平成

委員

町立診療所の
課題解決策は
中村 忠行

ると推定されるが︑在宅

も診療所利用は少なくな
後も看護師や医師︑医療

者は増加すると考えてい
・健康福祉課の分割につ

その他の質問

ケアや︑みすぎ荘の利用

技術者の人材確保に努め︑ ガン探知犬の
検査精度は
連携を図っていく︒
高橋 浩樹 委員

予算特別委員会

年度の町づくりに使われる一般会計︑

５特別会計︑企業会計を合わせた７会計の各予
算について審査する特別委員会を設置して審議
した︒
る︒
問 通常健診でガンの陽
問

福祉政策により︑事業効

犬による検診研究事業や

策目標に掲げ︑ガン探知

も周知活動を行いたい︒

どを図りながら︑外部に

ホームページでのＰＲな

実的に難しいと考えるが︑ ・かねやまハウスの移転

も陰性でないことを証明

いて

果を確信している︒しか
町長
する再検査が必要では︒

町外からの利用増は現

し︑町の人口減少は進む
課題であり︑山大

答
答 五十嵐健康福祉課長

性判定が出た方は５名い

と思われるが︑健康寿命
医学部や県︑県立
再検査については︑陽

・町職員の育児支援につ
いて

町長

国への要望は﹁自

ては少人数の場合︑ きたい︒

先生による個々へ

であり︑児童生徒数も

ただきたい﹂ということ

の指導が行き届く︒ 治体に統合等を任せてい
また非認知能力に
よる人間力の育成

るが︑中田小学校で統合

の施策に対する要望もあ

る部分も多く︑深い人間

められ︑個々に要求され

に︑リーダーシップが求

少人数であるため

・農業振興計画について

その他の質問

育部局へ要請したもの︒

も必要であることから教

況を踏まえ︑今から検討

も︑学校全体では︑ 年々少なくなっていく状

に携わった方の話では︑

関係づくりは︑少人数制
関係性が難しくなり︑

により︑少人数という面

り︑学校全体での関わり

陽性反応が出たのは１名
だけであった︒陰性の方

性の方を先に実施し︑陰
性の方を後に行う︒
ガン探知犬による検査
は町の検診と同時期に行
われ︑町のガン検診の結
果が早く︑精密検査の判
定を受けて︑ガン探知犬
による判定との突合を行
い︑陽性とわかったとい

域に２つの学校は必要な
い︒
﹁焦 り す ぎ 予 算 ﹂ で
あり︑身の丈に合わない︒
将来︑必ず西郷地域に
効果があると確信を持て
るのか︒

答 町長 ２月 日のテ
レビ報道は︑マスコミの
取材不足が要因である︒
企業組合の運営について
は︑そば屋の部分だけで
あり︑全体的な部分につ
いてではない︒引き続き
企業組合が運営にあたる
ということは事前に全員
協議会で示しているため︑
そのような内容で取材を
受けている︒
テレビ報道はフライン
グした内容だと感じ︑企
業組合のメンバーにはマ

況に応じて︑仕組みを考

関係が作られるので︑状

人数が多いことで人間

業化している︒人間関係

る指導などを想定して事

事業﹂として有識者によ

で︑仮称﹁教育環境検討

議会への説明前に報道が

もいる︒このような中で︑ 見や寄付の申し出をいた

のか疑問を抱いている方

そば﹂をなぜ優先させる

問 地域では︑
﹁が っ こ

委員

えていくことが重要であ

や学力の基本を学び︑中

なされたのはなぜか︒

早坂 憲明

西郷地域に2つの
学校は必要ない

学年の人数があまりに少

﹁統合について前向きに

は補われていると考える︒

ないと︑成長するにつれ︑ の特性であると考えてお

話し合われるようになっ

る︒町長の施政方針にお

学校へ送り出す準備とい

また︑町長は予算が通っ

スコミ対応へ注意するよ

いて︑学校のあり方につ

うことで︑特に小学生に

てから地域に説明して進

﹁内部的﹂ということ

いて︑
﹁内部的に﹂とは︑

注目しながら整えていき

地域の発展のために設置

とも理解願いたい︒西郷

賛成の意見の方がいるこ

ことも理解しているが︑

反対の意見の方がいる

だいている︒

対して︑再建に向けた意

一方︑焼失時から町に

う申し入れた︒

どのような段階を示すの

には反対である︒同じ地

めると言うが︑その考え
統合については︑現在

たい︒
か︒

か︒統合を含めているの

た﹂とのこと︒

たが︑ガン探知犬による

が進めば診療所の利用数
中央病院︑自治医

について

が減少し︑人口が減少す
科大にも相談し︑

改築後は︑他の公

県立新庄病院の

は︒
立医療機関を含め

は各学校の中でも

診療所としての役

答 教育長 大人
答

ばりが見え︑効果も上が

今後はガン探知犬によ

数︑少人数による

っているということもあ

割も変わってくる

人間の成長に関し

り︑統合を前提としない

る研究事業による理由の

て問題はなかった

で︑地域や保護者の声な

と考えている︒今

と考えている︒現

どを基に検討し進めてい

がん

在は︑学力に関し

みならず︑人口動向から

答
答 後藤診療所事務長

利用者増に向けての考え

不足︑看護師不足の課題︑ 努めていく︒

医師確保が大きな

れば︑更なる利用者の減
優秀な医師確保に

問
問 町では健康長寿を政

３月
少は避けられない︒医師

健康長寿の拠点として期待

委員長に髙橋芳夫委員︑副委員長には高橋浩
樹委員を互選し︑９人の委員︵委員長を除く︶
が︑焼失した旧谷口分校再建や中央公民館の改
年度予算編成の重点項目

築などを控え︑投資的経費が膨らみ︑前年度比
％の増額となった

への対応や現状課題への対応を質し︑全会計を

ついてはこれから取り組

陰性の判定の正確性に

いくべきと考えている︒

策についても取り組んで

ていただき︑課題への対

原案のとおり賛成多数で可決した︒

うものであり︑すでに精
密検査を終えていること
から再検査は行われてい
ると考えている︒
問 ガン探知犬の診断は
問

か︒

答 町長

委員

問 小学校統合は急がな
問

沼澤 道也

今後の小学校の
あり方は

トについて

・健康マイレージポイン

いて

・医師住宅建設工事につ

その他の質問

したい︒

るが︑宮下先生にお願い

取り組みは難しいと考え

犬検査に代わるものへの

成を計上した︒ガン探知

に基づく結果に︑一部助

年度の研究による検査

年度予算に

けるようお願いできない

査にも取り組んでいただ

先生から線虫でのがん検

かるケースもある︒宮下

問 ガ ン の判 定に 年 か
問
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関心が高まるガ ン 探 知 犬 事 業

正確性の確率が低いため︑ む部分もある︒
陰性であることを確認す
るには別の方法がいいの
では︒

答
答 町長 正確性の比率
やガン探知犬の能力に係
る分析など︑今後進めて
いく中で注意が必要であ
ると考えている︒夏場の
気温が高い状況下では探
知犬の能力が低下するこ
ともあり︑検体検査の数
も協議を要する︒
年度の実績について

は︑宮下先生から報告し

３０

いで欲しいという国や県

髙橋芳夫予算特別委員長

H30年度
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複式学級で学ぶ子どもたち
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