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第１１回産業福祉常任委員会会議録 

平成２２年１１月１８日（火） 

    開 会     午前  ９時３２分 

    閉 会     午前 １０時１７分 

 

 
○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●保健福祉課 

  ①平成２２年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

  ②診療所医療機器の更新について 

 ●産業課 

  ①農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業について 

  ②オートキャンプ場及び江南パークゴルフ場の利用状況について 

  ③清里町地域振興券交付事業について 

２．意見書の検討について 

  ①政府のＥＰＡ基本方針策定に関する意見書（案） 

  ②大幅増員と夜勤改善で安全安心の医療・介護を求める意見書（案） 

  ③地域医療と国立病院の充実を求める意見書（案） 

  ④国土交通省「北海道局」の存続要望に関する意見書（案） 

３．次回委員会の開催について 

４．その他 

 

 
○出席委員（７名） 

    委員長  澤 田 伸 幸        副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  加 藤 健 次        委  員  田 中   誠  

       委 員  藤 田 春 男    委  員  細 矢 定 雄 

委 員  中 西 安 次         

 

 
○欠席委員 

    議 長  村 尾 富 造 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■保健福祉課長     柏木 繁延    ■保健Ｇ主幹      岡崎  亨 

 ■保健師長       太田富士子    ■産業課長       斉藤 敏美 

 ■商工観光・林政Ｇ総括主査 進藤 和久    ■商工観光・林政Ｇ主任 高橋 秀典 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  宇 野   充 

    主  任  鈴 木 由美子 

 

  

 ●開会の宣告 

 

○委員長 

 それでは、第１１回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

  

 

○委員長 

 町からの協議・報告事項ということで、保健福祉課より２点ございますので順次お願いします。 

 

○保健福祉課長 

 それでは保健福祉課より１点目が２２年度の保健福祉課関連の補正予算の関係の説明でござい

ます。過半開催されました常任委員会におきまして、幼児、児童生徒、高齢者に対するインフル

エンザ予防接種についての支援についてご説明をさせて頂いたところであります。合わせまして、

今回、現在国会でも審議中でありますヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワク

チンについても国会の補正予算の可決の有無に関わらず、子供達の命と健康を守ることを、さら

には子育て支援に関わる経済的支援の見地から今回補正予算措置を行うものであります。ご案内

のとおり、予防接種につきましては参考資料を配布させて頂いたところでございますが、予防接

種につきましては三種混合ワクチン、風疹麻疹ワクチン、ＢＣＧワクチン、ポリオワクチンこの

様に期間内に無料で接種できる定期接種のワクチン。それと今回、補正措置をお願いする任意接

種ワクチンがあります。任意接種ワクチンにつきましては、接種すれば予防ができるワクチンで

ありますが、全額自己負担のためか接種率はかなり低いと言われております。実際、本町におい

ても任意接種のため具体的な数字は把握できませんが、低いと言わざるを得ません。ヒブ感染症

につきましては、喉の奥から菌が入り、脳を包む髄膜や肺などの炎症を起こします。いわゆる髄

膜炎、肺炎であり、死に至る場合もあるということであります。肺炎球菌につきましても、髄膜

炎、肺炎にかかる菌であります。肺炎球菌やヒブの菌が簡単に子どもたちの免疫システムを通り

抜けて、細菌性髄膜炎や敗血症などの重大な病気を起こしやすいと言われております。子宮頸が

んにつきましては、女性の特有のがんでありましが子宮頸がんワクチンは、がんを予防できる唯

一のワクチンといわれております。これらの他、任意接種にはおたふく、水ぼうそう、Ｂ型肝炎

等がありますが順次接種に関わる支援を行っていくよう、今後所管委員会への協議を考えており

ますので、よろしくお願いいたします。詳細につきましては、主幹より説明申し上げます。 

 

○保健Ｇ主幹 

 それでは、私の方から補正予算の概要についてご説明をさせて頂きたいと思います。資料の２

ページをご覧下さい。歳出といたしまして、衛生費の予防費、事業としては各種予防接種事業と



 

- 3 -

いう形の中で、今回補正をさせて頂きたいということで考えております。中身につきましては、

只今保健福祉課長の説明にありましたとおり、新たな３種類のワクチンに対する接種費用を全額

助成。さらには、新型インフルエンザに関するところの増額の補正ということで考えております。

最初に（１）といたしまして、子宮頸がんの予防ワクチン接種事業とあります。対象者は、中学

１年生から中学３年生、現在の中学１年生から中学３年生でございます。６０人おられます。１

回当りの接種費用が１万５,７５０円、これに６０人を掛けて合計で３回接種が必要な訳でありま

すけども、２２年度中に接種が可能な回数は２回という形になります。この２回分を見越しまし

て、１８９万円という予算を計上してございます。小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、対

象者が０歳から４歳までということで、具体的には生後２ヶ月から５歳未満、接種時現在で５歳

未満という形の中で進めたいと考えております。このワクチンにつきましては、接種時期により

まして接種回数が１回から４回までに分かれるという形の中で、積算の内容といたしましては１

回当り１万５００円掛けることの延べ人数２２９人ということで、２４０万５千円を補正したい

という形で計上してございます。ヒブワクチンの接種事業、これにつきましても小児用肺炎球菌

ワクチンと同じ様に対象者は生後２ヶ月から接種時現在５歳未満という形の中で定めて参りた

い。積算の内容といたしましては、これも接種回数が時期によって変わるものですから、１回目

については８,４００円×延べ人数５８人。２回目以降は６,３００円×延べ人数３６人ということ

で１５５万４千円を計上してございます。新型インフルエンザ、これにつきましては前回１０月

２６日の委員会で説明させて頂きましたとおり、現在は規定予算の中で進んでおりますけれども、

不足部分に係るところの今回増額ということで、接種委託業務につきましては２６８万５千円の

増額補正を計上してございます。また扶助費につきましては、扶助費と言いますのは、業務委託

されていない医療機関で接種を受けて、個人に対する接種費用の扶助ということで、延べ人数１

９０人分７０万円を今回計上させて頂きたいというふうに考えてございます。合計いたしますと、

９２３万４千円の補正という形でございます。また、財源につきましても現在のところ全額一般

財源という形で考えておりますけれども、前段保健福祉課長の説明にありましたとおり現在国に

おいて新たな３つの事業のワクチンの国庫補助について検討されていると。その後、厚生労働の

助成に対する実施要領などが示されると思います。そうなった暁には、歳入の部分の補正をさせ

て頂きたいというふうに考えているところです。以上、簡単でありますけれども説明とさせて頂

きます。 

 

○委員長 

 補正予算の中の各種予防接種事業についての説明でございましたが、皆さんご意見ございませ

んか。 

 

○加藤委員 

 確認をしておきたいのですが、例えば子宮頸がんの関係で中学１年から中学３年全員というこ

とで、２２年度内に２回と。それでワクチンは３回接種しなければならないですよとなった場合

に、現在の３年生は高校生になる。その時の対応や状態はどのように捉えているのか。或いは同

時にこのヒブワクチンの関係のこの４歳児の部分の問題もある。その辺の問題をどのように処理

しようとしているのですか。確認をしておきたい。 
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○保健福祉課長 

 子宮頸がんワクチンの現在の中学校３年生の対応でございますが、これにつきましては２３年

度予算で高校１年生と言いますか、中学校を卒業した３年生についても２３年度の予算で３回目

の接種を受けて頂くというように考えております。それから、４歳児以上の子供達の関係でござ

いますが、これにつきましてはワクチンの接種有効期間というのがございますので４歳を超える

と免疫の効果は続いています。今、任意で接種をされている方もいらっしゃいますので、それに

つきましては予算の措置をするということは考えておりません。 

 

○加藤委員 

 これらの事業というのはタイミングで対象者が微妙に変わるので、特に子供達などの部分につ

いては最善の方法の検討を要望しておきたいと思います。それと同時に、新型インフルエンザが

拡大して予算を付けて行くという形になっている訳ですが、この低所得者の具体的内容は現状と

同じなのか、その辺についてもちょっと確認しておきたいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 低所得者につきましては、住民税の非課税世帯というふうに変わりございません。それと生活

保護世帯が対象となります。 

 

○委員長 

 その他ございませんか。 

 

○中西委員 

 今回のこの補正８５３万４千円は、ほかの町村もこのような形で同じようにやっているのかど

うなのかお聞きしたい。 

 

○保健福祉課長 

 具体的な町村名については把握しておりませんが、北海道庁或いは網走、オホーツク総合振興

局レベルでの情報によりますと、インフルエンザの関係、ヒブワクチンの関係、それから肺炎球

菌、子宮頸がんでは公費負担を検討するというふうな情報が入っているのは、網走管内でヒブワ

クチンでは６町村、肺炎球菌ワクチンでは３市町村、子宮頸がんワクチンについては２市町村 

が検討をするというようなことで、全道的には国が今、補正でこの関係審議しておりますので、

国も奨励しているということですので、今後２３年度以降は公費負担の町村は多くなって来ると

いうふうに考えております。以上です。 

 

○中西委員 

 予防接種とか一番大事なことを一般財源から清里は出してやるということなんですけども、こ

れは国の補助が出ても出なくてもやるっていうことで、２３年度についてもこの予防接種、今の

少子高齢化の時代の子供達をきちっと育てるということでは大事なことなので、きちっとやって

欲しい。それと尚かつ町長先頭に国に対しても、きちっと国庫補助でやってもらうよう要求を上

げて行かなかったら地方財政というのは益々厳しくなって来る。どんどん町長を先頭に国に対し
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て申し上げて行かないと駄目だと思うんですね。これ、補助が出ても出なくてもとりあえず清里

は９百何十万を使って予防接種をするということですね。 

 

○保健福祉課長 

 中西委員のおっしゃるとおり、国の補正が通る通らないに関わらず町単独で行っていくという

ことでございますし、２３年度以降も予算化させて頂くというふうに考えてございます。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

 

○中西委員 

 はい。 

 

○勝又委員 

 今回、補正っていう部分ではいわば臨時的な感じになって、やっぱり心配するのは恒久的な対

応の部分で、先程の残りの１回はというのもありますけれども、そしたら次に中学１年に入って

来る人もいる訳ですから、そういう部分も将来的に長い目で見た形の中で恒久的に接種を受けて

行けるような状況っていうのを作って頂きたいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 今回、子宮頸がんワクチンについても今回は過渡的な状況でございますので、これぐらいの予

算がかかりますが、それ以降は若干下がった形になりますので恒久的に実施して行きたいと考え

ておりますし、他のおたふくですとか水ぼうそうなどの任意接種ワクチンがございますので、こ

れについても枠を入れた形で対応して行きたいと、予算を入れて行きたいと思いますのでご理解

頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 次に２番目、診療所医療機器の更新についての説明をお願いします。 

 

○保健福祉課長 

診療所の医療機器の更新について説明させて頂きます。前回の常任委員会におきまして、概略

及び考え方の説明をいたしたところでありますが、診療所医療機器、具体的には内視鏡の更新に

つきましてのシステム構成について出来上がって参りましたので、資料を基に説明させて頂きた

いと思います。更新の理由につきましては前回もご報告したとおりでありまして、現有の医療機

器の更新を行って参るということであります。システム構成でありますが、次のページのシステ

ム構成図と併せてご覧頂きたいと思いますが、（１）（２）の光源装置とプロセッサーにつきま

しては不離一体の装置であり、白色光を対象物に照射してＣＣＤカメラがとらえ、見やすい画像

を選択して新たな画像を再構築する機能を持っています。スコープについては（３）（４）（５）

と鼻と口と下からの３種類であります。（６）はモニターであり画像を確認します。（７）はプ

リンターであり画像を印刷します。（８）はシステムカートであり、モニター・プリンター・プ
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ロセッサー等を収納します。２として内視鏡洗浄機であり、専用薬剤により滅菌、消毒、洗浄を

行います。1 回当たり２０分弱の洗浄時間だそうです。３としては昇降・移動が可能な電動診察

台です。４は電子カルテ画像読込・読取システムであり、カルテに画像を保存して、継続的な診

療に使用するものであります。これら一体的なシステムの更新を行って参ります。現在、事務的

に作業を進めております。更新経費について最終確定まで若干の時間を要しますが、概ね２千万

円を少し切る予算計上となるかと思います。１２月定例会での補正措置すべく作業を進めており

ます。次回の常任委員会において、予算に関わる詳細を報告する予定でありますので、ご理解を

お願い申し上げます。以上で説明を終わります 

 

○委員長 

 只今の医療機器の更新の説明でございましたが、皆さんから意見を伺いたいと思います。 

 

○委員長 

 予算は１２月に出るということなんですか。 

 

○保健福祉課長 

 １２月１０日に常任委員会が予定されておりますので、その際詳細な予算について説明させて

頂きます。 

 

○細矢委員 

 この内視鏡関係はかなり技術的なものがあって、あそこの病院はとてもじゃないが悪いとか、

あそこの腕は良いとか色々ある訳です。だから、そういう面で医療機器更新することは賛成です

が、そのスタッフが町民が本当に安心して診察を受けれるというスタッフなのか。スタッフのこ

ともやっぱり私どもも心配しますので、その辺含めて対応して欲しいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 医療機器の更新については、現有の医師、職員がこれを使いこなせるということが前提になり

ますので、その辺の状況としては、もう既に医療法人がデモ機と言いますか、それを借りてスタ

ッフの練習、訓練なりを行っていると聞いておりますので、これが遊ぶような機械になってはな

らないということを注意して行きたいと思います。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

 

○委員長 

 無いようですので保健福祉課全体を通して何かありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 無いようですので終わりたいと思います。ご苦労様でした。 
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○委員長 

 産業課、町からの協議・報告事項ということで３件ございます。まず１点目からご説明お願い

します。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 まず５ページをお開き頂きたいと思います。本年度２件目になります、農商観工等異業種連携

事業化支援・雇用創出交付金事業についての説明をいたします。今回、申請のありました事業に

つきましては、地場産食材を活用した飲食店（軽食喫茶）の開業事業としまして、上斜里の中野

かずえさんからの申請でございまして、地場産小麦の春よ恋や食材を利用したケーキ、お菓子等

々その他コーヒーを提供する喫茶店を開業するものです。本事業の効果といたしましては、豊か

な食の宝庫であります清里町の食材を利用して、多くの方に安全で美味しい食品を提供すること

が出来る。また、情報交換の場、憩いの場として豊かな自然の景観を訪れる人々に清里町をピー

アールし、町の活性化を促すものと期待されます。なお、本事業の補助経費としましては設備費

等の額で限度額の３分の２の３００万円を補助するものです。この喫茶店につきましては、３月

オープンを目指して進めて参りたいということなので、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

○委員長 

 只今、農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出事業の説明でございました。皆さんからご

意見ありませんか。 

 

○中西委員 

 何歳ぐらいの方なんですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 ６２歳です。 

 

○加藤委員 

 特にこの問題については大いにやって頂きたく賛成しますが、ただこの事業そのものが今年度

で終了でしたか。この辺が、今後に向けてどういう返答をなされて行くのか。或いは結果的には

立ち上げるまでの努力、前回も言ったことがあるのですが、立ち上げるまでの努力で、結果的に

立ち上げてから実際にどういう努力をして運営されているのか、経過報告も非常に必要な部分で

ないかなと思う。とりあえずストップのかかった所はまだ無いですけども、例えばやってしまえ

ば、補助金が認可されればそれで終わってしまうのか。２年後にパンクしたとか、或いは不慮の

関係はともかく、意図的とは言わないけども、極端な話、色んなことでその後終わっちゃって次

のステップっていうのは、これも非常に大きな問題。ただ、こういうことをやってもらうことは

賛成ですし、大いに動いて頂きたいのですが、それらのことについても十分踏まえた中で、今後

の運用方法についても、今回で終わりというのではなくて考えて頂きたい。こういう意欲の沸く

ような環境っていうのをやっぱり作ってくれたと思うので。その辺産業課としてどのように捉え

て今後して行こうとしているのか。その辺についてお聞きしたい。 
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○産業課長 

 まず１点目のこの事業が今年で終了するのではないかということでございますが、加藤委員か

らおっしゃられました通り、この事業は平成２１年から平成２３年までの３年間の事業で、来年

もまだ続きますが、只今提案いたしましたような新規事業などに対する認定期間は本年度で終了

すると言う事でございます。今後の考え方でございますが、この２年間で５件認定して参りまし

て、その団体も積極的に取り組んでおられますので、今後もですね継続的に実績報告を頂きなが

ら更なる支援が出来ることがあれば支援して行くというような形を続けて行きたいと思っており

ます。それから今年で運用が切れる訳でございますが、清里町には例えば空き店舗なども出て来

てますので、それらの店舗の活用、また新たな雇用の創出などもありますので、２３年度中にこ

の要綱の見直しをしながら新たな農商観工の要綱等の制定も含めて、２３年度中に検討して参り

たいと、このように考えております。それから、補助金は出したけれども、何らかのことで辞め

られるということがあっても困るということでございますが、その通りだと思いまして、今回の

方につきましては、清里町の町民になられてからまだ期間が短いということもありますので、許

可設定の中に継続して事業をして頂くということを、事業を継続して３年以上行うことを条件と

して許可に添付しながら許可をしているところでございますので、ご了解頂きたいと思います。

以上です。 

 

○加藤委員 

 今回は３年で、今までのやつは全て交付した中に３年っていう期限は付いていた訳ですか。 

 

○産業課長 

 要綱に基づいて事業を実施して頂くという中で、改めて３年とかっていう期間を付けたのは今

までありません。今回の部分につきましては、町民になられてから期間が短いということもあり

まして、３年以上は続けて下さいということで、条件を付けさせて頂きながら許可をしたという

ことでございます。 

 

○加藤委員 

 今までの部分が無くて、今回はあった。まだこの事業が始まって２年ぐらいですが、何かの都

合で急に尻切れトンボになったということになると不公平感も出て来ますので、そういうことの

無いように、運営上の整理をして頂きたいと思いますし、是非そのスタートをきって２年間ぐら

いの事業のやつは、やっぱり議会の委員会等についても実施内容、その効果が果たして現在どう

いうふうになっているのか、そういうことについても報告を。監査の関係とかでも内容を把握さ

れていると思いますけども、是非所管の委員会にもそういう内容の提示をして、或いはそういう

形の中、さらなる支援の方法が本当に出来るのかどうなのか。考えて行くと言いながら、ただす

れば良いというものではないと思いますので、その辺についてまた要望しておきたいなと思いま

す。 

 

○産業課長 

 只今の委員の意見を尊重しつつ、進めて報告して参りたいと思います。 
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○委員長 

 その他ございませんか。 

 

○委員長 

 それでは２番目に行きたいと思います。オートキャンプ場及び江南パークゴルフ場の利用状況

についてお願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは６ページ、７ページにおきまして清里のオートキャンプ場及び江南パークゴルフ場の

利用状況についてご説明をいたします。これら２つの施設につきまして、今年度の営業を終了し

ましたので、その結果についてご報告いたします。まず、オートキャンプ場の利用状況ですが、

キャンプ場の運営は６月１８日から９月５日までの８０日間の営業を行って参りまして、使用料

収入につきましては前年に比べ９万１,９６０円少ない４０８万７,０４０円となりました。利用者

数につきましては、昨年に比べて７２名多い２,８１３人となりました。次に７ページのパークゴ

ルフ場です。本年度のパークゴルフ場の営業につきましては、５月１日から１１月３日までの１

８７日間の営業を行いました。利用者につきましては前年度に比べ３６２名少ない８,０８５人の

利用がありました。また、使用料につきましては前年度に比べ４９万１００円少ない２５２万４,

７００円となりました。以上結果をご報告いたします。 

 

○委員長 

 只今、オートキャンプ場とパークゴルフ場の利用状況の結果でございましたが、皆さんからご

意見伺いたいと思いますが。何かございますか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 それでは３番目の清里町地域振興券交付事業についてご説明お願いします。 

 

○産業課長 

 清里町地域振興券交付事業について８ページから１１ページで説明をいたします。本年の清里

町の地域経済は、農家におきましてはかつて無い高温障害により収量が大幅に減少していると伺

っております。また、建設土木業、それから林業におきましても、国の政策による事業費の減に

より厳しいというふうに伺ってございます。そのような中で、商工会におきましてもこの年末に

かけての売り上げが減少するのではないかというふうに懸念しているところでございます。この

ような中から昨年に引き続き、清里町地域振興券の発行を行いまして、清里町の緊急経済対策及

び町民の生活支援を図って参りたいということで、８ページからの要綱を制定して参りたいとい

うことでございます。それでは要綱について説明致します。第１条の目的は、清里町の緊急経済

対策及び町民の生活支援のために、町内の消費を拡大し、地元商店街など地域経済の活性化を図

るという目的でございます。第２条の地域振興券でございますが、振興券の額面は１千円といた

します。また地域振興券は交付の日から２３年１月３１日までに限り使用出来る、期間限定とい

たします。次に第３条の交付対象者でございますが、平成２２年１２月１日現在において清里の

住民であり、１２月２０日の交付の日までに転出、死亡した者を除き、逆に出生、転入した者を



 

- 10 -

加えて参るものでございます。第４条の交付額は、１人につき１万円としております。次のペー

ジをお開き願います。第５条申請の交付でございますが、地域振興券の住民の周知につきまして

は、清里広報等を使い申請書を添えて住民周知を図って参ります。第６条の民間事業者でござい

ますが、事業者につきましては清里町内の小売業、飲食業の他、各種サービス業を行っている幅

広い業種を対象として参ります。第７条の換金手続きでございますが、民間業者から振興券を添

えて請求をして頂き、民間業者の預金口座に振り込むものでございます。第８条の委任には、こ

の要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定めるということでございまして、附則におきまし

て、この要綱は２３年２月２８日を限り効力を失うものでございます。次のページをお開き願い

ます。第８条関連でございますが、振興券は平成２２年１２月１８日の土曜日から１２月２０日

までの月曜日の３日間で交付をして参りますが、この期間に申請に来られなかった者に対する対

応でございますが、文章または電話連絡等を図りながら、消息不明者等で取りに来られなかった

者につきましては、１２月２８日まで交付申請の無かったものについては、振興券を交付しない

ということで進めて参りたいと考えております。なお、この事業を実施するに係る費用額でござ

いますが、１１月１日現在の人口が４,５８３人いますので、振興券分として４,６００人の１万円

で４,６００万円、振興券の印刷に係る経費７５万円、合わせて４,６７５万円を１１月２６日の臨

時議会に提案して参りたいと考えております。以上、①番から③番までの３件についての提案説

明を終わります。宜しくご審議願います。 

 

○委員長 

 地域振興券は毎年出しているということで、手続き上は町も慣れていると思います。この件に

ついて何かご意見ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 無いようなので、産業課全体で何か質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 無いようですので、産業課の報告を終わります。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 続きまして２番目、意見書の検討について事務局お願いします。 

 

○事務局 

 それでは２番目の意見書の検討についてということで内容の説明をさせて頂きます。意見書は

４件ございまして、いずれも持参提出でございます。まず１件目、１１ページからになります。

「政府のＥＰＡ基本方針策定に関する意見書（案）」でございます。この意見書につきましては、

２つの団体から提出されておりまして、清里町農業協同組合、清里町農民連盟の２つの団体でご

ざいます。今回はこの２つの意見書の内容が類似しているため、２つの意見書を１本にして、内

容につきましては、農協からの意見書の内容で整理をさせて頂きたいと考えております。本件の

具体的な意見書（案）につきましては、２０ページをご覧下さい。それでは、記書き以下を読み

上げて内容の説明とさせて頂きます。 
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（以下朗読） 

 次に２件目、「大幅増員と夜勤改善で安全安心の医療・介護を求める意見書（案）」でござい

ます。２１ページをご覧下さい。こちらの提出者は、北海道医療労働組合連合会、道東勤医協労

働組合の連名となっています。それでは意見書の具体的な内容につきまして２４ページをお開き

下さい。記書き以下を読み上げます。 

（以下朗読） 

 続きまして３件目、「地域医療と国立病院の充実を求める意見書（案）」でございます。２５

ページから記載になってございます。提出依頼者は、先程と同じく北海道医療労働組合連合会、

道東勤医協労働組合の連名となっております。内容につきましては２８ページをご覧下さい。こ

ちらも記書き以下を読み上げます。 

（以下朗読） 

 最後に４件目、「国土交通省「北海道局」の存続要望に関する意見書（案）」でございます。

２９ページからになります。提出依頼者は、網走建設業協会でございます。意見書の内容といた

しましては３４ページになります。こちらも記書き以下を読み上げます。 

（以下朗読） 

 以上４件につきまして、意見書の内容及び議会提出者を委員長名で宜しいかのご協議をお願い

いたします。 

 

○委員長 

 只今、４件の意見書（案）について提出するということで宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 

○委員長 

 それではそういうことで提出したいと思います。 

 

○委員長 

 ３番目。次回の委員会の開催について。 

 

○事務局長 

 先程の総務文教委員会と同じく、１２月１０日、金曜日に予定してございますので、宜しくお

願いいたします。 

 

○委員長 

 それではその他ございますか。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 
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それでは無いようですので、第１１回産業福祉常任委員会を終了したいと思います。どうもご

苦労様でした。 

（閉会 午前１０時１７分） 

 

 

 

 


