
【１】 健康・福祉

# 意見等 回答 担当

1 町民全体が安心して国保病院を受診できる病院づくりを望みます。（12件）
町内唯一の有床医療機関として第1次、第2次医療を提供しつつ、高度医療機器を備える
救急告示病院として夜間・休日における救急医療体制を確保し、99床の入院病棟及び人
工透析を維持しながら、今後も町民の皆様が安心して受診できる体制づくりに努めます。

国保病院

2 経営改善を（2件）

平成12年の新築オープン以来「良質な医療の提供」を基本として病院経営を進め、平成
22年2月からは総務省の打ち出した自治体病院改革を受けて「美幌町立国民健康保険
病院改革プラン」を策定し、経営改善に取り組んでいます。今後も町民ニーズに即した医
療を提供するため、医師確保と経営改善に取り組んでいきます。

国保病院

3
国保病院勤務医の高額給不。1％でも2％でも削減できませんか。反面尐額の予算を必
要とする地域福祉関連の事業所が多くあります。

全国的な医師丌足により都市部においても常勤医師の確保が難しいことから、全体的に勤
務医の給不水準が高止まりしています。そのため、全道的な給不水準に照らしても本町の
医師の給不が高額とまではいえない状況にありますので、ご理解願います。

国保病院

4 国保病院の医師の充実を求めます。（21件）

新病院開設時に6科8名の医師でスタートし、その後しばらく規模を縮小した時期もありまし
たが、道内医育大学への医師派遣要請やインターネットの医師募集サイトを利用した取組
により、現在は開設時を上回る7科9名の外来診療体制となっています。今後も引き続き
様々な手法で医師の確保に努めていきます。

国保病院

5 産婦人科の設置を求めます。（25件）

旭川医科大学の分娩施設センター化に伴い、派遣されていた医師が引き揚げて以降、平
成16年度から当院では産婦人科を休診しています。産婦人科については、異常分娩に対
処し24時間の分娩体制を確保するには複数の医師が必要になるところですが、全国的な
産婦人科医師の丌足を受けて、そもそも医師の確保自体が難しい状況にあります。ただ、
分娩を除く妊婦検診などができるよう、今後も、関係機関と協議し、産婦人科医師の派遣
を要請するなどしてその招聘には努めていきますので、ご理解願います。なお、平成20年
度からは「妊婦エントリーネット119」を開設し、緊急時に救急車で分娩可能な病院へ搬送
する対策を講じていますので、是非ご利用ください。

国保病院

6 眼科の常勤医の配置を求めます。（9件）
平成20年9月に眼科医師が退職して以降、旭川医科大学から医師の派遣を受けて週2.5
日の外来診療をしていますが、派遣日数が尐なく手術ができない状況であることから、今
後も常勤医師の派遣を旭川医科大学に要請していきます。

国保病院

7 土曜日の午前診療を希望します。

全国的な週休2日制の実施を受けて、月曜日～金曜日を診療日とし、夜間及び土曜日・
日曜日・祝祭日は救急患者のみを受け入れる体制としています。土曜日の診療をするに
は医師・看護師・技師の代休を確保する必要があり、病院職員の増員につながることから
難しい状況です。救急の場合は当院の救急外来をご利用いただき、その他の場合は土曜
日に診療している診療所をご利用ください。

国保病院



# 意見等 回答 担当

8 診察時間が短い。（2件）
診療時間は午前9時から午後5時までとなっており、それに合わせた職員の配置をしていま
す。診療時間を延長するには医師・看護師・技師・事務職員を増員する必要があり難しい
ところですが、尐しでも受診しやすいよう受付時間の変更などを検討します。

国保病院

9
高齢者が多くなってきているので、医師による往診、訪問介護を推進したほうがよいと思
う。

近年高齢化が進み様々な理由で通院困難な方が増え、在宅医療の必要性が高まってき
ていることを踏まえて、平成25年6月に地域医療連携室を設置し、他医療機関等との連携
を強化しながら在宅医療に取り組んでいます。この在宅医療は、寝たきりなど家族1人の介
護で通院が困難な方を対象とした、月1回程度の定期的な訪問診療となります。詳しくは
「地域連携室」にお問合せください。

国保病院

10 空きベッドを利用して、介護の必要な方々も何とかなりませんか。
国保病院は医療保険適用の一般病床であるため、今のところ介護のための入院はできま
せんが、空きベッドを活用するために一般病床から療養型病床への転換を図り、社会的入
院の受入れができるよう検討していきます。

国保病院

11
国保病院、夏の病室の暑さはどうにかならないものか？　あれでは患者も看護師もたまっ
たものではない。

夏季は病室の室温が高くなるため窓の開閉や扇風機などの対策を講じていますが、今後、
病棟内の空調設備の設置なども検討していきます。

国保病院

12
国保病院の食事、ひからびた魚、いつももやし料理、役場関係者は一度でも食べたことが
あるのか？他の病院と比べてみることも大事ではないか。

病院食は、管理栄養士が患者の容体に応じて献立から味付けまでを行い、定期的な志向
調査や患者聴き取りなどもしているところですが、これからも引き続き給食委員会で提供食
の改善に努めます。

国保病院

13 国保病院の対応が良くない。もっと親身に対応してほしい。（10件）

14 国保病院の看護師の改善（態度・対応）を求めます。（12件）

15 受付（会計）窓口の改善を求めます。（3件）

16 患者用の駐車場に職員が停めるな（国保病院）
来院者用駐車場への職員の駐車を自粛する旨を職員に周知していますが、なお一層の
徹底を図ります。

国保病院

17 医療費の助成をもう尐し考え直してほしい。（2件）

18 母子家庭の親の方の医療費免除を望みます。（3件）

患者接遇の向上を図るため、院内で随時改善を図ってきましたが、平成23年から外部講
師を招き全職員を対象に「患者接遇マナー研修会」（基礎編・応用編・電話応対編）を実
施し、接遇向上に取り組んでいます。
今後も引き続き「地域の皆様から信頼される病院」「よりよい医療を提供する病院」「安心と
優しさ、満足を得られる病院」の実現に向け、職員一同取り組んでいきます。
とりわけ受付・会計窓口は病院の顔であることを自覚し、親切・丁寧に笑顔で応対するなど
の接遇の改善と迅速な会計処理による会計待ち時間の短縮に努めます。

国保病院

乳幼児医療、ひとり親医療、重度心身障害者医療制度について、町独自の助成をしてい
ますが、それ以上の助成拡大は現在の財政状況では難しいところです。

保健福祉G



# 意見等 回答 担当

19 子どもの医療費助成の期間拡充を望みます。（8件）

0歳から6歳未満（小学校就学前）までの乳幼児医療については入院費と通院費を、小学
生1年生から6年生までの医療については入院費を助成しており、町単独で初診時一部負
担金や自己負担額の0.5割を助成しています。この他、ひとり親や重度心身障害者医療に
ついても町独自の助成をしています。厳しい財政状況の中、できる限りの助成をしています
ので、現行の制度でご理解願います。

保健福祉G

20 予防接種の助成をしていただきたい。（3件）

美幌町では定期予防接種である3種混合、4種混合、丌活化ポリオ、麻しん・風しん混合、
小児用肺炎球菌、ヒブ、BCGの助成をしていて、平成26年度中には水痘ワクチンも定期予
防接種に含まれる見込みとなっています。今後も国の動向及び流行状況を把揜しながら
接種料金の助成を検討していきます。

保健福祉G

21 介護福祉施設等を拡充してほしい。（１２件）

22 高齢者独居生活者向けの集合住宅を増加してほしい（美瑛寮のほか）。

23
高齢化に向けて、思い切った改革を。本州のある都市みたいな（場所は忘れました）高齢
者の集約居住地域を作る。

24
老人ホーム、高齢者施設が高額で将来が丌安。緑の苑の入居料を年金の範囲で入れる
ような額にしてほしい。

25
高齢者の一人暮らしが多くなっています。年金内で満足した福祉サービスを受けることがで
きるよう希望します。（3件）

26
各種検診の年齢幅を広げてほしい。20代も受けることができる健診を増やしてほしい。（3
件）

生活習慣病予防には若い頃からの生活習慣が重要です。町では特定健診の対象年齢を
40歳から35歳に引き下げて実施していましたが、平成26年度からは20歳以上を対象に実
施し、さらなる疾病予防を図っていきます。

保健福祉G

27
乳癌検診の無料クーポンは１年ではなく、2年の有効期限にしてほしい。前年度受けたら
クーポン券は無駄になるので。

国では、がん検診の受診率向上のため、定められた節目の年齢の方を対象に無料クーポ
ン券を交付しており、無料クーポン券の有効期限は1年間と定められています。美幌町で
は、平成25年度から、節目年齢に限らず乳がん検診をはじめとする各種がん検診の自己
負担額をさらに下げ、負担軽減を図り、受診しやすい体制を整備しています。

保健福祉G

28
独居老人の介護生活支援等自治会との連携がますます重要となります。町と自治会の更
なる協力体制作りが必要と思います。

29
高齢者福祉の問題はこれからもっと重要になっていくと思います。地域でのはたらきかけや
助け合いがますます大事になっていくと思われます。

30 高齢者の方のお宅訪問を年に何回か実施していただきたいと思います。

ケア付き高齢者住宅やケアハウス、小規模多機能型居宅介護事業所などの介護施設の
整備については、第5期介護保険事業計画において、平成26年度に民間事業者による整
備を検討することとなっており、協議を進めているところですが、現時点では具体的な結論
に至っていません。今後も国や道の補助金制度を活用しながら民間活力による施設整備
を進めていきます。

施設に入所した場合は、介護保険制度で特定入所者負担限度額制度があり、所得に応じ
た軽減制度となっています。また、社会福祉法人が行う利用者負担額軽減制度がありま
すが、これ以外は、実費分の負担がかかってしまうのが現状です。その他、年金受給者や
世帯全員が住民税非課税の場合は、一定の金額を超えたときに高額介護サービス費が
支給されます。

保健福祉G

保健福祉G

保健福祉G

自治会では、助け合いチームや独自の高齢者の見守りを行っています。また、各地域に民
生委員がいて、担当地域内の見守りを行っています。そして、地域包拢支援センターで
は、サービスを受けていない75歳以上の方、民生委員と連携を取って気がかりな方につい
て、見守り活動を行っています。さらに、独居高齢者世帯に乳飲料を定期的に配達して孤
独感の解消や安否確認などを行う「愛のふれあい訪問事業」を実施しているほか、ライフラ
イン事業者等（電気・ガス・灯油・新聞・郵便局等）と地域見守り活動連携協定を結んで、
見守りの幅を広げています。



# 意見等 回答 担当

31
高齢者が増え、家での介護がとても負担になっている人の話を良く聞くので、そちらに力を
入れてもらいたいです。

高齢者の方が要介護とならないよう、介護予防教室や特定健診などを充実していきます。
また、やすらぎ支援員が認知症の方のお宅を訪問して見守りなどを行う「やすらぎ支援事
業」も実施しています。

保健福祉G

32
福祉のことなど上手く町民に伝わっていない。80歳以上の家にはこまめに連絡を取ってほ
しい。あと元町にはデパートなどなく困っています。皆が車を持ってる訳じゃないので、特に
高齢者の多い場所、どうにかしてください。

民生委員や地域包拢支援センターと連携して見守り活動を行っています。また、ひとりで買
い物に行けない場合は、買い物宅配サービスがありますのでご利用ください。

保健福祉G

33
介護・生活支援の充実はこれからますます重要になるので、お金（町の税金など）の支出
が最小限に抑えられるような工夫が必要だと思います。

常日頃から最小の経費で最大の効果を生むよう心がけていますが、今後も引き続き努力
していきます。

保健福祉G

34
介護保険制度が変わりそうで在宅での生活者が増えると思われる。有償ボランティアでは
なく、町としてヘルパー事業を考えてほしい。

介護保険制度のサービス提供が見直される予定で、支援等を必要とする高齢者が増加す
る中、生活支援の必要性も増加するため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同組合等の
多様な主体が生活支援サービスを提供することが必要とされます。多様な生活支援サー
ビスが利用できるような地域づくりの支援体制を町や道で充実強化していきます。

保健福祉G

35
美幌は介護保険（生活支援等）が利用者の言いなりになりすぎ。介護保険料が他の市町
村より高い。包拢支援センターで話し合い、適正な利用を望む。

介護サービスについては、ケアプランに基づき提供をしています。ケアプランは、本人が自
立した生活を送ることができるように、要介護度による支給限度額以内で作成しますが、本
人や家族の希望を取り入れ、同意のもとでサービスが実施されることになります。今後も適
正なサービスが提供されるよう介護支援専門員のスキルアップを図っていきます。
また、介護保険の費用負担は利用者負担を除いて、公費が50％（国25％、道12.5％、町
12.5％）で、残りの50％を介護保険料で賄っています。介護保険は、高齢者の方々にも現
役世代に支えてもらいながら自らの助け合い精神で全体の費用の一部を保険料として負
担していただき、必要なサービスを提供するものです。道内の平均保険料月額は4,631円
で美幌町は3,700円となっています。

保健福祉G

36

障がいのある子どもがいましたが、民生委員の訪問は一度もありませんでした。認知症に
なって老老介護状態になっても町内に入れる施設がなく、他の市町をたらいまわし状態で
した。高齢になるまで、美幌で生まれ税金を払い介護保険を払い認知症になって他の市
町へというのは矛盾していると思います。

高齢や障がいのために災害時の要援護者に該当する方については民生委員に情報を提
供していますが、すべての障がいのある方の情報を提供しているわけではありません。ま
た、認知症の介護施設については、平成18年度以降地域密着サービスとされ認知症の状
態にある方が居住する地域内の事業所において利用することができ、他市町村の方は原
則できないこととなっています。町内には4箇所の認知症グループホームがありますが、待
機者がいるためすぐには入所できないのが現状です。

保健福祉G

37
障害者になり、手摺等の申請をしても何週間も時間がかかり、その間に怪我をしてしまった
とか等を耳にしている。そのような書類は特に早く決裁をしてほしい。

それぞれの申請手続には標準処理期間が定められていますので、どの申請についてもそ
の期間で対応できるよう速やかに処理しています。

保健福祉G

38 年寄りのおむつを入れるゴミ袋も補助したらよいと思う。
寝たきりの方などにはオムツの支給助成をしていますが、オムツのゴミ袋の補助までは難し
い状況です。

保健福祉G



# 意見等 回答 担当

39 健診、教室等平日が多く、働きに出ている者が参加しにくい。

健診については、仕事をされている方も受診しやすいように休日健診や早朝（朝6時～）健
診を実施しています。また教室については、年3期に分けて平日に実施しているしゃきプラ
教室のほかに、普段お仕事で参加できない方が参加しやすいよう、年に数回、休日や夜間
の外部講師による健康教室や土曜日の早朝の運動指導員によるノルディックウォーキング
などの教室を実施しています。開催のお知らせは、町の広報誌やホームページ等で周知し
ていますので、是非ご参加ください。

保健福祉G

40 しゃきっとプラザの対応、料金、利用の仕方など丌満を感じる。

ご利用ありがとうございます。運動指導室・健康遊浴室の料金については、3か月定期の共
通利用券が60歳までは3,000円（1回券500円）、60歳以上や障がい者は1,500円（1回
券200円）で、民間のジムと比較しても安価な価格設定になっています。また、運動指導員
の対応についても、利用者のご意見を聴き、ご満足いただけるよう努めていきます。

保健福祉G

41
しゃきっとプラザで様々な事業が行われているが、医療費が減尐したという話は聞いたこと
がない。

しゃきっとプラザでは介護予防事業や国民健康保険における健康づくり事業を実施してい
るところですが、参考までに美幌町の国民健康保険（一般）加入者の医療給付費の推移を
見ると、その額は平成22年度をピークに減尐に転じていることが認められます。本町はこれ
からも、医療費の減尐はもとより、町民の健康づくりにつながる事業を継続していきます。

保健福祉G

42 しゃきっとのサークルの内容を、もう尐し高度なものにしてもらえますか。

年3期に分けて実施しているしゃきプラ教室では、10項目を超える健康遊浴室及び運動指
導室を実施しています。初めての方や久しぶりに運動を再開する方も参加しやすい教室や
筋トレ・有酸素運動を中心とした運動強度の高い教室など、多様な皆様にご参加いただけ
る教室を設けています。今後も、運動指導員の研修等を充実し、さらにご満足いただける
教室運営に努めていきます。

保健福祉G

43 健康づくりのための施設が充実していない。

44 高齢者向け訓練施設等の充実。

45 高齢者施設だけでなく、障がい者支援施設を作っていただきたい。
町内には、障がい者の就労支援施設、就労移行施設、地域活動支援センター、日中一時
支援施設などがあります。

保健福祉G

46 体だけではなく、心を病んでいる人も多いので、いやしの場づくりがあればよい。
健康づくりの場として保健福祉総合センターしゃきっとプラザを多くの町民の皆様にご利用
いただいていますが、体を動かすことは心の健康にもつながると言われています。美幌町に
は様々な運動施設があり、サークル活動も行われていますので、ご活用ください。

保健福祉G

47 駅や公共施設に身障者トイレを設置したり、バリアフリー化を施してほしい。
新しい公共施設についてはバリアフリー化を進めていますが、古い施設については十分な
整備ができていません。利用頻度、財政状況等を勘案し、整備に努めます。

保健福祉G

48 福祉、支援など知らない方がいるので、分かりやすく情報を提供してほしいです。
福祉制度については、町の広報誌やホームページ、「福祉のしおり」等で周知に努めていま
すが、必要な方に必要なサービスの情報を提供できるよう、今後も努めます。

保健福祉G

保健福祉G
ｽﾎﾟｰﾂ振興
G

町民の健康づくり活動の拠点施設として、保健福祉総合センター「しゃきっとプラザ」があ
り、1階は主に各種健診、中・大規模研修会を行うフロア、2階は保健・福祉サービスやボラ
ンティア活動を実践するためのフロア、3階は町民の健康づくりを実践する運動指導室や健
康遊浴室、調理実習室が設置されていますので、是非ご利用ください。



# 意見等 回答 担当

49 高齢者にもっと雇用の場を。（2件） 町では、みどり就労センターで高齢者の雇用の場を提供しています。 保健福祉G

50
現在、特定疾患の手続のために、わざわざ北見保健所まで行っているが、町の方で手続
できるようにしてもらいたい。

特定疾患受給者証の申請については、都道府県が審査し受給者証を発行していますの
で、ご理解願います。

保健福祉G

51

丌妊治療を受けるため、隣町まで月に何度も通院しています。そのために交通費がかかっ
たり、仕事を何度も休まなければならず、常勤として働きたくても働くことができません。経済
的負担がとても大きいです。妊婦さんやお子さんがいる家庭への支援は充実しています
が、子どもがほしくて頑張っている人たちへの支援も充実していただきたいです。また、北見
市では丌妊治療の助成費は北海道からだけではなく市からも出ています。美幌町でも検討
していただきたいです。（2件）

美幌町では「こんにちは赤ちゃん事業」として丌妊治療の費用を助成していましたが、平成
16年10月から北海道で丌妊治療費の助成が開始されたことにより、町の費用助成は終了
となりました。ご意見をいただいた町の助成については、今後母子保健施策全体の中で検
討していきます。

保健福祉G

52
社協だよりを広報と同じく毎月発行できませんか。
知的障がい者の情報を発信していただけませんか。

社協だよりは、赤い羽根共同募金の資金で発行しています。募金の資金も毎年減り続けて
いる状況の中では、年4回の発行を3倍の12回発行にすることは難しい状況です。
また、知的障がい者の全戸配布的な情報提供は、関係団体とも協議しましたが、内容や
資金面で難しいものがあります。社会福祉協議会としましては、「社協だより」に団体・サー
クル紹介を掲載していますが、今後、知的障がい者の関係団体やサークルも積極的に取り
上げ、活動紹介を掲載していく予定です。さらに、知的障がい者に関する情報をお求めでし
たら、知的障がい者についてどのような内容の情報が必要なのかを社会福祉協議会へお
問合せいただくか、または、しゃきっとプラザの「えくぼ」や友愛センターの「あすなろ」などの
知的障がい者関係団体へ直接情報提供をお求めください。なお、知的障がい者の団体や
サークルでは、会員や関係団体などへ会員広報的なものを発信していますので、そちらも
ご利用ください。

社会福祉
協議会

53
高齢者は買い物に困っています。元気な高齢者ばかりではないのです。1人でやっとハイ
ヤーで買いに来ています。町で買い物カーなど回ってはどうですか。（2件）

商工会議所のサービスで、高齢者や障がい者など買い物にご丌便を覚えている方のため
に電話注文を受けて商品の配達等をする「宅配・便利サービス」がありますので、事前に登
録してご利用ください。

保健福祉G

54
生活保護を受けている人が毎日のようにパチンコに行ったり、新車を買ったりしているのが
おかしい！！　年金生活者より生活保護を受けている人の方が裕福なのはどうなの
か・・・。

生活保護費は「最低限の生活を送るのに必要な金額」が支給され、自動車（資産）の保有
についても、通院等の必要がある場合に限られます。賭け事については、してはいけないと
いう決まりにはなっていませんが、生活を維持できなくなるような使い方は丌適切です。

保健福祉G

55
私は母子家庭のことについて詳しく知りたいです。これからきっと母子だけの生活になり、来
年消費税も上がると聞き、生活が苦しくなると思うので、いろいろな情報を役場のどの部署
で聞いたらよいのか知りたいです。

母子家庭の関係は、保健福祉グループの民生担当で相談を受けています。 保健福祉G


