかったという

ことで、今度行います高齢者安心筒配布事業を取り組むということで掲げております。内容に

つきましては高齢者の安全･安心を図る携帯電話の貸与事業のほか、65 歳以上の独居の方を対

象に医療情報や緊急連絡先などを専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫の中に保管しておくことに

より、万一の救急時に適切で迅速な処置をするため安心筒を配布するという事業取り組みでご

ざいます。 

 次に７、「推進事業の目標値と効果の公表」なのですが、先ほど生活福祉部長からもかなり詳

しくお話がありましたので特にいいかと思いますので省略させていただきます。22 ページには

18 年度策定時の目標項目の一覧を掲げておりますので後で見ていただければと思います。23

ページにつきましては概要でも達成状況を説明していたのですが、こちらは 16 年から 21 年度

までの実績を掲げております。右側２番目も目標値 25 年度分を一緒に改訂版も目標値を掲げて

おります。これも後で見ていただければと思います。24 ページの参考資料なのですが先ほど一

人当たり医療費の推移について生活福祉部長から話がありましたので省略します。25 ページに

つきましても先ほど説明がありましたので省略します。26 ページも同じですので後で見ていた

だければと思います。あとは最後に用語説明でございます。 

以上であります。 

○議長（堀部登志雄君） とりあえず説明が終わりましたので何か皆さん質問等ありましたら。 

３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） ５ページの今回の題名は改訂版案となっていますが、白老町地域福祉

計画でいいのですか。この図の中のどこに入るのですか。それがよくわからなかったのですが。 

○議長（堀部登志雄君） どこですか。５ページの表ですか。 

３番、西田裕子議員。 

○３番（西田祐子君） 今回のこの改訂版はここに書いてある５ページのイメージ図の中のど

ことどこが変わったというふうに理解すればよろしいのでしょうか。それだけです。 

○議長（堀部登志雄君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 先ほど地域福祉計画の目標１、２、３とありましたがこれが

１期目の目標も同じように１、２、３とあったのですが、この文言を変えたということです。
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イメージ図につきましては５ページ目があります総合計画の下に地域福祉計画と、これは従来

と同じように総合計画その他の福祉計画と連動しながら連携を推進していくということです。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） ５ページですがなぜこのイメージ図が載っているかというこ

となのですが、18 年当時三連携を進めるにあたって保健･福祉・医療の連携ということでそれ

ぞれの分野にいろいろな計画があるのです。その計画のある意味では元締め的な計画が地域福

祉計画だということで当時地域福祉計画がそれぞれの福祉ですとかいろいろな国、道との計画

がどういう関係があるのかということでつくったのがこのイメージ図なのです。一応当時のイ

メージ図をそのまま載せながらも計画がいろいろ名前が変わったりしていますのでそれを整理

したと、あくまでも医療･保健･福祉のもとの大きなものとしては地域福祉計画が一つ前提にな

るのかなと、当時整理されたイメージ図だということでご理解いただきたいと思います。 

○３番（西田祐子君） わかりました。ありがとうございます。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子議員。 

○１５番（吉田和子君） 何点か素朴な疑問からちょっとお伺いしたいと思います。三連携推

進事業目標達成状況なのですが現状を平成 16 年度の数値を掲げていますが、なぜ 16 年度なの

かなと思ってずっと見ていたのですが。18 年度から三連携をスタートしましたよね。16 年から

特定参事を置いて三連携をつくるためにスタートしたのですが、だから 16 年の数値なのかなぜ

18 年の計画を立てる前の数値 18 年ではないのかなと素朴に思いました。 

それともう１点、この 25 年までの目標値がそれぞれ示されていますが、新しいほうでは 21

年度の数値が書かれて目標値が書かれていますがこの目標値というのはがん対策基本法があり

ますよね、がん対策推進計画というのがあって 25 年度までに確か検診率を 50％まで上げてい

こうという目標値があるのですがそれに基づいての数値なのか、白老町独自で今の検診の状況

を見ながら 25 年の目標を持っているのかその点を一つ。 

すみませんもう一つ、禁煙の治療なのですが今禁煙治療は国保の禁煙治療ということで５年

間の計画目標を持ちましたよね。ということは 23 年度までということで「専門医がいなくなっ

たので対応が困難」と書いてありますが、それで 13 項目から９項目に変えてこの具体的な医療･

治療の関係はなくなったのかその辺をちょっと伺いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私のほうから１点目の 16 年度の扱いをご説明して、２点目、

３点目は担当課のほうからご説明します。現状の 16 年度というのはやはり 18 年の計画をつく

るにあたって 18 年の数字というのはまだないのです。当時やはり最新の数字として 16 年度の

数字を押さえてそれから 20％プラスしましょうということで一応 16 年の数字が当時の現状と

いうことで押さえたということでご理解いただきたいのです。 

○議長（堀部登志雄君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 18 年の実際に計画をつくって私がやったものなのですが、結局
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18 年１月に方針が出されております。年度でいきますと 17 年度になりまして当時の実績の数

字として持っているのは 16 年度の数字しかなかったということで、あくまでも 18 年の推進方

針は 16 年度の実績を基にスタートしていくという形でございます。 

禁煙治療の関係でございますが、スタートした当時は札医大の第３内科の呼吸器科の先生が

今後ずっと常勤でいていただけるという前提があったものですから出発をしました。なぜお医

者さんが必要なのかということになりますとニコチンパッチの場合お医者さんの処方箋がない

と出せないという状況がありまして、他の内科の先生ではちょっと処方と追跡も無理だという

ことと、もう一つ毎週火曜日、木曜日、呼吸器の先生がおられるのですがやはり外来の出張医

では対応がかなり難しいということで、今般常勤がいなくなったということでニコチンパッチ

の部分での対応についてはできなくなったということでございます。 

○議長（堀部登志雄君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 先ほどがん検診 50％、国が目標ということで掲げられている

のにこの町の目標はどうですかということですが、これにつきましては確かに国は 50％という

非常に高い目標をつくってございますが、現実的に白老町で実際受けられた方はここに載って

ございますが、大体子宮がん、乳がん 20％から 27、28％の受診者でございましてそれでも国の

実績から見ると白老町のがん検診、子宮がん、乳がんは伸びてございます。それで実際のとこ

ろ現実の数字に見合った、極端な数字を出して達成できなくても困りますので、ある程度今の

この数字をもっとふやした現実味のある数字に設定させていただいたということでございます。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子議員。 

○１５番（吉田和子君） わかりました。詳しいことはまた何かの折にお聞きしたいと思いま

す。 

あと２点伺いたいと思います。脳ドックなのですが、80 名目標にしていて 100 名を最終的な

目標にしていくということなのですが、大変受診率が高いということで確か 50 名の補助をして

いましたよね。100 名を目標にしていくというのは 100 名に対してそういう体制をつくってい

かれるのか、それとも 50 名は 50 名だけで、あとはそれぞれ個人で受けてくださいということ

になるのか、その点が１点。 

きょうの予算でもちょっと説明があったのですが大腸がん検診推進事業なのですが、新しい

データでちょっといただいたものがあって、平成 23 年度に「働く世代の大腸がん検診推進事業」

ということで無料クーポン券、やはり検診手帳等も配られるような、まだ予算が通っていない

のでわからないのですが、しかし予算が通ったら４月からですからそういった通知があるのか

どうなのか、その点ちょっと確認をしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） ２点目の大腸がん検診の関係についてですが、これにつきま

しては確かに国のほうで実施したいということでございますが詳細は何もきてございません。

当初予算にも載せられなかったということでこれにつきましては国のほうから道を経由して詳

細が出てきたときに補正対応。ですので最初の助成クーポンもそうだったのですが詳細はきて
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ございませんので今後それがきたときに補正で対応していきたいということで考えております。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 脳ドックの関係なのですが現在 21 年度で 52 人ということで女性

はしております。100 人の目標に対しても助成を考えております。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 三連携の会議で１年間に何回かやられていると思うのですが、本当

に医療費を下げるためにこの三連携がどういう役割を果たしているのかという議論がどれくら

い深くされていますか。具体的に言えば例えば 16 年度インフルエンザはゼロなのです。もちろ

ん実績で受けている人がいたでしょうが、組織的にやったのはその次からで 2,500 人くらい受

けているのです。ところが医療費分析でいうとほとんど下がっていないのです。問題はこうい

うものが医療費にどういう影響があるのかというような分析を中できちんとやっているのかど

うかということを聞きたいのです。例えば検診でこの５年間を見ましたらはっきり言えばほと

んど上がっていないと同じです。脳ドックでも 50 人ですよね。私が思うには本当にこういうふ

うにやるとしましたらどうしたらできるのか、例えば、もっと細かく検診車を回すなどそうい

う案が出ましたが残念ながらそれは実現しませんでした。というのでしたら私は話がわかるの

ですが、どんな議論をしても何の結論を導き出そうとしているのか、会議のための会議をやっ

ているのでは何の意味もないと私は思うのです。それでは一体 18 年からやった成果というのは

何なのですかと。ここまでしかいかなかったのでこの次はこの目標でやります。とそういうこ

となのですか。私はそういうことでやる三連携でしたら言葉だけでやってもやらなくても同じ

ではないのかと思うのです。ですから例えばインフルエンザ 2,000 人受けたら今後 3,000 人す

ることによって、実際には医療費はここまできていますが、よくよく見るとこういうふうに圧

縮されています。などそういう分析はできないのかもしれませんから私がいくら大きな声を上

げてもだめなのかも知しませんが、視点としてそういう視点で皆さん方が議論しなければ三連

携は従来の延長線上でただみんながやれというからやっているのかというふうにしか私からは

見えないのです。そこら辺の見解はどうですか。中でどういうご議論をされていますか。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 三連携推進会議の内容でございますが、今回計画をつくると

いうことで４回ほどことしはやっていますが昨年度は２回ということです。大きな内容はご質

問ありましたような与えられたデータの中で読み取られる医療費の分析、医療費の担当は町民

課になりますから町民課のほうから例えば 21 年度ですと 20 年度の医療費分析の中で伸びてき

た要因は何なのか、そういうのを押さえています。20 年度の部分については先ほどもちょっと

ご説明しましたが、非常に薬剤が伸びたとそういう部分では院外処方というものなどが、関連

がかなり影響しているのかなと、そのくらいまでは読み取れるのですが、大渕議員がおっしゃ

る具体的な例えばインフルエンザですとか実際風邪にかかっている病名とのかかわりというの

は、やはりここのところは非常に毎年１年に１回、５月だけのデータが一応国保連合会からき
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てそれを分析するとそういう状況の中で、実は病名との部分までなかなかちょっと難しいとい

うのが実状です。そういう部分ではどこまで拾えるかというのはあろうかと思いますが、現状

はそういうふうになっているとそういうことでございます。そういう部分で目標値の部分では

丸印ついたのは４割ですと簡単にまとめましたが、22 年度の部分では 4 割くらいのものはいっ

たのかなと、それによって医療費にどういう影響を与えたのかということころまで、今の連合

会からくる資料から読み取るというのはなかなか難しいと。そういう部分では言いわけになる

かもしれませんが、いろいろと決して目標に達しない項目ばかりというわけではないのでやは

り平均年齢が１歳、２歳上がれば年齢構成でいけば５歳ごとの押さえはしていますが、一人当

たりの医療費単価というのは間違いなくデータ的にはふえています。そういう部分では高齢化

との絡みの中でやはり医療費がふえるという部分では読み取れるのかなと。ただおっしゃるよ

うに、それでは押さえる手段は何があるのかと。そこの部分につきましては最終的な推進体制

の部分でちょっと落とし込みまでいっていませんが、ご質問ありましたようにやはり個別の保

健指導、病気が重病化しない前の指導、食事も含めてそこの部分を国保の方は特定検診を受け

ていただいて大体１割くらいの方がちょっと該当してくると、それをやはり個別の指導にして

いくとそういう部分で現在 1,000 名くらい受けていますので 100 名くらいの方は保健師さん方

が実際にそういう指導をしています。ここの部分をやはりもっとふやしていくと、今 2,000 人

ということで倍の目標にしようと、そのほかに国保連合会からくる５月のデータあるいは日々

のデータの中で、やはりどういう治療を受けているのかということである程度読み取れる部分

で個別の指導をした方がいいだろうとそういう人の分の把握ができればやはりこれはすべきで

はないかとそういう議論もしています。そのためにはやはり人の確保というのは非常に必要に

なってきます。非常に手間のかかる仕事、１回きりの指導ではなく実際に指導を始めてその後

の様子を見ると、そういう部分ではやはり保健師の確保という部分では町長含めて理事者にお

願いして今の段階でちょっとこの計画の中に数字の落とし込みまでしていませんが、やはり人

員の増というのが必要だと。直接指導する部分の体制づくり、そこのところは今新年度に向か

って逆に保健師の追加採用ができないかということも含めて今理事者のほうと逆に協議させて

いただいているとそういう状況でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） わかりました。それで結構です。ただ要するに具体的な中身できち

んと報告すると。今生活福祉部長が言われた中で私が一番大切だと思うのが、保健師を一人ふ

やせばここまできます、三連携はここまで進みますと今度は点検をさせられるわけですから保

健師は厳しいです。ですがそういう対応策がなく、ただ出てきたものだけ、これからこうです

と。そういうものでしたらデータだけ出せばいいのです。ただこうやってやるだけなら誰だっ

てできると思います。今言っているのはそういうことではないです。一番大切なのは本当にそ

ういうふうなものがここから我々が読み取れるかどうかという問題なのです。私はそう思って

いますから。この後一つ違うところでやりますからそういうことで結構です。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（辻 昌秀君） 確かに今後具体的にどう進めるかというのがちょっと読み取

れないと。そこの部分は私どもも感じている部分です。この部分では逆に私どもの保健師もい

ろいろと、こうすればこうなるのではないか。という組み立ても考えていますのでそこのとこ

ろは担当のほうから若干説明させていただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 庄司健康福祉課主査。 

○健康福祉課主査（庄司尚代君） 保健師の庄司です。よろしくお願いします。 

確かにいろいろとご指導いただきまして本当にそのとおりだと思いました。いろいろな事業

も進めて少しずつ頑張っているのですがやはり白老町は医療費が高いと、もう少し健康づくり

に一生懸命なまちにしなくてはという気持ちを、新たにお話を聞いていました。ぜひ保健指導

を強化して何とかこの先元気なまちづくりをしたいなと思いまして、まずは少し保健師の中で

も考えてきました。まず特定健康診査の受診率がとても低い状態にあります。２割いくくらい

の受診率ですので、まず健診の未受診者の把握を行いたいと思います。アンケートを国保グル

ープでもやっていただきたいのですが、やみくもに未受診者だけでなくもしできればレセプト

から未受診者の方のレセプトを確認しこの方が病院へ行っているのか行っていないのか確認し

ます。もし行っていなければ当然健診が必要ですので行っていない方にまず健康づくりという

ことで受診監視を強力に勧めます。病院に行っていると、行って検査結果は良好だ、きちんと

コントロールされている方についてはあえて健診は必要ないと思います。ですが病院に行って

いても薬を飲んでいてもきちんと食事がとれていない、運動をされていないという方はやはり

コントロールが悪いというような結果になることもあるのでその方についてはきちんと健診を

受けていただいて指導していきたいと思っています。これが一つ目です。 

二つ目はまず体制づくりです。先ほど言われたように今白老のほうではいきいき４･６、萩

野公民館、虎杖浜生活館、ことしは竹浦生活館もふやしますがもっと多くの健診会場、細かく、

細かく下駄履きでこれるくらいの近くの健診会場を利用していただくというようなことも考え

ています。そのためには健診の内容、お腹が空いていなくてもできる検査方法というのもある

のです。そうなれば時間帯を多くして受けることもできます。夜間でできる健診等も考えたい

なというふうに思っています。ほかの町村からも聞いたのですが逆に送迎のバスを出して乗せ

てくる町村というのもあるのです。ですので、会場をふやすというのも方法ですしバスを回し

足のない方を乗せて会場に運ぶという方法も考え受診しやすい体制づくりというふうに考えま

した。次にほかの機会で健診を受けた方、国保の方でも例えば農協ですとか商工会などそちら

のほうで健診を受けている方もいらっしゃいます。そういう方たちから情報提供いただきまし

て健診受診率に反映させたり、そういう方たちは保健指導を受ける機会がないのでデータをい

ただいた上で保健指導を行って国保の医療費抑制に寄与するために保健指導を行えたらなとい

うふうに考えています。それがまず特定健診受診数のアップするための対策として今のところ

考えていることです。次に重症化予防、医療費を押し上げている原因というのはやはり重症化

なのです。次に１回血圧の薬をもらっていくという人とやはり脳卒中、心筋梗塞、透析等で長

く通院や入院している方が医療費を押し上げているのでやはり病院で受診していますが、コン
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トロールが不良ですとか特定保健指導ではないですが重症化予防のために受診が必要な方とい

うのは重症化して大きな疾病を引き起こしますので、その方たちは特に強力にアプローチをす

るということで私たちも実際にパソコンのソフトを買っていただきましたので人数を出してみ

ました。重症化するおそれのある方が何人いるかというものはっきりデータとして健診の中か

ら割り出しておりますのでその方たちに個別に的を得た指導していきたいと思います。 

最後に、やはり地域への啓蒙と住民の意識の向上、これは本当に大事なのです。いろいろな

町村があるのですがやはり和寒町などは健診を受けていない人のほうが変な目で見られるなど

という話も聞きます。そういうところの活動をよく見聞きしましてぜひ白老町が、健診受けて

ないのですか、本当に。と言われるようなそのようなまちづくりをしたいと思います。ただ私

たちも昨年、一昨年といろいろな町内会を回らせていただきました。お話をしましたがもう少

し切り込んでこの地区の健診結果をこうなっている、医療費はこうなっている、そしてこの地

区の経年的な変化をこうなっているというきちんとしたデータをつくりましてそれをもって各

地区に回れたらなというふうに、そして何年か後にはこんなにここの地区はよくなりましたみ

たいな形でもっと切り込んだ具体的にわかるようなデータを持って地域への啓蒙と住民の意識

向上を図っていきたいというふうに考えております。 

以上、精一杯やっていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番、松田です。 

今最後の方に言ったことは非常に大事だと思います。この三連携と言っても町民の方々は何

人三連携を知っているかということなのです。ここの議会でいる方々はわかりますが、それで

町民が三連携とは何だと聞いたら恐らく町民は100人のうち10人くらいしかわからないと思い

ます。16年に対比していますが 16年と 21年では人口も 1,200から 1,300人違うと思うのです。

ですから数だけやっていると 16 年に対して 21 年が少ないようですが人口の割合から言います

と結構な伸びがまだ出てくるのです。1,000 何百５年間で違うでしょう。ですから私はもっと

大事なことは三連携も大事ですがこの健診を受ける方々は我々回りから聞いてもいつも受ける

人が同じ人なのです。あなた行きましたかと言えば行きませんし、去年行った人はまた次の年

行くのです。ですからそれはなぜかと言いますともう少しやはり宣伝効果が足りないのです、

町民の周知が足りないのです。ですから私は毎月町民に配布しています、広報げんきがありま

すが、裏側にもっと大きな数字で室蘭信用金庫の宣伝をしないでこういう宣伝をすべきなので

す。この三連携の説明ですとか受診の状況など、なぜ信金の宣伝を毎月しないといけないので

すか。こういうものを一番裏側にもっと大きな数字でそしてこういうデータをきちんと知らせ

ますと町民はもっと来ます。もっと大事なことは三連携の中にたくさんあるのですが、やはり

私は例えばあのメタボ特定健診、あれも３日もすればみんな忘れてしまいます。特定健診も受

けてもいませんしみんな忘れています。ですから私はもう少し町民に周知をさせるような方法

を取らなければだめなのです。もっと大事なことは、私はこの健診を受けに行くときはもう悪

くなっていくのです。ですから普段の食生活ですとか運動生活などこういうことを皆さんたく
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さんしなさいと、それでは先ほど言った室蘭信用金庫の宣伝ではなく健康のための宣伝を裏側

に大きく書いて町民に回してください。そうするともっと上がりますから。私はそう思います。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 三連携という言葉がどこまで浸透しているかと。一応目標と

しては推進方針の改訂版の表紙に載せてございますが町民の健康を目指してというのがこれは

やはり大きな目標でございます。そのための方法として行政の中では保健分野、医療分野、福

祉分野が連携して進めようというある意味では方法論といいますか戦略といいますかそういう

ものなのかと。ですから町民の方にはやはり議員さんがおっしゃった健診の受診というのがい

かに周知するか理解していただけるかそこのところはそのとおりだと思います。広報の利用も

決してしていないわけではないのですが、健康づくりのページ健康紹介をもって中のほうで訴

えています。ただ裏のほうが効果があるのではないかと言われればそういうことでございます

のでそういうことも含めてどういう形でやはり皆さんよく目につく形で訴えられるか検討して

もらいたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 簡単に言いますとこの三連携は当たり前の話なのです。保健なくし

て福祉なし、保健なくして医療なし、医療なくして福祉がないわけですから。ですからやはり

こういう説明をきちんと町民に周知させなければだめなのです。いくら器の中でほえていても

だめなのです。その行為を外に出して町民に聞こえるようにしなければ私は先ほど広報げんき

の裏に大きく書いてこういうデータをいつか記載したらどうですと言ったのです。こんな小さ

く書いても誰も見ないのです。そういうことをやったらどうだろうなと私は思います。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 特に大きな事業としては特定健診の受診率をいかに高めるか

そういう部分では保健師もいろいろ方法を考えています。そういうものを本当具体的に実践し

ていかないとやはり受診率の伸びにつながりませんので十分いいアイディアを取り入れて少し

でも進めていきたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） きょうは全員協議会ですよね。これは 18 年につくって今回見直しがき

ましたが計画策定できょうは案ということで説明受けていますが、これは議会に対して今後煮

詰まったときに再度説明するのか、案ですからあるいは議会からいろいろな三連携に対する提

案ですとかここに町立病院のことも書いていますが、そういう部分のこれらは達成できるのか

というそういう考えのもとに、議会の案を聞いてそれを整理してベターのものは入れておくな

どそういう指針であっても議会がこれをつくる政策形成の中に入ってくるためにきょう説明し

たのか。 

それともう一つは、今具体的な話をしているのは別の形で多分お話があると思いますが、目

標の項目や目標値は入っているのです。ですがここにいく今言った体制ですとか手段、これを

するためにどれだけの事業費がかかるのかというのもが何もないのです。多分かかってくると
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思います。財政改革プランが 28 年ですが、この目標値は 25 年なのです。それではそのかかる

財源をどうするかということがまるっきり抜けているのです。そういう部分をきょうは全員協

議会ですからどういう形で開催するのかわかりませんがそういう私が言った２点について提示

していただけるかどうかを答弁ください。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今回全員協議会を開くに至った経過なのですが、私もちょっ

と過去の経過を余りよく把握していなかったので、一応議会の中のご意見を聞くそういう部門

としては建設厚生常任委員会かなと思いましてその委員会の中での協議会の開催を申し入れた

と。ただ過去の経過の中でこの三連携については全員協議会などで議論した経過もありますの

で、やはり全員に説明するほうがよろしいのではないかということで、きょう協議会を開くと

いう形になっております。きょうご説明したのは一応案ということで、これは確定ではなくま

だちょっと内部で整理しなければならない部分もございます。そういう部分ではきょういくつ

かの具体的なお話など承っていますが、もしご意見があれば逆に聞かせていただける場があれ

ばこの最終的な確定は３月いっぱいという目標にしていますが、その時期を多少ずらしてでも

議会のほうでそういう場を設けていただくのであれば私どもそういう対応をしたいと思います。

全員協議会か委員会かそれは議会のほうの判断でいただきたいと思います。 

具体的な方法論については、これは一応方針ということで大きな部分といいますか、目標値

を定めるところまではしてございますが具体的にどう進めていくかは実施計画というのを別に

つくってございます。その実施計画の中で具体的な方法論を整理して進めていきたいと。です

からここの方針の部分で固めてあとは行政の中で具体的な進め方については実施計画で進める

ということでございます。事業費の部分はどこまでの実施計画にするか、従来はスケジュール

的な実施計画にしていますのでその部分はどこまでの実施計画にするかはちょっと検討させて

いただきたいと思いますが、この場では事業費まで固めますと逆に実施計画をつくるための時

間がかかってなかなか進めないという部分もありますので、そこのところはまず年度に入った

らすぐに始めなければならないものもありますのでなるべく早くそこのところは実施していき

たいなと、金額的な部分３カ年の事業費をどう出してという部分はまた町のほかの計画との関

連もありますので、中には補正に追加の必要な事項もありますのでその部分は始まった中でち

ょっと検討させていただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 目標値があってこういう事業項目がありましたら端数まで別にして概

略としてこれくらいはかかるということを議会に提示するのは当たり前ではないですか。これ

をやるときにいくらかかるかということもわからないそういう部分の認識はどうですかという

ことと、今、議会が機会をつくってくれればいいですよと言いますが、一つ例を言いますと、

もう少しそちらのほうつくらないと、町内の民間病院の協議会のようなものをつくって云々と

やりますよと言って同じことを言ってきていますが、過去にやりますよと言っている話がある

のです。そういう部分を皆さんと議論した中で実際どうかということだってあるのですが、生
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活福祉部長が言うのは、議会がやってくださいと言ったらつくりますということですか。町側

からこうやって議論が出ているのにもう一度聞きたいという企画をつくるということはないの

ですか。そこだけです。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 最初に事業費の話をしますが、健診ですとかここに載ってい

ます特に健診関係というのは既に 23 年度取り組む予算というのは組んでいます。金額的にはそ

ういうものでまず 23 年度、それでは 24、25 年の目標値に上げるためあと幾らかかるかと。そ

れは試算としては出せると思います。その部分はそういう形でまず 23 年度固まっていますので

それを踏まえながら少しでも上げていくと。特に健診関係についてはプラスになるのは非常に

いいことですから、これは補正についても当然考えられますのでそういう部分では対応してい

きたいと思います。 

議会の意見を聞く部分については、私どもまずはお示ししてきょうもご意見いただいていま

すが、もう一度それでは議会側のほうで開くということであればその辺の対応を受けていきた

いなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ７番、玉井昭一議員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。 

先ほど来、大渕議員や松田議員が言われたことに私も同感なのですが、以前に私が一般質問

で、町立病院にかかる人数が少ないということでぜひ宣伝するべきだとこう言ったことがある

のです。そのときは宣伝はできないのだという答弁がありました。ただ私もあちらこちらに視

察に行くときに役所としてパンフレットをたくさんつくって町民や市民に渡すようにしている

まちもありますし、例えば官庁の病院ですとか施設であってもよそのまちでは宣伝しているの

です。私はそれを宣伝だと見ています。それを白老町は今できないのかできるのかちょっと確

認したいのですが、これをどんどんして今言った連携、要は基本目標１、２、３と掲げていま

す。簡単に書いているこの字は「ともに生きるまちづくり」「住民自治・住民主体のまちづくり」

「住民･行政みんなで支え合うまちづくり」と３つ書いていますが、これはあくまでも親戚、縁

者が仲良く生きようという意味と同じなのです。そんなに大きく考えることもないと私は思い

ます。ですからその大事な人をいつまでも健康でいてほしいという心にほかならないわけです。

ですからこの辺のことをもっともっと私は宣伝してほしいと思うのです。それはもちろんほか

にも病院がありますからどこまでやっていいかというのは限度があるかもしれません。ですが

みんなが家族だという気持ちを持って接するということが一番大事なことだと思うのです。で

すから例えば 6,500 人高齢者がいると。これは役所が把握できているわけですから個々に広報

げんきだけでなく、げんきに書くことももちろん大事なことですし、一枚ずつ各個人に配って

もそのようなものはしれていると思うのです。宣伝費が５万円か６万円でできると思います。

10 万円もかからないと思います。それでももしかすると助かる人たちがたくさんいるのならこ

んな幸せなことはないわけですから、その辺の見解を宣伝ができるのかできないのか教えてほ

しいです。 
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○議長（堀部登志雄君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 一般的に言いますと企業がいろいろな活動を行っている部分で

の宣伝という形では非常に難しいと思います。ただこれは行政の病院ですからいろいろやり方

はあると思っています。例えば一つは今週の初めから病院のホームページがリニューアルして

おります。その中でお医者さんの紹介もかなり具体的に、専門は何だ、こういう関係の専門医

です。などそういう紹介もやっております。前に議会のほうでもちょっと質問を受けたという

経緯がございまして、そのときも宣伝の仕方含めて内部の情報発信を少し考えていこうという

ことで総体の中でいろいろやった結果、まずはホームページを直しましょうということでやっ

ていますし、ほかの病院なども見てみますとやはり病院のいろいろな機関誌、患者さんに対す

る情報提供も含めまして機関誌も出しておりますのでことし一生懸命ちょっと検討したのです

が発行に至っていませんが 23 年度はぜひ実現していきたいなと。そういうところから少しずつ、

病院にこういうすごい先生がいるのですと。例えば２月３日に札医大の准教授の先生にいきい

き４･６でぜんそくの関係のお話をしてもらって、そういう素晴らしい先生もおりますのでそう

いったことも含めてぜひＰＲも含めましてやっていきたいなと思っております。一般的に広告

という形にはちょっとなりませんがそういった、逆に言いますともっとわかりやすい方法でア

ピールをしていきたいなというふうに考えています。 

○７番（玉井昭一君） わかりました、よろしいです。 

○議長（堀部登志雄君） よろしいですか。先ほど言った変えた部分のところをまた出しても

らって必要であればまた皆さんにお話して、これは公式な委員会であり全員協議会ですから皆

さんのいろいろな要望等があれば皆さんこういう形にすべきだというようなことをどんどん出

してこの連携案をきちんと完成させていければというぐあいに思います。きょうはこの程度で

終わりまして変わった部分のまたその辺の資料も議員のほうに出していただければと思います。 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） それでは、以上をもちまして全員協議会を終わります。 

（午後 ４時４６分） 


