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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会いたします。 

（午後 ０時５９分） 

                                         

○議長（堀部登志雄君） きょうの協議事項は２点ございます。初めに第５次白老町総合計画

の策定についてということでございますので、そちらのほうを先にやりたいと思います。 

それでは、企画振興部のほうから説明をお願いいたします。高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） きょう、大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとう

ございます。これから第５次の総合計画策定、それから自治基本条例の検証、この２点につい

て今後の策定の考え方、それから基本条例の検証の取り組み、そのスケジュールと内容等を、

今の段階でお示しできる範囲内でお示ししたいと思います。 

 まず、私のほうから最初のページと、それから６ページの基本条例の検証、この２点につい

て概観という形でご説明させていただきます。 

 第５次の総合計画でございますけれども、総合計画というのは自治体の行政運営の指針であ

る。そして、住民活動の指針、また、国・道などが白老町内で事業をやるとき、最大限尊重す

べきで地域の指針と、そういう役割がございます。この計画には長期にわたる部分でまちづく

りの理念や将来像、そして政策目標を示します基本構想、そして中期の行政計画や施策目標を

示します基本計画、それとそれらの理念だとか施策を具体化する取り組み、実施計画、この３

つを合わせて総合計画といいます。そこで、第４次総合計画というのは、この３つの計画のう

ち、基本構想と、それと基本計画と実施計画を合わせました実は２階建てです。中身は３つの

計画なのですが、組み立ては２階建てということになっておりまして、基本計画というものが

実施計画と合体したということで、ここの部分では、第４次の部分は、具体の取り組み、何を

やるぞというのが、実施計画というのがすごく分厚い冊子でつくられてございます。それを一

つ一つ見ますと何をやるかというのがわかるのですが、大きな方向性がどうしても見えないと

いうのが、第４次には反省点として挙げられた点かなと思っております。 

 第５次につきましては、それらの反省点を踏まえまして、この基本構想と基本計画、そして

実施計画というこれは３つ別々につくろうという方向で今考えております。 

 そして、現在の総合計画は、平成 18 年に策定され、翌年１月に施行されました自治基本条例、

この条例にしっかりと根拠が位置づけされておりまして、自治基本条例の 26 条におきましては、

これに基づいてまちづくりを進めますと。そして、27 条におきましては、町長は総合計画を策

定しますということで、ここに根拠をもってございます。 

 そのほかに、従前は地方自治法第２条第４項、これに枠の一番下の５行の中に説明しており

ますが、従前は地方自治法第２条第４項で、その策定と議会の議決についてきちんとうたわれ

ておりましたが、本年平成 23 年５月２日、地方自治法の一部を改正する法律が公布されまして、

同規定は削除されております。ですから、唯一、総合計画を策定するという根拠法は、この自
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治基本条例だけとなってございます。そういったことから、第５次の総合計画は、本当に、自

分たちみずからつくる計画という認識のもとつくらなければいけないものと考えております。 

 次の、１、２、３、４、５ページは担当のほうから説明させていただきます。 

次、６ページの自治基本条例の検証等についてでございますけれども、この自治基本条例に

つきましては、まちの憲法といわれる自治体の最高規範に位置付けされるということで、これ

はこの条例の策定の段階で多くの町民、そして議会の皆様方と共通の理念をもった中でこの条

例が策定されたところでございます。この条例につきましては、平成 17 年７月に町民、議会、

それから行政の３つの検討部会を設けまして骨子案を整理し、平成 18 年４月に条例策定委員会

を組織し、条例案の策定作業を行い、平成 18 年 12 月に可決制定され、平成 19 年１月に施行さ

れたものでございます。この条例の 36 条、ここに条例の見直し規定がございまして、町長は５

年を超えない期間ごとに社会情勢に適合しているかどうかを検証しますということでうたって

ございます。今般は、これを受けまして、この条項の検証点検を行い、見直しが適当であると

判断した場合には、条例の改正作業を行うこととしております。また、同時に基本条例の検証、

そして点検に合わせまして同条例を補完いたします条例として、パブリックコメントと手続き

条例、委員会公募条例の素案も同時に検討させて、23 年度中には、同時にこれらの条例も策定

したいと。このように考えてございます。この自治基本条例のスケジュール等につきましても、

後ほど担当のほうから説明させていただきます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） それでは、内容について説明させていただきます。１ペー

ジをお開きください。表紙の裏側です。第５次の白老町総合計画策定方針ということですが、

１番目の策定の趣旨ということで、平成 16 年度に第４次白老町総合計画が策定されております。

特に近年の社会情勢が目まぐるしく変わっていて、大きな変換期を迎えているということと、

ひっ迫する財政状況、国、地方自治体含めてさらに環境が厳しさをましているということがあ

りまして、その中で 23 年度をもって終了する第４次白老町総合計画を 24 年度以降に向けて、

第５次白老町総合計画を策定するものとなっております。それで、第４次につきましてはゼロ

ベースから検討作業を始め、約３年をかけた計画でありますが、そこに多くの町民の意見や提

案をいただいて、高い評価を得ていると思っております。第５次白老町総合計画につきまして

は、第４次計画をベースとして、より実現性や実効性の高い計画としたいと考えております。 

 続きまして２番目の策定にあたっての基本的視点になります。（１）の町民と共有するまちづ

くり計画ということで、計画の策定過程において町民への幅広い情報提供と参画を図り、町民

と共有する町民のためのまちづくり計画とします。（２）、政治社会に対応した経過といたしま

して、従来の行政サービスや社会資本整備のあり方を見直して、町民の暮らしやすさ・心の豊

かさを追求する成熟社会に対応した計画といたします。（３）、財政計画等と連動した実効性の

高い計画といたしまして、選択と集中により限られた経営資源を効果的に配分し、政策実現を

目指す、行政改革や財政健全化の取り組みと連動した実効性の高い計画といたします。（４）、

骨太で方向性の見える計画といたしまして、計画期間における末づくりの目標を明らかにしそ
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の達成を目指す、骨太で方向性の見える計画とします。 

 ３つ目の計画の構成・期間でありますが、これにつきましては、先ほど高畠部長も説明しま

したが、基本構想・基本計画、それと実施計画の３層構造と考えております。 

 続きまして２ページ目の右側になります。第５次総合計画の期間（案）とありますが、平成

24 年度から 31 年度までの基本構想・基本計画期間８カ年と考えております。実施計画につき

ましては、３カ年のローリング方式と考えております。続きまして第５次の総合計画の構成案

ですが、これにつきましては基本的に第４次と、基本構想・基本計画については今のところ同

じと考えております。 

 続きまして３ページ目になります。策定手法・体制についてであります。先ほども説明しま

したが、第４次総合計画は白紙からの手づくり計画としてゼロベースから始めました。第５次

につきましては審議会やパブリックコメント、町民の参画機会を確保しながらも、個別計画の

進捗状況等を踏まえ、これをベースにした各課単位で所管分野ごとに計画を作成することと考

えております。左上に町民審議会、一般公募３名の方がいまして、10 名で構成しております。

それから策定委員会、これは 13 名で構成しております。副町長、教育長、関係部長職、それか

ら学識経験者４名、大学の教授２名、それから地域の、町内の人が２名入っております。合わ

せて策定委員会 13 名となっております。それと大きく、各課でプロジェクトチームということ

で、各課長職がリーダーになりまして、各課の持っている計画素案の策定とか各資料の提供を

行うとしております。 

 続きまして４ページ目の右側になります。各組織の構成役割等ですが、策定委員会につきま

しては、構成メンバーについては記載のとおりです。役割、作業内容につきましては、計画フ

レームの検討、それから策定作業に係る全体調整、計画案の確認、決定となっております。各

課プロジェクトチームにつきましては、先ほど説明しましたが、各課長をプロジェクトリーダ

ーとして設置しております。中身としましては、所管分野における現状と課題の整理。それか

ら現計画の検証、町民団体要望の把握、第５次計画期間に想定される事務事業の抽出・立案、

財源等の検討となっておりまして、５月末までということで各課では提出しております。特に、

各課には少子高齢、それから経済の停滞、また雇用拡大、防災対策、交流人口の停滞と、それ

から消費マインドの低下等について意識しながら出していただくように説明しております。続

きまして、審議会が町民含めた 10 名で、中身としましては計画案の審議答申、それから策定事

務局となっております。 

 続きまして５ページ目のスケジュールになります。策定経過とスケジュール案ということで

すが、左側に審議会と策定委員会があります。２月 28 日に第１回策定委員会を開催しまして、

５月、審議会委員が決定しまして、６月１日に第１回審議会、あさってですが第１回審議会を

予定しております。以降、策定委員会、審議会を開催して、おおむね半年から８カ月くらいで

10 回の審議会、６回の策定委員会を予定しております。真ん中になります。町民参加というこ

とで、４月に町民まちづくり意識調査、1,500 名を抽出してかけております。今時点で 500 を

超えているアンケートの回答がありました。５月にまちづくりに関する標語作成募集というこ
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とで、白老町の校長会、教頭会に児童生徒の募集ということでお願いしてあります。７月にま

ちづくりフォーラム、各種団体それから町民含めたフォーラムを考えております。10 月にまち

づくり懇談会ということで、総合計画案の説明等を考えております。また、12 月にはパブリッ

クコメントも考えております。 

 一番右側になりますが、議会・行政。4 月に職員の各課プロジェクトチームの説明、きょう

５月 30 日に議会全員協議会の策定概要、スケジュールの説明、一応、予定としましては９月に

全員協議会において基本構想、基本計画、実施計画骨子案の説明を考えております。それと、

12 月に、また同じく全員協議会に基本構想、基本計画、実施計画素案を説明しまして、３月に

基本構想、基本計画案の説明と考えております。 

以上、簡単ですが総合計画の説明を終わらせていただきます。 

 自治基本条例の検証のほうなのですが、最後のページ、７ページ目、一番裏になります。白

老町の自治基本条例等検討委員会ということで、委員構成につきましては、策定時と同様に、

町民、議会、行政の３者が参加するということで考えております。策定時の経緯・議論等を踏

まえて検証を行うため、条例策定時の委員も含めた構成と考えております。委員長においては

企画政策課長ということで、委員につきましては町民３名、議員が２名、職員３名ということ

で考えておりますが、議会のほうには事務局のほうにも話しておりますが、今、参加も含めて

協議中ということで回答をいただいております。役割としましては、自治基本条例の検証、そ

れからパブリックコメント手続き条例の検討、委員公募条例の検討となっております。なお、

検討委員会で検証結果を踏まえて、基本条例の見直しを行うかどうかを判断する組織として、

白老町自治基本条例検証会議を設置することとしております。見直しのポイントとしては、現

時点では総合計画との整合性、議会条項の見直し等を考えております。検証等のスケジュール

案でございますが、６月の第１回検証委員会から始めまして、７月末までにはめどとして自治

基本条例を見直しするかどうかの判断をしたいと考えております。それによりまして、９月パ

ブリックコメント条例、それから委員公募条例の上程をしまして、見直しする場合については、

12 月に自治基本条例改正案を上程と考えております。 

 以上、簡単ですが説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 第５次白老町総合計画策定についての説明が終わりましたけれども、

何か皆さんから質問、ご意見等ございませんか。 

12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 今ご説明いただきましてわかったのですが、私はこの基本条例、基

本的視点１番、２番ありますね。きょうも議会で 440 万円の補正予算に１時間半もかけて議論

しましたね。まさに、ここに書いている町民と共有する町民のためのまちづくり、こういうも

のが立派な基本条例ができてもなされていないから、きょうああやって 440 万円の議案に対し

て１時間半も議論するようになるのです。だから、このようなことをきちんと行政が胸に押さ

えて、この議会でも町政を運営してもらわないと、きょうの議会では、まさにここに欠けてい

るからあのような議論になってしまうのです。町民と共有するといっても、議会とも共有して
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いないわけです。きょうのような議案、まず議会が知らないわけだから。急ぐからとか時間が

ないとか。このようなことが、本当に基本条例の基本なのです。部長どう思われますか。この

ようなことがあるからきょうみたいなことになるのです。口でだけ言っても、立派な条例をつ

くっても。ここに書いているでしょう。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 町民との共有という部分では、本会議でもご説明させていた

だいたように、10 の団体が集まってアイデアを出したという部分、ここの町民との共有という

ところでは、これはもう十分意見交換、情報交換、そして議論させていただいた中で、４つに

絞らせていただいたというふうに考えております。議会と町とのかかわりなのです。そこの部

分につきましては、やはりシステム上といいますか、技術的な話になってきてございます。先

ほど本会議で、いつもそう言って部長は逃げるというお話をされましたけれども、私は逃げて

いるわけでも何でもなくて、やはり物理的にどうしてもそうなることが今の、この社会情勢か

らすると度重なっているということでご理解いただきたいと思います。決して私は逃げてはい

ません。それと、今般基本条例の見直しとかあります。そういった中で、総合計画の中でもい

ろいろな取り組みの中で、松田議員がおっしゃるような、そのようなシステムを基本条例等に

盛り込むことも、今回改正ですから、そういったことも含んだ中でやらせていただければ幸い

だと思っております。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 確かに町民と共有して協働のまちづくりを進める。私は２つあると

思うのです。１つは、町民に汗をかくようなことはどんどん進めてきた。例えばごみ拾いや草

刈り、施設の管理とかそういった汗をかくことは、まちと協働以上に進んでいる。町民がこぞ

って汗をかくことは。しかしながら、きょうのように、私が何を言いたかったかといったら、

きょうのように税を使って、それぞれ町民に還元する。このことが、例えばきょうみたいな議

会できちんと話し合う、例えばバイオマスもそうです。やるときは、ごみを集めるとか雑紙を

集めるときは汗をかかせている。しかし、その結果、いうなれば、すべての結果、本当は町民

ありがとうという言葉を使って報告するのならばいいのだけれども、何も報告しないで行き当

たりばったりで、ただ混乱させているのです。 

今回の議会報告会だって２つある。１つは、議員定数や議員報酬、町長がやったのです。40

何％上げますと。諮問している。いろいろ言われているのは議会なのです。議会は何も言って

いないのです。こういうことが、このような基本条例の中できちん定めたとおりやらなければ

だめなのです。汗をかくことは町民、行政の言われる以上にやっている。しかし、税金を使っ

て町民に還元する部分においては、一つの話し合いもされていない。大きく言うとそのことが、

きょう議会でもめたことなのです。はっきり言っておくけれど。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 確かに、飴谷町政７年何カ月の間、財政が非常に厳しい中で

町民の皆さん方に迷惑をかけていると。汗をかいていただいている部分、それをなくして今回
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の財政の立て直し、これは絶対なかったことと思います。そこの部分については、本当に町民

の皆様方ありがとうということについては、機会あるごと、その場面、場面でそのような誠意

はあらわしていかなくてはいけないものかと思っております。また、そのようなことも実際や

っていることもご理解いただきたいと思います。やはり、町がいくらいい案を出したとしても、

そのプロセスの部分で納得できないといいう部分があれば、やはり残念なことですので、その

辺も含めまして、今後この自治基本条例の見直しの中、あるいは総合計画の取り組みの中で生

かしていただきたいと、このように思っておりますので、そのようなことでご理解いただきた

いと思っております。 

○議長（堀部登志雄君） ほか何かございませんか。 

14 番、氏家議員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。今回の第５次総合計画、これが自治基本条例の検

証とともに行われていくというのは、今お話を聞いていてわかりました。今松田議員も言われ

ていましたが、これは行政だけではなくて、議会の自治基本条例に照らし合わせた改革も順次

進めていかなければいけない段階にきていますので、議会は議会の検証も進めていかなければ

いけない。そして、今言われていたシステム、行政と議会とのあり方のシステムも、そこがど

うあるべきなのかは僕は議会の中で決めていくべきことだと、私はそう考えているのです。 

 ただ、一つお聞きしておきたいのは、この総合計画の策定が、自治基本条例の見直しととも

に進められていく、計画では来年の３月でこれがまとまることになっています。果たしてそこ

までに、例えば自治基本条例の見直し等々が集約されて、それが第５次総合計画に策定されて、

３月で完結できるものなのかどうか。これすごく不安というよりも、余りにも期間が短すぎる

ような気がするのです。見直しの期間が、なかなか５年を目安に、超えない範囲の中でやると

いうことでうたわれているので、今が時期なのかと思うのですが、どうも３月いっぱいという

のは厳しいような気がするのです。その辺についての考え方、本当にそれが一つの目標だと思

うけれど、果たしてそれが現実的なものなのか、物理的にできるものなのかどうか、もしそれ

に課題が行政の中でも頭にあるのでしたら、それはきちんと言っておくべきだと思うのです。

できるのならできるでいいのです。ただ、僕たち自治基本条例の議会の部分も、今どうあるべ

きなのかという方向性を、政策研究会等々の中で勉強しているけれども、本当に内容がすごく

難しい部分に入っていくので、町民も含めて、果たして自治基本条例の見直しとともに総合計

画が来年の３月までにできるという工程表になっているけれども、果たしてそこに課題はない

のかどうか。そこについての考え方だけお聞きしたいです。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 今回この５ページに示させていただいておりますスケジュー

ルなのですが、これ通常のスケジュールなのです。通常といいますと、今回異例な部分が２つ

ございます。一つは、選挙の年です。それともう一つは、この総合計画が地方自治法の根拠を

失ってございます。策定する、しないは別なのですが、自治基本条例でうたっていますから策

定すると。問題は議会の議決を経てという部分がございます。ですからこの大きな問題２つ。
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選挙の年、議会の議決を経てということ。これをどうするかという部分が２つ大きくかかわっ

てきます。ですから、これらを考えますと、通常計画の満了になる３月 31 日まで策定して、議

会の議決を経て策定するというスケジュールは立てさせていただいております。でも、今言っ

た２つの特殊な事情が今回の場合ございますので、それについては、この議会と行政との関わ

りの部分、ここについては改めて議会の総務文教常任委員会と所管する委員会等々、改めてじ

っくりと打ち合わせていただいた中で、この辺は進めていきたいとこのように考えております。

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） いいですか。ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 今お話しされたような形で、今後議会としても対応して進めていく

ということで。 

３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 今回、総合計画ということでしたけれども、前回の総合計画に大きな

建物というのですか、構造物とかの建築は別途という形でたしかなっていましたね。今回もや

はりそれと同じような方向性なのでしょうか。例えば、学校とか病院とか、そのような計画は、

やはり外してやるという考え方なのでしょうか。そのような具体的なものまでも、ここの策定

計画の中で実行計画とか、やはり含まれていくと思うのです。平成 28 年までですから、そのよ

うなものも含めた中で考えるということになってくると、非常に期間が短いかと、少し心配だ

ったのですが、大丈夫なのでしょうか。総合計画だから。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 今質問の内容がわからなかったのですが、単に箱物だとか、

そのような大きな、例えば病院をどうするだとか、そういった部分を総合計画に、従来は盛り

込まなかったけれどもということなのですか。 

 従来の総合計画の実行計画、これについては大小さまざまなやれる見通しがついているもの

はしっかりとやりますと書いてございます。たまたま病院だとかはまだ見通しがついていない

から検討という表現をさせてもらっております。そういった部分がありますけれども、今回は

その実行計画の部分については、実施計画ということで３年間のローリング方式をとるという

形になりますので、長期的な見通しの中で実施しなければいけないものは、３年間の見通しの

つくものしか出しませんから、出ない部分もあります。ただ、基本的には、そういう大きな方

向性にかかわるもの、これについては３年の実行計画の中でやれるものはやると、これは明記

します。それは、前回の総合計画の実行計画の建てたものと変わりません。ただ、３年からは

み出るものについては、検討とか、そのような表現になる。そのようなことでご理解いただき

たいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） なければ、総合計画の策定、自治基本条例の検証については、きょ
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うこのような説明をいただきましたが、その後も議会と綿密な連携を取りながら、参画してい

きたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、この協議事項について終わらせていただきます。どうも御苦労さまでした。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時３２分 

                                         

再開 午後 １時４３分 

○議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続いて全員協議会を行います。 

 ２番目の、保健・医療・福祉施策推進方針（改訂版）案についての説明をお願いいたします。

座ったままで結構ですから、辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） それでは、前回３月１日の全員協議会で、いわゆる３連携、

保健・医療・福祉施策推進方針（改定版）の案についてご説明いたしましたが、その後平成 22

年度の国保の医療費の見通しが立ってきたこと、また、３連携を具体的に進めるための生活習

慣病対策をまとめたことなどから、再度３連携推進方針とあわせて生活習慣病対策実施計画を

ご説明させていただきたいと思います。 

平成 22 年度の国保の一人当たり医療費につきましては後ほど見ていただきますが、前年度と

の比較で、前回の３月１日の説明では上期の伸びが著しく高かったことから、22 年度７％程度

という試算をしておりましたが、下期の伸びが以外と低く収まったということで、現時点での

決算見込みでは伸び率は 3.58％の見通しでございます。しかし、依然として過去３年間の一人

当たりの医療費、３％以上の伸びとなっていることから、対策を講じなければ今後も３％程度

の伸びが続く見込みであるということから、３連携の方針の案といたしましては、前回３月に

ご説明したときと同様に、一人当たりの医療費については、その２分の１の 1.5％程度の伸び

に抑えたいというような考え方でおります。 

３連携の目標はこの医療費の伸びの抑制だけではなくて、基本的には町民の健康の維持確保

ということでございますけれども、前回説明してから内容を多少し変えているところもござい

ますので、改めて３連携の推進方法につきまして担当の町民課長からご説明したいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） それでは、具体的に改訂版ということで、見直した個所について、

今回新旧対照表、お配りしている資料２のほうで説明をさせていただきたいと思います。この

新旧対照表の左側は現推進方針でございまして、全文掲げております。改訂版につきましても、

資料１でお配りしていますけれども、その表現が全部こちらの対照表のほうに反映しておりま

すので、この新旧対照表でご説明していきたいと思います。新旧対照表の推進方針の文言の下

にアンダーラインの部分がありますが、これは追加、修正、削除など見直しを行った部分でご

ざいます。それでは、１ページから説明させていただきます。１、これまでの推進方針の状況

と改訂につきましては、推進方針策定後の状況変化、推進方針のこれまでの取り組み、推進方

針の改訂でありまして、現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
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訂の考え方を新たに追加しております。 

（１）としまして、推進方針策定後の状況変化につきましては、前推進方針の経過期間中の

平成 20 年度から、各健康保険による特定健診、特定保健指導の実施、老人保健制度が廃止され、

平成 20 年度後期高齢者医療制度の創設など医療制度が大きく変化してきております。推進方針

策定後、少子高齢化が一層進んでおり、平成 23 年１月末現在で、高齢化率は 33％を超えてい

る状況にあります。高齢化の推移につきましては、３月１日の全員協議会のときに説明をさせ

ていただいておりますので、省略させていただきます。 

次に、（２）、推進方針のこれまでの取り組みにつきましては、推進方針に基づき各種健診の

受診者をふやす取り組みを進めてきました。平成 20 年度からは、基本健康診査に変わり国保の

特定健康診査を進めており、受診者の約１割が該当者となる特定保健指導を中心に生活習慣病

の予防対策を実施し、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、脳ドックの助成等を行ってきましたが、総合健診の特定健診とがん検診を一緒にや

る総合健診なのですが、実施により人間ドックのほうにつきましては、多少減少した傾向にあ

ります。この結果３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を比較できない

項目もありますが、全体的には４割程度の項目で目標値を達成している状況にあります。しか

しながら、医療費が高齢化の進展、医療制度改正等の要因で一人当たり医療費は目標より高く

なっており、ここ３カ年は毎年３％を超える伸びとなっております。 

３連携の目標達成状況につきましては、３月の全員協議会で説明しておりますので省略させ

ていただきます。 

３ページなのですが、一人当たりの医療費の推移につきましては、平成 22 年度見込みを直近

のデータで見直しを行っております。お配りした資料４を見ていただきたいのですが、見直し

前は、国保、上半期の実績を推計して見込みを出しておりましたけれども、最近ある程度速報

値で費用額が出てきておりますので、それをもとに見直しを行っております。国保につきまし

ては、22 年度見込み、真ん中なのですが一人当たり医療費見直し後 38 万 4,705 円。前年対比

3.58％の伸びということになっております。 

後期高齢につきましても見直しを行いまして、一人当たり 103 万 9,155 円、1.02％の伸びと

なっております。合わせて北海道のほうについても見直しを行っております。見直し後、国保

については一番右側ですが、1 万 3,355 円の減と 3.6 ポイントの減ということでございます。

後期高齢につきましては、527 円、0.05 ポイントの増という見直しを行っております。 

次に３ページ、推進方針の改訂につきましては、前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しましたが、後期高齢者医療制度の見直しを含めた新高齢者医療制

度が平成 26 年度に開始される予定となっています。新制度の内容は現在明らかになっていない

ことから、医療制度の改正及び国の動向を把握した上で新しい推進方針をスタートさせること

が適当であると考え、それまでの間は現行の推進方針を延長し、平成 18 年度に策定した以降、

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、平成 26 年度に始ま

る予定の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をいたし
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ました。以上、改訂案策定に当たっての考え方についてご説明をさせていただきました。 

改訂版につきましては、計画期間を平成 18 年から 25 年度、従来の５年から３年間延長した

８年とする計画でございます。あと、大きく変わっているところは、３連携推進のための具体

的事業として、３連携事業を統合整理し、13 事業を９事業としております。平成 25 年度まで

の事業目標項目につきましても、先ほど一人当たり医療費を見直したことによりまして、25 年

度の一人当たりの医療費の目標値も見直ししております。 

具体的に４ページ中段、２、３連携の土台となる各保健福祉計画、新旧対照表で説明させて

いただいていますので、２、３連携の土台となる各保健福祉計画、（１）、各保健・福祉計画の

連携につきましては、平成 22 年３月に策定した地域福祉計画（第２期）に掲げております、基

本目標１から３に修正し、地域福祉計画に沿った表現にしております。５ページの地域福祉計

画のイメージにつきましては、現在の計画名に修正しております。６ページ、（２）、３連携の

柱立てにつきましては、現在の状況に応じた表現に修正しております。 

続きまして、３、３連携を推進する個別計画の充実・見直しの項目で、３連携事業の取り組

みにつきましては、３連携で既に取り組んでいる箇所の表現を修正、削除しております。（１）、

個別計画の充実・見直しにおける基本的な考え方の項目につきましては、現在の状況に応じた

表現に修正しております。７ページ上段、①、保健・医療・福祉の目指すもの。８ページ、サ

ービス提供のイメージ。９ページ、医療と保健・福祉サービスの相互関係図。10 ページ、②、

３連携の目指すもの、及び（２）、３連携の基本理念までは、追加修正、削除などの見直しは行

っておりません。10 ページ下段になりますが、（３）、健康生活の目標につきましては、現在の

制度名に修正しております。 

次に、11 ページ上段、４、３連携施策の重要項目の４－１、生活習慣病予防対策の充実と強

化の項目の（１）、地域全体で進める生活習慣病対策、12 ページ中段、（２）、生活習慣病の予

備軍に対する対策につきましては、３連携事業を推進する上での体制強化及び対策の重視につ

いて、現在の状況に応じた表現に修正しております。続きまして、13 ページ中段、４－２、介

護予防対策の充実と強化の項目の 14 ページ上段、（１）、生活機能低下予防対策の推進、（２）、

包括的支援の体制強化につきましては、３連携で既に取り組んでいる部分を、及び現在の状況

に応じた表現に修正、削除しております。15 ページ、４－３、医療費の抑制につきましては、

町政執行方針に沿った内容で、医療費抑制が期待できる事業を具体的に表現しております。一

人当たりの医療費につきましては、直近平成 21 年度の実績数値を掲げております。新旧対照表

のほうでご説明しておりますのでそちらを見ていただければと思います。新対照表にしていま

すので、字も少し小さくて見づらいかもしれませんけれどもよろしくお願いいたします。医療

費の推移につきましては、17 ページ中段に平成 17 年以降 21 年度までを追加しております。続

きまして、17 ページ中段、４－４、町立病院の役割と機能の充実・改善等の（１）、３連携に

おける町立病院の役割につきましては、町立病院経営指標に沿った表現に整理しております。

続きまして、18 ページ中段、（２）、町立病院健診体制の充実等につきましては、町立病院の健

診体制など現在の状況に応じた表現に修正しております。（３）、町立病院受診者数の改善につ
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きましては、直近平成 21 年度の数値にし、現在の状況に応じた表記に修正しております。 

次に 18 ページ下段、５、３連携の推進体制等の（１）、いきいき４・６を３連携の拠点施設

に、につきましては、３連携で既に取り組んでいる部分及び町政執行方針に沿った内容など、

現在の状況に応じた表現に修正、削除しております。続きまして、19 ページ下段、（２）、３連

携推進・医療費適正化対策会議の設置。20 ページ中段、（３）、保健・医療・福祉情報の提供。

（４）、町立病院における総合相談窓口機能の充実につきましては、３連携で既に取り組んでい

る部分及び現在の状況に応じた表現に修正、削除しております。 

次に、21 ページ上段、６、３連携推進のための具体的事業の項目ですが、３連携推進の具体

的事業につきましては、現計画の取り組み事業 13 事業から統合整理し９事業としております。

取り組み事業の統合整理内容につきましては、28 ページをお開きください。参考資料３、事業

取り組み項目変更内訳表でございますが、現推進方針で取り組む事業として、左側に 13 事業を

掲げております。改訂版では統合整理し９事業としております。①、国保ヘルスアップ事業、

②、国保・多重、重複受診に対する訪問指導事業、③、基本健診普及事業の３事業を、①、特

定健康審査・特定保健指導事業に変更し、取り組み内容を修正しております。④、がん検診普

及事業につきましては、片仮名を平仮名に修正しております。⑤、国保・人間ドック助成事業、

⑥、国保・脳ドック助成事業の２事業を、⑤人間ドック・脳ドック助成事業に統合しておりま

す。⑦、国保インフルエンザ予防接種事業につきましては、国保の表現を削除し、⑥、インフ

ルエンザ予防接種事業に修正しております。⑧、国保健康づくり事業につきましては、取り組

み事業名を変更し、②、保健予防・健康増進事業とし、取り組み内容を修正しております。⑨、

たばこ対策事業、⑩、国保・禁煙治療費助成事業の２事業を、⑦７たばこ対策事業に統合し、

現在の状況に応じた表現に修正削除しております。⑪、高齢者元気づくり事業につきましては、

取り組み事業名を変更し、③介護予防事業とし、取り組み内容を訂正しております。⑫、町民

安心カード事業につきましては、取り組み事業名を変更し、⑨、高齢者安心筒配付事業とし、

取り組み内容を修正しております。⑬、かかりつけ医制度普及事業につきましては、⑧として、

現在の状況に応じた表現に修正しております。新旧対照表の 21 ページにお戻りください。３連

携の推進のための具体的事業として、先ほど 13 事業から９事業に統合整理しました内容を記載

しておりますので、こちらにつきましては説明をこれで省略させていただきます。 

 次に、23 ページ、７、推進事業の目標値と効果の公表の項目ですが、事業目標項目につきま

しては、平成 21 年度実績に対しておおむね 10％以上の目標値を設定しております。特定健康

審査受診者の目標値につきましては、約２倍に設定しております。前推進方針と改訂版の変わ

ったところの比較がしやすいようにいうことで、先ほども話したのですが、字が小さいもので

なかなか見づらいのかと思いますがよろしくお願いします。一人当たり医療費の目標値につき

ましては、先ほどもご説明しましたので、22 年の目標値を変えることによりまして、25 年度の

一人当たり医療費の目標値が多少少なくなっておりますけれども、見直し前と見直し後の比較

の資料としまして、１枚ものの資料５、一人当たり医療費の目標値ということで、一番上に目

標値、見直し後ということになってございます。22 年度の一人当たり医療費を見直したことに
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よりまして、国保でいくと 1.5％の伸びに抑えるということと、後期高齢については 0.05％の

伸びということで推計してございます。25 年度の一人当たり医療費は 40 万 2,277 円、後期高

齢については 105 万 4,820 円という 25 年度の一人当たり医療費の目標数値となります。 

以上で、雑駁でございましたけれども説明を終わらせていただきます。 

○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） それでは、資料３のほうを見ていただければと思います。資

料３の白老町生活習慣病対策実施計画の概略についてご説明します。これにつきましては３連

携に基づきまして、町民誰もが心身ともに健康で安心して暮らすことのできる地域社会の実現

のため、今年度から生活習慣病の予防対策を重点的に展開してまいります。この計画の２つの

柱として、生活習慣病重症化予防対策と未受診者対策をメインとしてございます。実施体制と

いたしましては、ことしの４月１日に成人保健全般を担当する健康推進グループを立ち上げま

した。このグループには保健師３名、事務主査１名と臨時管理栄養士１名の５名体制で生活習

慣病対策を実施していくほか、町民課の国保グループ、それと町立病院と連携して生活習慣病

の対応をしてまいります。 

それでは、詳細につきましては、健康推進グループの保健師である打田主査のほうからご説

明申し上げます。 

○議長（堀部登志雄君） 打田健康福祉課主査どうぞ。 

○健康福祉課主査（打田千絵子君） まず、こちら資料３をもとにご説明したいと思います。

１ページですけれども、この生活習慣病対策実施計画の目的としましては、特定健康審査の受

診率の向上や特定保健指導の拡充を図り、生活習慣病や介護の予防対策を重点的に展開するこ

とになっています。具体的には３年間で 2,000 人の保健指導を行うことになっております。 

 次、２ページです。基本的な考え方としましては、３連携の考え方をもとにこの計画を立て

ましたけれども、この計画の期間としましては平成23年度から25年度の３年間としています。

保健指導実施数及び目標値については３の表のとおりです。ただ、23 年度につきましては、今

西課長のほうからご説明がありました。現在健康推進グループ５名体制なのですが、８月１日

付けで保健師を採用する予定で、今いろいろ動いているのですが、その保健師が採用されたこ

とを前提にした目標数になっていますので、もし採用がされなければ、この目標は修正が必要

になってくることになります。今年度につきましては、特定保健指導の目標数が 120 名、未受

診者対策が 300 名、重症化予防対策 180 名の合計 600 人となっております。24 年度は 700 人、

25 年度も 700 人ということで、３年間で 2,000 人という目標になっております。ちなみに、過

去の実績なのですが、数字の訂正をお願いいたします。21 年度の特定保健指導は 96 名になっ

ていますが 95 名です。22 年度の特定保健指導は 104 名になっておりますが 87 名です。したが

いまして合計のほうも変わってきまして、21 年度は 111 名ではなく 110 名。22 年度は 143 名で

はなく 126 名になりますので、修正をお願いいたします。 

 次、３ページになります。国保特定健診の対象者の目標値が表 1 に記載されています。今年

度 23 年度の被保険者数は 5,146 名なのですが、受診者数の目標を 1,300 人としております。５
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番目の計画の点検、見直しなのですが、一応３カ年の計画にはなっていますが、毎年同じこと

をするのですが、その年の実績をもとに細かい修正をしていくということで、点検、見直しを

していくということになっております。 

 ４ページですけれども、過去３カ年の保健指導実績になっております。これは特定健診が始

まった平成 20 年度からの統計になっておりますが、平成 22 年度の保健指導実績はこのグラフ

のとおり急激に増加しております。これはやはり成人の部分での結果説明会や事後教室などで

の実績が含まれております。 

 ５ページ目にいきます。平成 23 年度白老町健康推進戦略基本方針の２つの事業の柱としまし

て、生活習慣病重症化予防対策と未受診者対策を上げました。 

 次、６ページにいきます。なぜこの２つの事業を選択したかという理由を述べたいと思いま

す。生活習慣病重症化予防対策としましては、早期から生活習慣病の改善に取り組むことによ

り、重症化や合併症の発症をおくらせる結果、生活の維持向上を図るとともに医療費の伸びの

抑制を実現することが可能となります。具体的には受診勧奨者とデータ不良者を対象とします。

未受診者対策としましては、特定健診への受診勧奨を行って受診率の向上につなげることで、

生活習慣病を早期に発見、指導することができ、その予防を図ることができるということです。 

 ７ページにいきます。それぞれの対策の事業目標になります。生活習慣病重症化予防対策の

目標１としましては、保健指導数、年間 300 人。目標２として、保健指導による改善率 30％を

目指します。未受診者対策の目標１としましては、健診受診数、年間 1,300 人を達成する。目

標２として、未受診者への個別勧奨、年間 300 人を目指します。 

 次、８ページです。左側の印刷が黒くて見づらいかもしれませんが、具体的な取り組みです。

生活習慣病重症化予防対策につきましては、まず健診結果分析と個々の実態調査による戦略策

定、その後重症化予防のための個別保健指導、ハイリスクアプローチの指導です。健康波及効

果を生む継続的な集団保健指導、ポピュレーションアプローチをします。右のほうにはもっと

具体的な内容が記載されております。町民課で現在申請を上げています国保ヘルスアップ事業

経費、これは今後補正予定なのですが、そちらの予算を使わせていただくことになります。 

 次、９ページです。未受診者対策の具体的な取り組みとしましては、地区調査と戦略策定、

継続受診率の向上と新規受診者開拓、健診の必要性を伝える地道な継続的活動としまして、具

体的な内容としまして右側に書いてある内容となっております。こちらも町民課のほうで現在

補助事業を申請しております、国保保険事業の事業経費を使わせていただくことになります。 

 最後に、10 ページになります。年間スケジュールとしましては、もう４月から具体的にいろ

いろ動いておりまして、未受診者への個別勧奨訪問と先週から総合健診が始まっておりまして、

１日まで行っているのですが、今回会場を１カ所ふやしております。この文字を太文字にした

り、網かけにしたりしているところは、特に力を入れる対策になっております。夏ごろに生活

習慣病重症化予防訪問を実施、11 月に秋の総合健診を実施します。今まではこの時期にしか総

合健診を行っていなかったのですが、今回秋にも実施することになりました。それに向けまし

て、10 月に未受診者への個別勧奨訪問を実施する予定となっております。健診の後には事後指
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導として、いろいろな保健事業を展開する予定となっております。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 全部の説明終わりましたね。健康福祉課と町民課のほうから説明が

ございました。何か分からない点とか、質問等ございましたらどうぞ。 

３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 説明どうもありがとうございました。この生活習慣病対策実施計画と

か、保健・医療・福祉施策推進方針とか、内容は読ませていただいて、きちんとでき上がって

いるのですけれども、私個人のことなのですけれども、昨年健康診断をしまして、８月の末に

どこも悪くないということで、そのような形でメタボにもなっていないし、どこも悪くないと

いうことだったのですが、10 月に胆のうが悪くて、癒着していまして手術しまして、また１月

にもあちらこちら悪くなっているということで倒れて緊急入院いたしましたけれども、実際に

私健康診断をやって、そのときになんともないと言われて、その後そのような状態になったと

きに、多くの町民の方々同じ疑問を感じていると思うのですが、健康診断に行って引っかから

ないのだと。ところがその後いろいろなものが出てくると。私、何回か健康診断に行っていて、

実際に私の太さでなぜメタボにならないのか不思議なくらい、もう少し、ただ数字だけでやる

のではなくて、このような検診もしてみてはいかがですかとか、案内いただいたときの手紙に

一言あってくれてもいいのかなと。体重とか身長を見たら大体わかりますね。細かい数字以前

の問題として、何かそのような言葉がもう少しあってもいいのかなと。淋しく思っていたこと

があったのですけれども、その辺どうなのでしょうか。 

○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） 健康診断を受けていただいて、とりあえずは問題なかったと

いうことでしたけれども、結果的に病気が出て手術もされたということなのですが、基本的に

その診断の中では、数値上は健康な数値のラインというのがあります。そのラインに入ってい

らっしゃったのですが、健康ですので急に悪くなるということもあるので、もちろん、その健

診の結果異常はなかったにせよ、やはり、そのようなケースになるということは絶対にないと

いうことはないものですから。ただ、今言ったように、そのような方で健診にチェックされた

後、問題なかった方も、今回、俗にいうメタボの方が、特定保健指導するのですが、それに漏

れたとしても、当然予備軍という方も実際いらっしゃるのです。数値は正常値に入っているの

だけれど、結構いろいろな面でほかの数値が高いだとか、そのような方についても特定保健指

導ではないのですが、戸別訪問して、そのような方のデータを見ながら、あなたの場合はこの

ような形のほうが、例えば運動をしたほうがいいだとか。戸別訪問しながら、健康診断で問題

なかった方も含めて保健指導をしていかなければいけないということで、今回、特定保健指導

のほかに重症化予防というのでしょうか、いろいろな病気にならなかった方も病気になる可能

性もあるし、また、実際に病気になっていて、うまくコントロールできなくて、高血圧から透

析になるという方もいらっしゃるので、そのような方も事前にこちらのほうでチェエクしなが

ら、どのようにしているか含めて、戸別訪問しながら、その方との対話を通して健康を守って

いくという。やはり、個人の方も当然でしょうけれども、行政のほうもそのような形で、保健
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師が実際にお話を聞きながら、その方の不安だとか疑問点も含めて、きちんとした保健指導す

ることによって、病気を改善して健康な生活をおくれるようにということを今回計画しており

ますので、たまたま議員がそのような形になったというのは大変残念だったのですが、今後そ

のような方々も含めて対応していかなければいけないと思っておりますので、そのような対応

はしていきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） ９番、斎藤征信議員。 

○９番（斎藤征信君） ３連携事業で今まで大事だと言われてきたのが、健診率を高め、そし

て医療費を下げていくというところに一番の眼目があったのではないかというふうに思うので

すが、今の話を伺っていまして、白老町の医療費が伸びていっているのは、これはやむを得な

いと考えて、３％から 1.5％の伸びに抑えるのだと。延びていくのだから少しでも抑えようと

いうその気持ちはよくわかるのですが、何かの目安で考えるとすれば、全道の伸びと比べてみ

てどうなのか。全道よりも白老の伸びというのが 1.5％に抑えたとしても、まだそれ以上に高

いわけですね。伸びが早いのですね。このあたり、やはり我々が目指すべきものというのは、

１つの目安というのは、全道よりも下げていくのだという、そのような観点がなければならな

いと思うのですが、その辺の考え方というのは甘くないかということ。だけれども伸びていく

のだからしようがないと言ってしまえばそれまでなのですが。その辺の考え方を聞きたいとい

うのが一つ。 

 それから、２つ目なのですが、３年間で健診を 2,000 人に目標をおくと。見ますと 21 年度で

953 人、22 年で 1,080 人。そしてその後 23 年、24 年、25 年度の３年間で 2,000 人に近づけて

いくという意味だろうなというふうに読むわけですけれども、この３年間に倍化する。今大体

1,000 人くらいの健診のところ３年間に倍にすると言ってしまえば、数字の上では簡単かもし

れないけれど、すごい手段がなければ倍にはならないだろうなという気がするのです。だけれ

ども、ここが一番大事なところで、その手段、2,000 人にする手段というのはいったいどのよ

うなことなのかと、どのようなものをもっているのかということをお聞きしたいなと。 

 ３つ目なのですが、私、きのう特定健診に行ってきたのです。お陰様で全部やってきました。

朝９時に行って１時間半くらい待たされて、全部終わって２時間半くらいかかったという、白

老で頼んだらいっぱいになっていて、仕方がないからきのう萩野へ行った。萩野へ行ったら萩

野もいっぱいですよという話をしていた。1,000 人そこそこで、このような状況にありながら、

2,000 人を目標にすると言ったときに、そのような今の体制ではやっていけないだろうなと。

そのあたりを根本的に変えていかなければ、健診率は上がっていかないだろうなというような

気がするのですが、その辺の対策というのがあるかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 一人当たり医療費が白老町の場合は伸びているということで、３

年間で３％を超える伸びですよと。それで、お配りしている資料４を見ていただければ、先ほ

ど齊藤議員が言われていた、北海道の伸びよりまだ伸びている数字で目標値を推計しているの

ではないかということなのですけれども、北海道についても、中段に最近３カ年の実績を掲げ
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ておりますけれども、北海道のほうは前年度比２％強の医療費の伸びを一人当たりしておりま

す。白老町は３％中くらいですので、北海道の伸び率よりさらに抑えて 1.5 で医療費の抑制を

した中で目標を設定している状況であります。ただ、スタートしている一人当たりの費用が、

既に白老町は全道平均よりかなり高いものですから、25 年度で見ていただくと、資料４のほう

で北海道の前年度の伸びが中段のところに、北海道の最近３カ年の実績ということで、20 年か

ら 22 年度まで最近３カ年の伸び率を出しております。北海道の平均につきましても２％強です。 

○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） それでは、２点目、３点目関連ありますので、今回議員が健

診受けられて、大変人数が多くて大盛況だったということで、我々としては大変ありがたいこ

とだと思うのですが、ただ、キャパシティの問題もあって、これ以上大丈夫なのかということ

もあったので、秋もこのような健診を実施します。ですので、今回漏れた方については当然、

秋のほうですくい上げますし、そしてそこにも漏れた方については、町立病院含めて各医療機

関で個別健診もしていただくことができるようになっていますので、充分キャパシティは対応

できるようになってございますので、そこら辺はご理解いただければと思います。 

 そのほかに、先ほど受診者数は 2,000 人大丈夫かということなのですが、このために今言っ

た重症化の予防と、未受診者、受けなかった方はどうして受けなかったのかも含めて、戸別訪

問して、今度は受けてくださいと。実際これをローテーションでやっていきますので、３年後

にはその成果として 2,000 人、間違いなく達成するように我々はやっていこうと思っています

ので、そこら辺は十分こちらのほうで責任を持ってやっていこうと思っていますので、間違い

なく、ご心配されていることはよくわかるのですが、今までできなかったことを実施していき

ますので、そのために、やっていくことによって、皆さんの健康は確実に上昇していくものだ

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 資料提出いただいて、実施計画具体的にわかりますけれども、２点ほ

どお聞きしたいのですが。先ほどの説明あった中で、生活習慣予防対策の充実、強化の中で、

保健師や栄養士で構成する専門部署を設けて生活習慣病予防対策しますということで、５名で

健康推進グループ、８月に保健師１名採用します。この３で説明があったのだけれど、実際に

今までの体制と、５名体制で職員を採用してまでやって、どういうふうに変わって、どう効果

がされたか。多分混ざっていると思うのだけれど、それわかるように言ってくれませんか。 

 新しい組織ができたことによって、我々町民に何のメリットがあって、何が改善されて、健

康増進なのかということを、以前はこうだったけれど、これからこうなるのだとか。そういう

ことについて、何か説明を聞いているとわからないのです。 

 もう一つあるのですが、それと病院の関係でお聞きしたいのですが、今回も資料３に町立病

院いろいろ取り組みをやりますということ、この中で、いつも言われているのですが在宅介護

します。高齢者を介護する在宅介護といっているのですが、一般質問でも話していますが、今
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回、どういう流れで病院でやるのかとか、現実にどういう形でやるのか、やっているのか。ど

ういう体制でやっているのか。その辺を現実的に、今の対応をお知らせ願いたいと思います。 

○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） １点目の件でございますけれども、実は昨年までは母子成年

保健グループということで保健師がいたわけなのですが、母子も含めて、要するに乳幼児健診

だとか、子供の虐待含めて、それと成人、両方を母子成年保健グループが一緒くたでやってい

たわけなのです。なので、実際本当は、成人の医療費含めて保健指導、特定保健指導はしてい

るのですが、未受診者対策だとか、メタボの予備軍、そのような人のほうまで手が回らなかっ

たのです。それを分けて、母子は障がいのほうにつけて、成人保健全般を今回健康推進グルー

プ一手にやるようにしたものですから、その中で今回、未受診者対策と重症化の予防対策を特

に重点的にやろうと。そして、そのようなことをすることによって３連携でいっている町民の

健康増進とそれに伴って医療費のほうの抑制につながっていくという体制にしてございます。

以上です。 

○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） 病院の在宅介護にどのような役割をしているのかという質問か

と思いますが、病院で行っている老健事業については説明する必要もないかと思いますが、こ

この３連携の中で一番求められているのは、在宅で医療も必要だし、介護も必要だし、必要な

人を病院では何をしているのかと、その辺のところが一番関心がおありなのかと思っています。

具体的に、一つはいわゆる訪問診療の形になってくると思います。訪問診療することによって、

在宅看護をしている方のバックアップをするという形になってきます。残念ながら、今常勤医

師が３名ということで、なかなかやりきれていないところがございますが、近年でもがんの末

期の方の訪問診療を何件かやっております。ただ、現在やっておりませんけれども、こういっ

たことも含めて、当然常勤の医師がふえてくれば、そういったこともどんどんできてくると、

そういった形でバックアップすることで、在宅介護を支援していくという形で町立病院の役割

を果たしていきたいと。このように考えております。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 今グループのほうでお話ししているけれど、包括支援センターにもケ

アマネジャーがいたり保健師がいたり、社会福祉士がいますけれども、この今いっているグル

ープと総括支援センターとの連携というか、包括支援センターのいろいろな役割がありますね、

その部分との役割分担というか連携というか、その辺の組織としての組み方と、それによる相

乗効果というのはどのように出てくるのかと思うのです。逆に包括支援センターでやっている

ことが別な人がやっているようなのだけれど、それは一つの組織の中で効率的に運営できるの

かできないのか、その辺どうのうなのですか。その辺を、逆に今組織をつくった段階で議論さ

れて、よりよい相乗効果がいいと思うからこちらになったのだと思うのだけれど、その辺は実

際どうなのですか。その点は、丸山事務長が言ったのは。我々、今高齢者の政策研究会をやっ

ているのだけれど、本当に在宅看護は必要なのです。今の体制であれば、先生がふえなければ
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今の体制はできないということで認識してもいいということですか。その辺だけお願いします。 

○議長（堀部登志雄君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 地域包括支援センターとの関連でございます。基本的に地

域包括支援センター、高齢者の関係の総括的な相談業務を賄っておりますが、今計画の中でう

たっている項目につきましては、情報収集という形で地域包括支援センターにある情報につき

ましては、当然うちのほうの包括から、健康推進グループのほうへの情報というのも提供させ

ていただくことになりますので、その方の家族構成とか、いろいろ認定者であれば病歴とか、

そのようなものも当然情報としては押さえておりますので、その辺については連携を取りなが

らやっていこうという考えではおります。 

○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） 基本的な認識はそのとおりで結構かと思います。ただ、そうは

言っても、医師が少ない中でも、特に院長には過重な負担を強いておりますけれども、院長の

ほうにはお願いをして、どうしても診なければいけないという方については対応させていただ

いていると、こういう状態になっております。 

○議長（堀部登志雄君） ほかありませんか。なければ、きょうの全員協議会はこの辺で終わ

らせていただきたいと思いますが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎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了させていただきます。 

（午後 ２時４２分） 


