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（２）第３期まちづくり計画基本計画の変更について 

＊産業・建設専門部会（８月24日開催） 

（質疑等１） 

観光・交流資源の充実・活用について、道の駅を中心に考えていくようになって

いるが、浦幌駅も寂しくなってきており、商店街も寂しくなってきているので、観

光的な部分で産業構想を考えていかなければならないと思うがどのように考えて

いますか。 

（回答１） 

新たな商工業の継承に向けた施策について、現在、やられている商売を継続する

ということと、新たな商売、地域の担い手というものを考えながら進めたいと考え

ています。観光の中に商業というものが出てきませんが、商業の振興につながると

いう部分では、色々考えていかなければならないと考えています。 

今後、事業等の具体的な実施計画の中で考えていきたいと思っているので、観光

商業の絡みの中でアイディアがあれば提案していただいて、汲み上げて行きたいと

思います。 

（質疑等２） 

空き家情報、空き家対策とあるが、生活環境の整備を図るというのは、具体的に

どういうことを計画していますか。 

（回答２） 

昨年、空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、全国各市町村等におい

ても、それらの政策について計画をもって進めるということになっています。空き

家対策は、本町においても防犯の観点から調査した経緯がありますが、空き家にお

ける侵入などがあります。また、従前から皆さんがお困りになっているのが、倒壊

しそうな屋根や通常の維持、管理がされていないような住宅が非常に目立っており、

その対策が全国各地で問題となっています。 

本町も、防犯上の空き家の住宅もさることながら、倉庫のようなものについても

今後調査をしながら、特に倒壊であるとか、周辺の住民に影響を与えるような建物

の所有者には、指導・勧告を行い、最終的には壊していただくよう、その措置を計

画的にやっていきたいということで、今回、後期計画の中に盛り込み、調査を踏ま

えながら、対策を講じていきたいと考えています。 

 

＊教育文化専門部会（８月25日開催） 

（質疑等１） 

子供たちの交流事業について、富山県氷見市の交流が今年から洋野町との交流に

なったが、子供達にどういうことを感じてほしいと考えているのか。 

（回答１） 

今回は、浦幌町から洋野町に訪問させていただき、来年度は受け入れということ

で考えています。今年度は、洋野町の風土、文化を学ぶことができたので、来年度
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以降改めて相互交流を主に子供たちの交流を図っていきたいと考えています。 

（質疑等２） 

文化協会加入団体は、会員の高齢化により生活的に苦しくなってきているという

こともありまして、団体維持が難しくなっている。そういうことも考えて皆さんに

お願いしたいのですが、伝統を残すという観点から、町全体としても文化活動やス

ポーツを残していくように協力をお願いしたいと思います。 

（回答２）  

教育委員会では、子供たちにさまざまな体験をさせるため、放課後居場所事業の

オーラポロ事業を行っています。伝統を子供たちに伝えていくことが一番大事なこ

とであり、やはり伝統を残すということは大切なことですので、文化協会とも手を

携えて、子供達に大切なものを引き継いでいきたいと考えています。 

（質疑等３） 

図書館の蔵書数は、現在77,000冊ですが平成32年度で80,000冊という目標となっ

ています。人口が減少する中、80,000冊に増やした蔵書について無駄にならないの

かと思います。また、現在の町民１人当たり６冊というのが妥当なのか妥当じゃな

いのかというのもありますが、最終的に負担にならないのかなと考えますが、どの

ように考えていますか。 

（回答３） 

目標冊数は80,000冊ということで準備を進めているところですが、図書館の中に

は古くなった本があり、そういった本の更新を図りながら進めていきたいと思いま

す。併せて図書館の事業として、中央公民館だけではなく、上浦幌、吉野、厚内の

公民館や学校もありますので、そういったところに出向いて本を子どもたちに提供

していきたいと考えております。 

 

総務専門部会（８月26日開催） 

（質疑等１） 

今回、特に情報化の推進という中で、策定当初の状況の情報化の推進の流れと随

分変わってきていると思います。ブロードバンドはもちろんですが、それに併せて

スマートフォンの使用率が高くなってきていますので、携帯電話という言葉だけが

いいのかという問題はありますが、携帯電話の電波がどこでも繋がる状態というも

のプラス公共的なwifi等を使えるような場所をもっとたくさん生み出す等、携帯電

話一般だけでなく、モバイル的な情報端末を快適に使えるような情報化の推進とい

う形も望ましいのではないかと思います。情報化の推進については、配信の現状を

含めた上での情報発信の許可ですとか、携帯電話のエリア拡大だけでなく、そうい

ったモバイル端末全般に係る文言を入れた方が良いのではないかという気がしま

す。 

せっかく５年の見直しがあるのであれば、ここでめまぐるしく変わるものに対し

てはその時代時代にあった、できれば先取りするような文言を使った方が良いので
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はないかと思います。 

（回答１） 

情報端末の関係は、部分的には今年の７月から教育文化センター、役場庁舎等の

公共施設内で、wifi機能を使うことができるように整備はしていますが、他の施設

の整備についても精査をさせていただきたいと思います。 

（質疑等２） 

マイナンバー制度の導入が始まりますが、国民年金機構の情報の流出もありまし

たし、個人情報やプライバシーの保護に関して、どのように考えていますか。 

（回答２） 

個人情報保護条例に基づきまして、個人の色々な情報については、出すことがで

きないということになっていますので、同じような取り扱いをしなければならない

と考えております。また、マイナンバー制度の施行に伴い関係条例等の整理を行い、

関係課や職員同士が連携を取って進めていきたいと考えております。 

（質疑等３） 

留真温泉に宿泊施設がないということで、色々な方から質問を受けますが、宿泊

施設の整備についてどのようになっていますか。 

（回答３） 

本日の総務専門部会の所管ではないため、担当課に確認して回答できるようにし

たいと思いますので、ご理解願います。 

 

福祉専門部会（８月28日開催） 

（質疑等１） 

特定検診の率について、増やさなければいけないと思いますが、国が65％を60％

に引き下げたので、地方も引き下げたのですか。 

（回答１） 

国が当初、65％に設定しましたが、他の被保険者の方の受診率が、国が目標を立

てた65％まで届いていかないという部分があったので、65％から60％へ受診率を引

き下げたところであります。 

（質疑等２） 

特定検診の受診の機会を増やすというのは、大きな課題であるのは間違いないの

ですが、受診の機会を増やすというのが重要だと思います。死ぬまで介護保険と医

療保険のお世話にならないで、掛け金が掛け捨てで終わる人生が最高だと思います

し、結局、国や地方の医療財政や介護財政に寄与することになります。 

自分の健康に診療費のお世話にならないで、自己負担でやっている人には、何か

インセンティブがなければ不公平な部分があるということで、2016年度予算に厚生

労働省が、自分で売薬を買った金額の１万円を超える額を所得控除し、そして、診

療を保険医療ではなくやっている人については、何らかの恩恵を与えてあげようと

いうことで、税制改正の法案に入っているそうです。 
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地方の段階でも、努力して保険をほとんど使っていない方は調べればわかる訳で

すから、医療保険にも介護保険にもお世話になってない方には、何かご褒美を与え

ていただきたいと思います。 

また、特定健康診断は１回といわず、春、夏、秋、と１回ずつと機会を増やすと

いうことはできないでしょうか。受診強調月間・強調週間でもいいからそんなもの

を設けて、町の広報車を使ってご案内をすることを検討していただけないか感じて

いるところであります。 

（回答２） 

本町の場合は、病院に掛かった時には、かなり病気が進行しているというのが町

民の特性だと聞いております。そういった事態にならないためにも、やはり早期か

ら受診し、予防して、早期発見という形になりますとそれだけ医療費がかからなく

なる、病気も早く回復していくということになります。 

特定検診の受診につきましては、保健福祉課で集団検診というものを行っており

ます。集団検診については、各医療機関と委託契約を結びながら、集団検診以外に

も、各医療機関で特定検診を受けられるというような方策をとっておりますので、

町民の方々がそれぞれ受けやすい時に受けられるような体制になっています。 

また、各対象者に対して、個別に葉書通知、受診の勧奨を行っているところであ

ります。 

（質疑等３） 

３月までは、町立診療所と一般医院が一箇所ありましたが、一般医院が閉鎖にな

ったのでやむを得ず町立診療所が一箇所となっています。通院バスで便宜を図って

いますが、町立診療所をもう一箇所、街中でないところに規模は大きくなくてもい

いですが建ててほしいと思います。後期計画の最後の年になるまででもいいですか

ら、実現できないものでしょうか。 

（回答３） 

ひとつの医療機関を設けるということになりますと、そこにかかる建設費、維持

経費というようなものが加算されますので、町の財政に対しましても、中期的、長

期的な計画の中で考えていかなければならないと思います。確かに浦幌町の医療の

提供というものにつきましては、重要な課題と思いますが、既存の施設の中で、そ

して、受診率の向上も既存の施設の中で叶えていくというところでご理解いただけ

ればと思います。 

（質疑等４） 

町立診療所が複数体制になって、二箇所体制を初めから完璧なものでないにして

も、後期の５年の間に計画していけないものでしょうか。町立診療所は、一週間の

うち、ほとんど患者が来ていない日がありますが、どのようになっていますか。 

（回答４） 

現在、町立診療所は多田医院がなくなったということで、患者数につきましては、

今年の４月以降２割増しで、１日100人前後の患者があります。そのため待ち時間が
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非常に長くなっているという状況があり、受付をされた時に大体の自分の順番が来

る時間をお教えしまして、一度自宅に帰っていただいて、また改めて来ていただく

というようなことをしています。 

以前の所長が診療する水曜日は、受診者が比較的少ないですが、極端に少ない訳

ではなく、一日に40～50人は診察しています。 

また、患者さんが時間を調整して、終わる時間の方が空いているとか、この時間

が空いているというので、患者さんの来る時間が変わってきているというのが実態

であります。 

（質疑等５） 

第２・第４日曜日に病院が開いていますが、４月からどのくらいの受診がありま

すか。 

（回答５） 

月に２回、第２・第４が日曜診療ということで、10時～４時まで開院しています

が、平均すると20人弱で、大体14人～15人となっています。 

（質疑等６） 

医師一人体制を何とか二人体制以上に出来ないものでしょうか。 

（回答６） 

現在、町立診療所には常勤している榊原先生と多田医院の院長をされていた小野

寺悠太先生が月１回来ていただいているという状況で、常勤医と非常勤医、それと

土曜、日曜に非常勤の先生が来てくださるという状態で運営しております。 

国が地域医療構想というようなものを想定しまして、今後の日本の人口減少、ま

すます膨らむ医療費ということを考えながら、それぞれの地域における医療機関の

ベッド数の減少について考えておりまして、それに併せまして、各都道府県の地域

における医療機関をもう一度、将来的人口推計を見ながら、医療機関のベッド数を

見直していこうというような調整会議をしまして、調整をしていくということにな

ります。 

それぞれの地域の人口推計とか、長期的に見ながら、施設の設置、それから将来

における医療機関のあり方がどうなのかを考えていかなければならないと思いま

す。 

（質疑等７） 

榊原先生の比重が非常に重いのではないかと思います。今は健康で頑張っておら

れますが、比重が80～90％くらい榊原先生がやっていると思います。お医者さんを

いかに確保するか、週に１回きてもらうとか必要と思います。 

（回答７） 

榊原先生には一生懸命頑張っていただいておりまして、先生の負担も確かに大き

いと思います。その中で、医療従事者、医師、看護師も含めてですが、医療従事者

の確保というのは我々も常に危機感を感じており、今後、今いただいた意見を参考

にしながら、浦幌町の地域の医療体制をどのように転化していけばいいかという部
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分を考えていきたいと思っております。 

（質疑等８） 

地域包括支援センターについて、ネットワーク作りが地域ケア会議に置き換わっ

ていますが、地域ケア会議というのは具体的にどういうものなのでしょうか。どう

いう形で組織されるとか、任意に開かれるのか、何かあるのでしょうか。 

（回答８） 

地域ケア会議につきましては、平成27年度４月１日付けの介護保険法改正法に基

づきまして、町村事業として、包括的支援事業の中に浦幌地域包括支援センターを

中心といたしまして、地域の介護事業者に限らず、様々な事業者等と高齢者等の介

護予防に向けての会議を開くといった、組織づくりを今後進めていく、ということ

で今回の計画に載せております。開催時期につきましては現在のところは決まって

はおりませんけれども、今後そういった組織を立ち上げて高齢者の介護予防に取り

組んでいきたいと考えています。 

（質疑等９） 

地域支援事業の推進について、変更前の方は括弧の中の介護用事業、包括的支援

事業、任意事業を実施し、となっていますが、変更後は、任意事業の括弧が取れて

いるのは、何か意図しているものはあるのですか。 

（回答９） 

変更前については、一般高齢者及び特定高齢者、これは現在の介護保険法により

ますと名前が変わりまして、こういった名前がなくなったということになります。 

また、一般高齢者、特定高齢者、いわゆる65歳以上の方については、65歳以上で

要支援、要介護になる恐れのある方となっていますが、こういったことにならない

ようにする事業として考えますと、介護予防事業ということになります。 

それから、下の地域支援事業（介護予防事業、包括的支援事業、任意事業）、これ

らは一つの地域支援事業ということになります。地域支援事業のメニューとして３

つ、３年前の介護保険法では事業としてありましたけれども、今年の４月１日から

はこれを併せまして、介護予防日常生活支援総合事業という中に取り込まれました。 

簡単に申し上げますと、地域支援事業の介護予防日常生活支援事業につきまして

は、現在の介護予防の給付となっている要支援１・２になりそうな方々、先程言い

ました特定高齢者等になりますけれども、この方々に対する現在の介護保険上とし

ましては、介護予防給付という形で変えさせていただいて、訪問看護と福祉用具に

関してはそのまま給付に残りしまして、その他の訪問介護と通所介護等にかかる部

分が新しい事業として、介護予防日常生活支援事業の内容に取り込まれたというこ

とになります。その中で、法の改正によって、事業の枠組みが変わって、括弧がな

くなって取り込まれたところであります。 
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（質疑等10） 

任意事業とは、具体的にどのようなものなのですか。 

（回答10） 

任意事業は、家族の方々の支援事業を総合事業ということで実施おります。今後、

町として介護保険法の改正に伴いまして、介護予防に対する施策を進めてといった

ことを全体の高齢者福祉に対する事業計画の修正ということで考えています。 

（質疑等11） 

国から指定された仕事でないという意味で、市町村が任意にやることが出来ると

いう意味で任意事業ということですか。 

（回答11） 

任意事業というのは、家族給付等の適正化事業ですとか、家族介護支援事業、ま

たその他の事業の中で、国の方で任意事業のメニューというのは決まっていまして、

その中で地域に合わせて町がやることを考えてきたということになります。 

（質疑等12） 

高齢者福祉の中の現状と課題のところで、いっこうに増えないのは事業者の中の

介護の仕事をしてくれる人は全く増えていないことです。事業者の介護職員の確保

のための努力というのは、人口が減っている中でやる力量を超えている感じがしま

す。何か支援をして甘える訳ではないのだけれども、事業者への支援も現状と課題

のところに少し、載せてきてもいいのかなと思います。 

まずは事業所が考えなければならない課題だと思いますが、全国の介護事業とい

うことに関して言えば、なり手が非常に少ないという中、併せてタイアップして考

えていかなければならないと考えています。全国的な流れとして、介護職員だけで

はなく、看護師もそうでありますし、調理員ですとか、事業所に関わる職員のなり

手がなかなかないということが現実問題としてございます。そういうことで、町の

でも少し、このことにご理解いただきたい。事業所が責任を持って確保ということ

は当然のことながら、何か出来ないか少し考えていかなければならないことではあ

ります。 

事業者任せというには、あまりにも大きな問題だと思います。都会も地方も。一

事業者の責任で解決する問題だといって、ずっと放っておくというのは、いかがな

ものかなと思います。 

（回答12） 

浦幌町でも、同じように他の市町村でも大変だと思います。浦幌町では、看護師、

保健師、介護士がそれぞれ働く施設を持っていますが、そこのスタッフを確保する

というのも一苦労でございます。現にうちの保健師が一人減のまま進めている状態

ですが、なかなか、公募をかけても応募者が少ないというのが現状でございます。 

確かに地方も都市部も仕事の内容は変わらないですが、働く人の考えで都市部に

集中してしまう。なかなか公募をかけても人が来ない。都市部に人が集まるのでは

なく、地方に有資格者が来てくれるよう、解決策を探っていかなければならないと
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考えております。 

（質疑等13） 

雇用の部分なので福祉部会ではないのかもしれないが、看護師さんも保健師さん

も医療も福祉も担い手が少ないということであれば、方針として人材確保を進めて

いくというものが入ってもいいのかなと思います。 

仕事の全体像を見れば、社会支援に関わっている訳で、社会的支援に関わる大元

は、各行政な訳ですから原案になる時にぜひ挿入していただきたいと思います。 

（回答13） 

東京や札幌、十勝管内では帯広周辺に人が集まるという流れになっております。

これまで採用といった部分でも、呼びかけても応募が無いということもありますの

で、浦幌町の魅力を発信しながら、来ていただける方法とか、呼びかけについても

検討しなければならないことであります。 

今、たたき台ということで、基本計画の変更について審議いただきましたが、ま

ちづくり政策課と保健福祉課、また他の課も関わることもありますので、その中で

どういった情報の共有の仕方があるのか、それから表現の仕方があるのかについて

お時間をいただきたいと思います。 

（質疑等14） 

全体に関わる、施設に関わる職員の確保というのを雇用の中に具体的な文言とし

て、重点プロジェクトの中にも入れていただくと、もっと強いイメージ、響きが出

てくるという気がします。 

（回答14） 

重点プロジョクトにつきましては、居住環境の整備、雇用、子育て環境の充実と

いうことで、３つ掲げながら前期のプロジェクトの中で進めてまいりました。介護

関係の職員の不足というのは、本町だけではなく、日本全国の問題であり、各町村

や都道府県でも取り組んでいる内容でありますので、先進的なものを調査研究する

時間をいただきたいと思います。 

 


