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2017年４月より地方公営企業法の全部を適用し、あらたに道立病院局として知事部局から分離、任命権者は知

事から病院事業管理者となった。労働組合としても求めてきた全適移行について１年を経過した現状について要

求趣旨に対しての状況を明らかにして道立病院における全適にかかる課題を明らかにすることとする。 

 

道立病院「全適」の真実 

 
北海道本部／全道庁労連・道立病院労組 柏原 貢

 

1. はじめに 

全６道立病院については、2017年４月より地方公営企業法の全部を適用し、いわゆる「全適」と呼ばれる経営

形態に移行し、あらたに道立病院局として知事部局から分離、任命権者は知事から病院事業管理者となった。 

全道庁労連においては、2007年に全適移行を趣旨とした「要求と提言」を保健福祉部当局に提出以降、一貫し

て全適移行を求めてきた経過にある。 

「要求と提言」の提出時点においては、医療職の採用等について事業管理者の裁量のもと、柔軟に対応するこ

とにより病院経営が改善するとの期待により地方公営企業法の財務規程のみを適用した一部適用よりも適当と考

えたためである。 

また、2007年当時においては、全適移行はいわゆる「合理化」の一種として自治労内部においても全国的に認

識されている段階であったが、総務省において「公立病院改革ガイドライン」が策定される状況も見据えて、拙

速な「地方独立行政法人化」に過度な経済性の追求や雇用問題が生じる「指定管理者制度」「民間移譲」に対す

る危機感により、全適に踏みとどまることを目的としたものであった。 

本レポートにおいて、労働組合としても求めてきた全適移行について１年を経過した現状について、私たちの

要求趣旨に対しての状況を明らかにして道立病院における全適にかかる課題を明らかにすることとする。 

なお、全適移行にかかる主な経過については、末尾に掲載する。 

 

2. 全適による柔軟な医療職の採用 

全適前において、医療職の採用については道人事委員会より職員採用にかかる事務の委任（職員の任用に関す

る権限の一部を任命権者に委任する規則：1961年10月24日）を保健福祉部が受けて、選考職として自ら採用試験

を実施してきており、保健福祉部において選考職として採用可能な病院に配置されている職種は医師、看護師

（助産師含む）、薬剤師、臨床検査技師などの医療職（二）職員となっている。また、実質的に医療職として業

務実態がありながらも行政職である判定員などは選考職とされていない。 

道立病院のみならず保健福祉部において、選考職の欠員は大きな課題となってきた経過にあるが、職員採用事

務が道人事委員会から委任されていたとしても、採用試験実施の決定については、全庁的な人員管理（人事管

理）の観点から、その都度、事業部である保健福祉部と総務部人事課の協議が必要であり、試験日程・回数、職

種毎の採用枠も含めて協議対象となっていた。そのため、年度当初から欠員があっても当該職種の採用試験が10

月１回のみの実施で原則採用日が翌年度当初となることもあった。 

近年、全道庁労連の取り組みにより、採用困難職種とされている医師、看護師、薬剤師について、通年募集の

実施や試験日程等の多回数化・多会場化などを実施させてきたが、応募者が発生した時点で採用試験を設定する

といった随時試験実施については医師のみで行われているものであった。 

全適後において、選考職の採用については病院事業管理者の裁量となり、あらたに保育士が選考職として道人

事委員会から認められ、知事部局から分離したことにより人事課協議は必要が無くなった。 

そのため、2017年度の道立病院局の医療職（選考職）の採用試験については、欠員のある職種において年度当

初から随時、募集を行い採用試験の実施が可能となり、年齢要件の緩和も行った。客観的な指標を持って人材確

保の効果があったとの評価は難しいが、少なくとも選考職については、道立病院局として自由裁量の部分は各事

実に増したと言える。 

課題として、現在、精神保健福祉士（ＰＳＷ）、判定員（臨床心理技術者）が選考職として道人事委員会の承



― 142 ― 

  

 

認を得られていないことであり、よって診療報酬上の算定要件とされているこの２職種に欠員等を生じても道立

病院局としての採用が行えていないことである。この２職種については、あくまでも行政職であり現実的に採用

については道人事委員会、実配置については保健福祉部より人事異動で人材を確保するしか方法がないことが課

題となっており、病院運営に欠かせない貴重な職種であることから選考職化が必要である。 

この点を改善するためには、道人事委員会からＰＳＷ等の職種について選考職とすることの承認が必要となり、

この部分については例え全適になろうとも一つのハードルとなることは認識しなければならない。また、選考職

化され、道立病院局の独自採用が可能となれば総務部人事課や保健福祉部との調整は要しなくなるが病院局内に

おいて極めて絶対数、配置先が限られた職種であることから当該職員のキャリア形成などについても考慮してい

く道立病院局の自律性も必要となる。 

 全適前 全適後 

選考職の

種類 

医師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射

線技師、臨床工学技士、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、管

理栄養士、看護師、助産師 

医師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射

線技師、臨床工学技士、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、管

理栄養士、保育士、看護師、助産師 

年齢にか

かる採用

要件 

・医師･･･65歳未満 

・医師以外の採用困難職種（薬剤師、看

護師、助産師）･･･59歳未満 

・上記以外の選考職･･･36歳未満 

・医師･･･65歳未満 

・医師を除く全ての選考職･･･59歳未満 

試験日程 年度当初に基本的に設定（最多回数の職

種で年10回設定） 

・薬剤師、看護師、助産師は免許取得見

込者を対象とした採用試験については年

６回を年度当初に設定 

・通年募集をしている薬剤師、看護師、

助産師の有資格者から申込があった場合

は、随時、試験日程を設定 

試験会場 基本、札幌（本庁） 道立病院を会場にすることが可能 

 

3. 全適による柔軟な職員配置 

  全適により、病院事業管理者の裁量による柔軟な職員配置が可能となることも従前より利点として認識されて

きた。全適前は年１回の組織機構改革において職種の定数が決められるが、２年に１度改定される診療報酬改定

において各種算定基準に合わせて、特定職種の増員により加算取得などの機動的な対応は困難であった。「要求

と提言」においては、病院の経営改善のため、機動的な人員配置を行うことを求めており、組織機構改革におけ

る年度一括協議のルールよりも優先される部分があるとの判断を行ってきた経過にある。 

  全適移行により、基本的に「北海道病院事業職員定数条例」（2017年３月31日）に規定される962人の定数内

であれば、職種に依らず病院事業管理者の裁量で配置が可能となった。2017組織機構においては962人の定数に

ついて、６病院と道立病院局・本庁にもれなく配分されたため、現実的に特定病院の特定職種の増員を行う場合

は、当該増員分の人工を職種に依らず他の病院定数から減ずるか、病院内の他の職種定数を減ずる対応をしなけ

ればならない。この問題点を全適移行前から認識していたため、労使交渉では、増員の配分原資となる「浮き

球」、「保留定数」と他県等では呼ばれる人員枠を持つこと求めたが、この点は認められなかった。 

  全適移行後、６月には労使協議をもち職員配置変更にかかり、１点目は、院内において職の振替（Ａ職種をa

人減員してＢ職種をa人増員など）を行う場合は時期に依らず、病院当局と当該支部との労使合意を経て院長裁

量で可能とすること、２点目は、病院間で総職員定数の振替（Ａ病院の総職員定数をa人減員してＢ病院の総職

員定数をa人増員など）を行う場合は、時期に依らず、病院局当局と道立病院労組との労使合意を経て病院事業

管理者裁量で可能とすることを労使ルールとして確認した。 

  経営改善のためとして一方的な配置の見直しは行わせないことは当然として、必要な配置見直しは期中であっ

ても実施することを道立病院労組としても許容したことになるが、組織フレームの大幅な変更を伴う組織機構改

革は年度一括協議とすることについては継続していくことを労組として方針化している。 

  2017年度においては、羽幌病院において、厳しい看護師の確保状況から、透析部門の看護師定数を１人減員し

て臨床工学技士定数を１人増員して当該業務量も含め、看護師から臨床工学技士に振替を９月に行うなどの対応

が行われてきた経過にある。 

  また、１年間の道立病院労組としての取り組みを行ってきたなかで、962人の範囲内であれば総務部人事課の

関与は組織機構等に全く無い事実は全適の影響と言えるが、行政職ポストについては独自採用ができないため、

行政職の配置数・ポスト数を大幅に変更する場合は知事部局との調整が必要になると考えられる。 
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  現状においては当局としても適正な理由により提案してきており問題は顕在化していないが、今後においては

患者動向により病棟休止による看護師定数の凍結といった地域の医療情勢にも大きく関わる事項の取り扱いや、

2018年度からの北見病院の指定管理者制度導入に伴う北見病院の職員定数分（現在は、道職員の身分を有しての

派遣を可能とするため、北見の職員定数については、道立病院局・本庁に指定管理室所属職員として全て取り

扱っている）の取り扱いなどが中期的な課題として遡上にあがってくる。 

 

【職員配置等にかかる労使確認事項】 

１ 各道立病院において、院内の同一職種の配置箇所について変更を行う場合、少なくとも１ヶ月前

に病院長より当該支部に書面によって協議を申し入れ、合意を得てから実施すること。 

  また、病院長と支部とで協議が整い、配置を変更する際には遅滞なく病院長より道立病院労組な

らびに道立病院局当局に報告すること。 

２ 当該道立病院の職員総定数内において異なる職種における振替を行い配置する場合、少なくとも

１ヶ月前に病院長より当該支部に書面によって協議を申し入れ、合意を得てから実施すること。 

また、病院長と支部との合意後、採用試験の実施や道立病院局おける特定職種の年齢構成・人事

管理の観点などから、道立病院局当局として道立病院労組との文書確認事項とすること。 

３ 医療需要の変化などに対応し、道立病院局の総定数内で道立病院間において定数の振替をする場

合、道立病院局当局と道立病院労組との交渉事項とすること。 

 

4. 全適による人材確保に資する職員処遇の改善 

  全適移行にかかる理由として、労使交渉及び道議会答弁においても、全適移行により病院事業管理者の判断で

人材確保に資する手当の新設などによる職員処遇の改善が可能となると言われてきた経過にある。 

  また、病院職場の実態を理解した医師である病院事業管理者が任命権者となることにより、採用困難職種の処

遇改善などを主体的に判断される可能性があるものと労働組合としても期待してきた要素が強い。 

  全適移行時の2017年度から、要求事項であった臨床工学技士の調整額措置が一部拡大（北見病院の臨床工学技

士について調整数１）され、専攻医を指導する医師に手当措置（月額10,000円）が処遇改善となったが、2017賃

金確定闘争及び2018当初予算闘争においても賃金面での処遇改善について前進回答が得られたものは無かった。 

  道立病院労組としては、人材確保に処遇改善が必要として薬剤師の賃金面での処遇改善を求めているとともに、

全臨床工学技士に対する調整額措置、夜間・休日等における待機手当の新設などを引き続き重点化し要求してい

るが、現時点において病院事業管理者の主体的な判断により改善されるには至っていない。 

  この間の労使交渉では、新規手当等についてはその措置に必要な新規拡充予算確保のためには財政当局との協

議を要することが明らかになっており、この部分が最大のハードルになっていると推測されるが、全適の効果を

損なわせるものとならないよう、病院局当局には財政当局との折衝を求めていく必要がある。 

  2018当初予算闘争においては、賃金面以外でコメディカル等にかかる研究研修費の20,000千円を超える増額措

置が図られたが、手当や特に調整額の措置などの賃金面処遇改善においては単年度の経費は数十万円から数百万

円と見込まれ、一度制度構築した場合は長期的に毎年度要する経費となることが財政当局にはネックになるもの

と考えられるが、そこを突破できる根拠を十分に病院局当局に構築させることが必要である。 

   

5. 経営に寄与する人材の確保と育成 

現行の「北海道病院事業経営改革推進プラン」の策定にかかる外部有識者会議等の議論においては、病院経営

に精通した事務職員の育成が必要とされ、いわゆる「病院プロパー職員」の重要性が示されていた。 

  現時点においては、行政職の職員で道立病院局内のみで勤務することがルール化された職員は存在していない

とともに、道立病院局として行政職である試験職の採用権限もなく、いわゆるプロパー職員は存在していない。 

  また、経営の舵取りには優秀な各病院の事務長職の存在が欠かせないものであり、これまでの「要求と提言」

ならびに外部有識者の議論においても事務長職の外部からの登用も必要としてきたが、現時点においてこの様な

動きは顕在化していない。 

  2018年度の人事異動では総務省、北海道厚生局から派遣を受け、公立病院運営に対する高い知識を持つ職員の

存在は肯定的に受けとめるものの、道立病院局職員から他の組織への研修派遣などは現時点では行われていない。

今後、他自治体立病院や民間医療機関も含め組合員構成層においても派遣等の可能性は否定できないが、人事異

動におけるルールを遵守させつつ、その適否については道立病院労組としての対処方針の構築が必要と考えられ

る。 
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6. 予算編成にかかる自由度と機動的な経営戦略の実行 

  全道庁労連として「要求と提言」においては、病院事業管理者に予算編成権や人事権を与え、そのリーダー

シップにより必要な病院改革が実行されることを期待してのものであり、庁内障壁として財政当局及び人事当局

からの影響を低下させることが必要と判断してのものであった。 

  人事当局からの制限は、選考職採用や組織機構において一定程度自由度が増したのは事実であるが、病院事業

を行っていくなかでは財政当局からの縛りは大きく変化していない状況である。 

  病院事業として収益を上げ、一般会計からの繰入金を入れた経常収支ではなく医業収支が黒字化していれば、

その分を原資とした自由な予算編成作業も一企業体として許容されるが、単年度において一般会計から60億円程

度の繰入額があることから、個別の新規事業・拡充事業については財政当局との厳しい折衝となり、大胆な予算

編成は極めて困難であり、全適による効果についてはほぼない状況である。 

  しかしながら、企業における経営改善は公民・業種を問わず一定の先行投資のもと、収益をアップにつなげて

いくのが当然であり、この点については労使交渉事項の範疇外の要素が強いことから、労働協約に定めた労使懇

談会を活用した取り組みが有効と考え、病院事業管理者の強いリーダーシップのもと適切な経営改善を進めるよ

う求めていくことが必要となる。 

 

7. 道内自治体病院の状況からの影響 

2018年に入り、道内の自治体立病院において病院事業の収支悪化を理由にして病院職員の賃金の独自削減の報

道が相次いだ。旭川市立病院と函館市立病院という中核的な都市に所在し規模の大きな全適の公立病院において、

医療職に対して賃金削減を行うものであった。 

  かつての留萌市立病院や赤平市立病院の様な自治体財政の悪化にともない、市役所も含めた市職員全員を対象

としたものではなく、あくまでも病院財政を理由としたものであることは極めてインパクトが大きく、道立病院

においても道立病院局職員を対象として賃金の独自削減を行うことは可能である。 

  この様な先行事例の影響から、たとえ道立病院局当局がその様な考えをもっていないとしても、道議会や財政

当局からの圧力の可能性は否定できない。任命権者である病院事業管理者との労使交渉だけではなく、道立病院

労組としても全道庁労連と連携のもと道議会対策等を行っていく必要性がある。 

 

8. むすびに 

  全適移行後１年を経過し、当初期待していた効果があったのか、若干の振り返りを経て強く感じることは単に

全適に移行しただけでは何も変わらない、バラ色の未来がある訳ではないということである。 

  今回、移行後、１年ということもあり組合員アンケートなどは実施していないが現場で働く組合員においては、

感覚的に何も変わっていないと認識されている状況と推測される。 

  しかしながら、いくつかは労働組合として前向きにとらえるべき変化はあることから、より一層、道立病院労

組として道立病院局当局への対応を強化することが必要である。 

 

【資料：全適移行までの主な経過】 

○2006年 

・11月、全適移行を提言する趣旨で「要求と提言」について着手 

○2007年 

・5月、第13回経済財政諮問会議において、社会保障制度改革として「公立病院改革について」（菅総務大臣提出）。安倍首相、

塩崎官房長官、麻生外務大臣、御手洗キャノン会長など。 

・7月、「道立病院事業に関する次期計画にたいする要求と提言」を当局に提出。 

・7月、第1回公立病院改革懇談会（長隆座長）：総務省 

・11月、次期計画となる「北海道病院事業改革プラン素案」提示。指定管理者制度の導入を柱に機能継承も選択肢としたプラン

素案。 

・12月、全道庁「地域医療確保・道立病院対策委員会」発足。連合北海道、自治労道本部、民主党・道民連合との連携強化。 

・12月、公立病院改革ガイドライン：総務省 
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○2008年 

・１月、「自治体立病院等広域化・連携構想」を道が策定。 

・2月、「北海道の地域医療を考えるシンポジウム」開催（民主党北海道・連合北海道・自治労道本部・全道庁・退職者連合・

北海道医療の共催）。 

・３月、2回の団体交渉を経て、「北海道病院事業改革プラン」成案化。留意事項として、「地域理解と経営形態を問わず必要

な手立て講じる」との確認。 

○2009年 

・３月、「北海道病院事業改革プラン」にかかる「経営指標に係る数値目標及び収支計画等」策定。 

・４月、紋別病院について、地元５市町村から道に対し、公設公営による移管要請。この間、新聞報道が先行。これ以降、積極

的に連合地域協議会等を通じ、地元の市議や単組とも意見交換。 

○2010年 

・４月、道と地元５市町村と紋別病院の移管について大筋合意。 

・10月、道と地元５市町村とで覚書締結。 

・11月、移管にかかる団体交渉後、道議会で廃止条例成立。 

○2011年 

・２月、｢北海道病院事業改革プラン｣の見直しについて、１年前倒しで検討することが情報提供。 

○2012年 

・７月、医療経営コンサルタントと外部有識者会議（議論は非公開）から報告書・意見書提出。苫小牧病院（結核医療）の廃止

と独法化の考えが示される。 

・８月、「要求と提言」を当局に提出し、廃止と独法化に反対であることを鮮明化。 

・９月、「新・北海道病院事業改革プラン」の素案提示。独法化は明記されず。 

・12月、苫小牧病院廃止反対を訴え、連合地域協議会（胆振・日高）・北海道医療を実施主体として、地域ビラ配布（1.5万

枚）と署名行動（6,184筆）を実施。 

○2013年 

・２月、道議会対策を強化しつつ、地域医療確保に向けた連合地域協議会を通じて、管内の自治体に対し意見書提出要請。地区

連合を通じ、苫小牧市長にも要請行動。 

・３月、「新・北海道病院事業改革プラン」成案化。苫小牧病院廃止の記載は変わらず。 

・５月、苫小牧病院廃止にかかる当局提案。 

・９月、３回の労使交渉を経て、廃止条例成立。 

・９月、北見病院について、北見赤十字病院隣地移転を当局が方針化し、作業開始。 

○2014年 

・９月、外部有識者による評価委員会において、全適移行について緊急提言書が提出。 

○2015年 

・3月、総務省において、「新公立病院改革ガイドライン」が示される。 

・６月、ガイドラインを踏まえ、現行プランを１年前倒しで改定すると当局より情報提供。 

・７月、検討会議の委員と接触し、対策強化。 

・８月、プラン改定にかかる外部有識者による第1回検討会議が開催（公開）。概ね全適支持の議論動向のなか一部委員より、

指定管理の可能性について指摘。 

・８月、北見病院について指定管理の可能性が言及されたことを受け、北見市議などとも意見交換。 

・10月、第2回の検討会議が開催され、全部適用移行について中間意見書化。 

・11月、2017年度からの全適移行に向け、作業を開始すると知事が議会で表明。 

○2016年 

・６月、新たな「要求と提言」を提出し、「地域医療構想」などを踏まえ、各病院の方向性を提言。 

・７月、検討会議の座長（道医師会副会長）などにも積極的に接触し、「要求と提言」を説明。 

・８月、「要求と提言」に対し、「貴団体の意見も鑑み検討」と回答。 

・９月、労働条件にかかる「道立病院の経営形態見直しにかかる要求書」を提出。 

・10月、最終の検討会議が開催され、各病院の方向性において概ね妥当と判断される内容が報告書化。 

・11月、全適移行にかかる団体交渉を実施し、主要課題（基本賃金、知事部局との人事異動、一般職非常勤職員の継続任用）の

考え方を確認。その後、道議会に条例改正が提案。「北海道病院事業改革推進プラン」素案提示。 

○2017年 

・１月、全適移行後の組織機構と賃金課題等の労使交渉を実施（団体交渉２回）。組織機構については、現行定数を維持、賃金



― 146 ― 

  

 

等は基本的に現行のものを準用し、新たに臨床工学技士の調整額措置の対象者を拡大することを確認。 

・４月、全適移行、鈴木信寛事業管理者就任。労使協定・労働協約締結 
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日々、労働者として働く上で問題となっているのが、時間外労働の問題である。大手広告会社において月

100時間を超える時間外労働を強いられ、過労自殺した事件について、公務員労働者としても決して無視でき

ない出来事。保健所職場における時間外労働及び36協定締結からその後の対応について述べていく。 

 

保健所職場における36協定締結とその後の対応について
 

北海道本部／全道庁労連・保健所評議会

 

1. はじめに 

我々、労働者は労働基準法「以下「労基法」という。」第32条において、労働時間が規定されており、北海道

職員についても同様に労基法の適用を受けることとなる。日々、労働者として働く上で問題となっているのが、

時間外労働の問題である。 

  昨年、大手広告会社において月100時間を超える時間外労働を強いられ、過労自殺した事件については、我々、

公務員労働者としても決して無視できない出来事であった。今回、保健所職場における時間外労働及び36協定締

結からその後の対応について述べていく。 

 

2. 時間外労働について 

 

 本来、労基法第32条においては、労働時間を週40時間、１日８時間を上限として規定されていることから、労

基法上は、時間外労働をさせてはならないこととなる。 

ただし、例外規定（表１）により、例外的に時間外労働をさせることができることから、現状として、時間外

労働が認められていることとなる。 

 

  表１ （例外規定）労基法抜粋 

 

 

     

 

3. 36協定について 

  労基法第36条（時間外及び休日の労働） 

 

36協定とは・・・ 

「時間外・休日労働に関する協定」のことであり、時間外勤務（法定の労働時間を超えて労働）させる場合

や、法定の休日に労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監

督署に届け出ることが必要である。 

なお、北海道の行う事業所又は事務所に係る労基法別表第１の号別区分表を表２に示す。 

 

 

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、労

働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定

をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条の５まで若しくは第40条の労働時間（以下この

条において「労働時間」という。）又は前条の休日（以下この条において「休日」という。）に関する規

定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができ

る。ただし、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、１日について２時

間を超えてはならない。 

33条３項 「公務のために臨時の必要がある場合」 

36条１項 「労使で協定を締結した場合」 

33条１項 「災害その他の避けがたい事由がある場合」
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表２ 北海道の行う事業所又は事務所に係る労基法別表第１の号別区分表 

号別 事業所 監督機関 

３号 

（土木･建設） 
耕地出張所（11） 

総合振興局・振興局建設管理部の出張所（41） 

ダム建設事務所 

総合治水事務所 

総合振興局建設管理部の出張所の事業所（３） 

労働基準監督署 

 

13号 

（保健衛生） 
道立病院（３） 

精神科病院（２） 

診療所（８） 

子ども総合医療・療育センター肢体不自由児 

総合療育センター 

向陽学院 

大沼学園 

保健所（26） 

保健所支所（14） 

食肉衛生研究所（７） 

 

 表２に示したのは、労基法第36条で規定された当該事業所に充たる北海道における事業所又は事務所（以下、

「36協定職場」という。）であり、これらの職場については、36協定を締結しなければ、時間外及び休日につい

ては時間外勤務ができないこととなる。 

道当局は、３号（土木・建設）における耕地出張所や建設管理部出張所、13号（保健衛生）の道立病院等につ

いては、早々に36協定を締結し、時間外勤務に関し基本確認書により時間外勤務条件等を確認し、管理している

状況下にある。 

しかしながら、道当局は、これまでに保健所職場に対しては、36協定の締結指示もなく、締結をしない状況下

で時間外勤務を命じていた背景がある。 

 理由としては、冒頭にあげた労基法第32条の例外規定により、同法第33条３項「公務のために臨時の必要があ

る場合」を拡大解釈し、恒常的な時間外勤務を行っていた。 

 

 

その一方、我々、労働組合側も、36協定締結をしなければならないことはわかっているものの、道当局に締

結する旨、訴えていくことはできたが、実行していかなかった。 

 それは、労基法上は、36協定を締結し、時間外勤務における体制を整備しなければならないことではあったが、

道当局側の労基法第32条の拡大解釈による考えにより時間外勤務ができていることを前提として、36協定を結ぶ

必要性はなく、むしろ、協定を結ぶことで「超勤をしなくてはならなくなる」という考えや予算の確保など、

様々な課題があり、全道庁としても運動方針には掲げていたものの、中々、締結までには至らなかった。 

 その後、全道庁も考えを一新し、「36協定を結ぶことで時間外勤務をさせられる考え」から「36協定を結び、

時間外手当の完全支給と業務に見合った十分な職場定数の確立の考え」に変わっていった。 

  この36協定締結は、労基法上、整備しなければならない事項であり、この間の過程については、労基法上の違

法となるが、これまでの理由から、道当局を追及することはできず、我々、労働組合側も非があり、双方が現状

況を認め、早急に正しい体制づくりをしていかなければならない。 

 

4. 「36協定」締結にかかる事務処理 

 ① 全道庁本部と道当局との間で「基本確認書」を締結 

 ② 「基本確認書」の内容を基に36協定対象職場（保健所支部・分会）毎に「36協定」を締結 

 ③ 「36協定」締結後、労働基準監督署（または人事委員会）に届出 

 ④ 「36協定」で定められた労働時間を超えそうな場合は、労使で延長協議を実施
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5. 協定の当事者 

  

「36協定」は各道当局（各所属長）と支部長（または分会長）とで締結し、労働基準監督署に届出する。

（労基法第36条第１項） 

 

  表３ 労基法第36条第１項目抜粋 

 

 

 

 

 

※ 職場毎の組織率が過半数に満たない場合、労働組合として協定を締結することができない。 

 

6. 36協定締結までの経過 

 ・2017年８月22日 

  全道庁労連は、道当局と「時間外勤務及び休日勤務に関する基本確認書」（資料１）を締結。 

 ・2017年10月31日～ 

  江差保健所が最初に協定を締結し、その後、香深診療所（現在、準備段階）を除く36協定職場において年度内

に協定締結がなされた。（留萌保健所における「時間外労働休日労働に関する協定届（資料２）」） 

 

36協定締結状況（資料３） 

  保健所（26/26）、食肉衛生研究所（7/7）、診療所（7/8）、その他出先機関（3/3）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 使用者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、過

半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表とする者と書面による協定をし、

これを行政官庁に届け出た場合においては、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は

休日に労働させることができる。 
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【資料1】 
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【資料2】 
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【資料3】 

H30.4.1現在

保健所

1 岩見沢保健所 岩見沢労働基準監督署

2 滝川保健所 滝川労働基準監督署

3 深川保健所 滝川労働基準監督署

4 江別保健所 札幌東労働基準監督署

5 千歳保健所 苫小牧労働基準監督署

6 倶知安保健所 倶知安労働基準監督署

7 岩内保健所 倶知安労働基準監督署

8 室蘭保健所 室蘭労働基準監督署

9 苫小牧保健所 苫小牧労働基準監督署

10 浦河保健所 浦河労働基準監督署

11 静内保健所 浦河労働基準監督署

12 渡島保健所 函館労働基準監督署

13 八雲保健所 函館労働基準監督署

14 江差保健所 函館労働基準監督署(江差駐在事務所）

15 上川保健所 旭川労働基準監督署

16 名寄保健所 名寄労働基準監督署

17 富良野保健所 旭川労働基準監督署

18 留萌保健所 留萌労働基準監督署

19 稚内保健所 稚内労働基準監督署

20 網走保健所 北見労働基準監督署

21 北見保健所 北見労働基準監督署

22 紋別保健所 名寄労働基準監督署

23 帯広保健所 帯広労働基準監督署

24 釧路保健所 釧路労働基準監督署

25 根室保健所 釧路労働基準監督署

26 中標津保健所 釧路労働基準監督署

食肉衛生検査所

1 八雲食肉衛生検査所 函館労働基準監督署

2 東藻琴食肉衛生検査所 北見労働基準監督署

3 早来食肉衛生検査所 苫小牧労働基準監督署

4 帯広食肉衛生検査所 帯広労働基準監督署

5 岩見沢食肉衛生検査所 岩見沢労働基準監督署

6 日高食肉衛生検査所 浦河労働基準監督署

7 富良野食肉衛生検査所 旭川労働基準監督署

高等看護学院

1 旭川高等看護学院 北海道人事委員会

2 紋別高等看護学院 北海道人事委員会

3 江差高等看護学院 北海道人事委員会

4 網走高等看護学院 北海道人事委員会

診療所

1 阿寒湖畔診療所 釧路労働基準監督署

2 ウトロ診療所 北見労働基準監督署

3 白滝診療所 北見労働基準監督署

4 庶野診療所 浦河労働基準監督署

5 天売診療所 留萌労働基準監督署

6 焼尻診療所 留萌労働基準監督署

7 香深診療所 準備段階

8 鬼脇診療所 稚内労働基準監督署

その他出先機関

1 衛生研究所 北海道人事委員会

2 旭川肢体不自由児総合療育センター 旭川労働基準監督署

3 向陽学院 札幌東労働基準監督署

4 大沼学園 函館労働基準監督署

備考

労基法第３６条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定届」提出状況

事業所名 届出先
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7. 延長協議について 

〈保健福祉部の場合〉 

 １日の時間外 １月の時間外 １年の時間外 

延長できる時間 ４時間 45時間 150時間 

やむを得ない場合 

（協議後の限度時間） 
８時間 60時間 360時間 

 

※「１月60時間」「１年360時間」を超える必要がある場合は、再延長協議が必要 

 

 

 

 

 

（延長協議にかかる課題） 

  １ 事務処理の煩雑さ 

    管理職員が延長理由を作成できない（係長（主査）・担当へ丸投げ） 

    ・道当局は、「突発的な業務」「対外的な対応」等で整理したい 

     ⇒36協定における時間外勤務時間とカウントされない。 

    ・「そもそも人員が足りていない」ことは認めたくない。 

  ２ 管理職員の理解不足 

    「延長協議ができない」といった思い込み 

     ⇒組合員に対し、「36協定が足かせ」のように説明 

      組合員の意識に「根強い誤解」や「あきらめ」が生じてくる。 

 

8. 36協定締結後の対応 

冒頭にも述べたが、労基法における36協定締結はあくまで時間外勤務に関する体制づくりの一環であり、協定

を締結したからといって終わりではない。むしろ、協定締結後からが大切となってくる。 

  昨今、北海道は、管理職以下の賃金の独自削減は解消されたものの、職員適正化計画の実施により、職員定数

が削減となり、また保健所職場においては、医療職の欠員等により、時間外勤務が大幅に増加している傾向にあ

る。 

  昨年４月には、「職員のワークライフバランスの推進に関する指針」が一部改正となり、年２回の「推進強化

期間」を年４回に拡大され、また、月例最終週には「ワークライフバランス推進重点週間」として、定時退庁促

進の取り組みが始まっている状況にある。 

  職場実態を考慮すると、欠員を抱え、業務量も増加傾向の中で、定時に退庁することは可能なのだろうか？ 

  そもそも、限られた人員定数の中で仕事を行い、例年のように時間外勤務（残業）で対応している職場や欠員

を抱え、その業務を対応しているのも係員であり、通常時間内で自分の業務とその欠員分の業務を行うことは明

らかに業務量の増加となっている。 

  管理職は、時間外勤務マネジメントシートを活用して、計画的・効率的な業務マネジメントを行うとあるが、

実際に業務マネジメントができているのか。業務のことは無視し、ただ定時退庁を促してはいないか。時間外勤

務する職員に対しては、事前命令を出しているか。職場によってさまざまという声が上がっている状況である。 

  また、我々、労働者（組合員）も時間外に対して不安視するところがある。 

  未だ時間外をすると「評価が下る」と思っている職員や「これは仕事ではなく勉強です」という職員もいたり

と、時間外勤務の考え方に相違がある組合員がいる。 

  36協定締結を皮切りに、道当局（管理職）には、業務マネジメントの確認の徹底、時間外勤務手当予算の確保、

退庁現認の徹底及び限度時間の延長協議の実施など、協定に基づき適切に対応するよう求めていかなければなら

ない。 

労働者（組合員）に対しても、学習会や職場集会等を定期的に開催し、職場実態の把握、36協定への理解を深

延長協議の当事者 

 ① １日の時間外勤務 ⇒ 保健所長と支部長（または分会長） 

 ② １月の時間外勤務 ⇒ 総合振興局（振興局）副局長と支部長（または分会長） 

 ③ １年の時間外勤務 ⇒ 保健福祉部長と保健所評議会議長 

 ④ １年360時間超 ⇒ 保健福祉部長と全道庁本部副執行委員長・保健所評議会議長 
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める必要があると考える。 

 

9. 最後に 

  36協定職場（1か所を除いて）において、「36協定締結」をしたところであるが、これからの対応が大切と

なってくる。 

  保健所評議会は、今後、各保健所支部・分会に対して、サービス残業を完全になくすよう周知徹底し、定時退

庁することを前提として、時間外勤務をする際は必ず事前命令を出すよう道当局に促し、組合員にも事前命令を

出すよう働きかけたいと思っている。 

  また、学習会の実施や教宣紙を通じて、36協定への理解を深め、支部（分会）組合員全員で共有していく。 

  時間外勤務の課題は、非常に難しい課題ではあるが、組合員一人一人が意識し、全道庁本部、総支部、支部

（分会）組合員全員が結束し、この課題に取り組んで行けば必ず解決できると思う。 
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児童自立支援施設とは、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由によ

り生活指導を有する児童を入所させる施設として、都道府県に設置義務が課せられている。近年、子どもの育ち

の問題が一層深刻化しているなか、児童自立支援施設において、子どもが再び貧困に陥らないための役割も担っ

ていく必要性があり、極めて高度な専門性が求められることから、早急に体制を整備していくことが求められて

いる。 

 

児童自立支援施設における心理療法及び 

保健指導の現状と課題 

北海道本部／全道庁労連・札幌総支部向陽学院支部 吉成 淳一

 
 

1. 児童自立支援施設の概要と課題 

（１） 概要 

 児童自立支援施設とは、不良行為をなし、又は、ある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導

を有する児童を入所させる施設として、都道府県に設置義務が課せられている。2018年６月初日現在、民間施設

を含め全国に58カ所設置されている。 

なお、1997年の児童福祉法の改正により、「教護院」から「児童自立支援施設」に名称を改め、対象となる子

どもを拡大し、「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導を有する児童」が加えられている。 

 

（２） 課題 

近年、家庭での子育て力の低下や地域における養護機能の低下など子どもを取り巻く環境の空洞化、さらに教

育現場では、いじめ、不登校・ひきこもりといった問題、重大な少年事件の発生など子どもの育ちの問題が一層

深刻化している。 

これは、子育てが社会的支援を必要とし、且つその範囲が拡大し複雑化を増している傾向にあるということを

指していると思われる。又、社会的養護や子どもの貧困についてテレビや新聞で報道されることも多くなり、社

会的関心も高くなってきている。 

1997年児童福祉法が改正され、児童自立支援施設の対象となる子どもの拡大が図られた。これは、日本経済状

況の構造的変化に伴って、子どもを取り巻く環境も大きく変化し、旧法では支援できない多様な問題の顕在化、

さらに、公教育の保障問題などの対応が顕著に表れ児童自立支援施設の対象児の拡大が図られ改正されたもので

ある。その後、虐待経験や発達障がい等を有する子どもの入所割合が増加する傾向にあり、子どもたちに対する

支援・援助における専門的技術指導方法の向上、とりわけ「心の問題」について検討する必要性が求められてい

るところである。又、2016年改正法では、「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに

健やかに育成する責任を負う」「国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよ

う、児童の保護者を支援しなければならない」とされ、社会が子どもの養育に対して保護者（家庭）とともに責

任を持ち、家庭を支援しなければならないことが法的に裏付けられ、社会的養護のニーズが高まってきている。      

 2006年「児童自立支援施設のあり方に関する研究会」報告書では、施設内における支援については、子どもの

健全な発達・成長のためには、最善の利益の確保・権利擁護を基本として、個々の問題改善・回復や発達課題の

克服・達成など、欠落した「ニーズ」に応じたきめ細やかな支援・援助を実施することが重要であり、施設は

「発達障がい等」新たなニーズにも対応できる自立支援の体制づくりが求められており、それらを築くためには、

新たな支援を担う「高度な専門性を有する人材の確保」・「高度なサービスの提供」は不可欠であり、まさに施

設整備は重要で且つ急務と思われると報告されている。又、被虐待経験や発達障がい等を有し、特別な「ケア」

を要する子どもの支援・援助は、関わる職員と「医療・福祉・教育」など外部関係機関スタッフとの「情報の共

有化」「緊密な連携」を図ることは不可欠で、そのためにも、専任医師の配置や外部医療機関との連携・協力は

欠かせないところであり、その体制を整備することは重要で必要不可欠であるといえ、心理療法担当職員につい

ては、現在１人配置であるが、複数の職員配置をすることで、「集団で行うグループワーク」「個別的なカウン
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セリング」・「個人療法」などが的確に施行されることが期待されるところであるとされている。 

また、2014年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、政府が中心となって関係施策の総

合的な推進が図られようとしている。この法律は、子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の

支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのな

い社会を実現することを基本理念としている。児童自立支援施設に入所してくる児童の多くは、養育環境に問題

を抱えていたり、経済的に困窮している家庭で育っており、今後、児童自立支援施設において、子どもが再び貧

困に陥らないための役割も担っていく必要性がある。 

さらに、2017年８月に示された「新しい社会的養育ビジョン」では、施設に入所してくる子どもたちの多くは、

虐待や不適切な養育体験等に起因するトラウマ関連障害やアタッチメント（愛着）に関する問題を抱えているこ

とが多く、施設養育は、子どもたちの呈する複雑な行動上の問題や精神的、心理的問題の解消や軽減を意図し、

治療的養育を基本とすべきであるとされている。さらには、日常生活において表現される子どもの問題行動への

対応技術、家庭の抱える問題（家族病理）に対する深い理解とそれに基づく子ども・家族への支援など、極めて

高度な専門性が求められるとあり、施設は早急に体制を整備していくことが求められている。 

 

2. 向陽学院の現状と課題 

向陽学院においても、1997年の児童福祉法改正以降、「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導を有する

児童」が増加しており、現在では入所者のほとんどが、被虐待経験や発達障がいを有している状況にある。児童に

対する、支援のあり方も、法改正前の「非行少年」に対する集団の力を利用した「教護的」な支援のあり方から、

特別なケアを要する児童のニーズにあわせた「個別的」「専門的」な支援へと変わってきている。「新しい社会的

養育ビジョン」においても、集団の力に過度に依存した養育や個別的関係性を軽視した養育は不適切であり、従来

のルールによる集団管理に依拠してきた生活のあり方を根本的に改める必要があるとされている。又、入所児童の

多くが、母子家庭等の片親世帯であり、生活保護を受給していたり経済的に困窮している世帯が少なくない。又、

向陽学院は全国でも３カ所しかない「女子児童」だけの施設であり、性の商品化・性被害にあっている児童も多く

入所しており、デリケートゾーンに関する悩みや質問にも対応しなければならない。このように、向陽学院におい

ても、「児童自立支援施設のあり方に関する研究会」や「新しい社会的養育ビジョン」で示されているとおり、子

どもが抱えている問題性の改善・回復や発達課題の達成・克服など、一人ひとりの子どものニーズに応じたきめ細

やかで高度な専門的支援を実施することが重要である。特に、「新しい社会的養育ビジョン」で求められている、

治療的養育を実現するためには、支援を担う専門性の高い人材の確保と質の高いサービスを提供できる施設の整備

が急務である。又、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行されたことにより、子どもの育った環境に左

右されない教育の支援、生活の支援、就労の支援等、子どもを貧困から救う具体的な支援のあり方を検討しなけれ

ばならない。 

 しかし、現状においては、常勤の心理療法担当職員が１人、特別職非常勤の保健指導員が１人の配置となってお

り、早急に心理療法担当職員の増員並びに保健指導員常勤化が必要である。特に保健指導員については、嘱託医師

や外部医療機関との情報の共有化、緊密な連携を図る上でのパイプ役を担っており、連携・協力体制を整備する上

でも、早急に常勤化する必要がある。 

 

3. 心理療法担当職員の現状 

向陽学院においては、児童施設設置基準の改正にともない、2012年度から心理療法担当職員（主査）１人が配

置されている。その業務は、入所児童の心理療法や場面面接、職員への助言指導、研修等の業務を担うこととさ

れている。心理療法の回数は、児童面接においては、2015年度1,357件、2016年度1,371件、2017年度1,036件と

なっており、施設職員等への助言指導や援助方針会議への出席等を含めた心理療法の合計は、2015年度1,915件、

2016年度2,277件、2017年度1,843件となっている。この、心理療法の件数を見ても業務の多忙さは明らかであり、

それに加えて、心理療法に伴う記録の整理、施設職員等に対する研修主催、職員への助言指導、嘱託医師等の医

療機関との連絡調整、さらには、2013年度からは中卒児童を対象としたＳＳＴ授業（週１回）、2017年度からは、

全児童を対象とした健康教育（性教育）授業（週１回）を開始しており、業務の煩雑さは明らかである。 

今後も、被虐待経験や発達障がいを有している子どもの入所は増加すると思われる。入所してきた子ども一人ひ

とりのニーズにきめ細かく応えるためには、心理療法担当職員を複数名配置し、業務分担等により子ども一人ひと

りに対して割く時間を確保することが望まれる。心理療法担当職員の複数配置が望ましいことは、前述の「児童自

立支援施設のあり方に関する研究会」報告書で示されているとおり明らかであり、「新しい社会的養育ビジョン」
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で示されている治療的養育環境を整備するためにも、早急に心理療法担当職員の複数配置を実現させる必要がある。 

 

4. 保健指導員の現状 

向陽学院において保健指導員は、特別職非常勤職として１人配置されている。その業務は、児童の保健・衛生、

児童の健康管理、嘱託医との連絡調整・受診指導、健康・安全の授業に関することとなっており、勤務時間は、①

8:15～15:00、②8:45～15:30となっている。 

近年、前述のとおり、被虐待体験や発達障がいを有する子どもの入所が増加しており、その子どもたちの特徴と

して、親又はそれに代わる保護者がうまく対応できずに、「つかえない」・「どうせお前は、だからダメなんだ」、

さらに「何をしても上手くいくはずがない」と罵倒される、或いは、逆に「過度」の期待をされた結果、親の期待

どおりに「ならない」と放って置かれてしまった子どもたちが多く入所してきている。人と上手く関わってきた経

験の乏しい子どもたちであるため、大人との付き合い方が下手で、言葉を通してのコミュニケーションが、親子関

係の元では機能していなかったため、コミュニケーションそのものを最初から諦めるといった様相が濃くなったり、

言葉で表現するよりも身体症状で表現し、訴えることが多くなっている。又、食生活や生活習慣の乱れから、虫歯

の多い児童も多く、運動する経験の乏しい児童や、多動傾向の児童もおり、日常的に怪我や打撲、捻挫をする児童

が増えてきている。 

子どもたち一人ひとりの多種多様な身体症状の訴えに対して、耳を傾け手当てすることが保健指導員に求められ

る重要な役割である。この手当ては、絆創膏を貼る、薬を飲ませるといった単純な関わりに限らず、「どうした

の」・「大丈夫かい」・「痛かったね」、「よく我慢したね」と声を掛け、手を触れて確認するなどの当たり前の

ように見られる行為が、向陽学院に入所してくる子どもたちが望んでもかなわなかった「私は大切にされた」とい

う感覚を与える役割となっている。 

入所以前から定期通院している児童もおり、診療情報をもとに適切な治療を行ってくれる医療機関を探し、予約

し通院させる。又、骨折や脱臼等の突発的な事故や急な発熱に対応して児童を通院させ、事故経過の説明や医師か

らの治療経過を直接処遇職員に周知することも保健指導員の重要な役割である。過去３年間の保健指導員の処置・

指導回数は、2015年度670件、2016年度834件、2017年度844件であり、通院回数は2015年度185回、2016年度235回、

2017年度235回となっており、ほぼ毎日、児童の通院対応を行っている状況である。 

しかし、現状の勤務時間や時間外ができない等の制約があるなかでは、児童の活動時間に合致しないため、子ど

もと寄り添う時間が限られる、授業時間中に通院しなければならない、子どもの様子について直接処遇職員との引

き継ぎを行う時間が少ない（現状では、保健指導日誌を職員が閲覧又は、課長を通して寮職員等に周知する）等の

不都合が生じており、結果的に児童の不利益となってしまうこともありえる状況である。又、2015年度は、７月に

保健指導員が退職し、ハローワーク等を活用して後任の早期採用を図ったが、採用希望者すら現れない状況で３ヶ

月間保健指導員が不在となる事態となってしまった。専門性の高い業務でありながら、非常勤ということでの低賃

金等の待遇の悪さが、後任が決まらなかった原因と考えられる。 

「新しい社会的養育ビジョン」で示されている治療的養育環境を実現するためには、支援を担う専門性の高い人

材の確保と質の高いサービスを提供できる施設の整備は重要課題である。子どもに寄り添い、子どもたち一人ひと

りのニーズに合わせた対応を行うためには、児童の活動時間に合わせた保健指導員の勤務体制が必須であり、早急

に保健指導員を常勤職として配置することが急務である。 
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北海道立羽幌病院は、1953年8月に移管され、内科・外科・小児科・産婦人科、病床数48床で開始されていま

す。2017年度から地方公営企業法の全部適用に移行し、その後の経過を再検証し、北海道として提示する「羽幌

病院」の機能･役割を踏まえながら、留萌二次医療圏の現状を鑑み、担うべき役割や維持すべき機能についての

考察を行いたいと考えています。 

 

羽幌病院の役割と課題 

―
 前自治研究「留萌中北部における羽幌病院の役割と課題」を再検証する 

― 

 

北海道本部／全道庁労連・道立病院労組羽幌病院支部 石川 孝一

 

1. はじめに 

羽幌町は、日本海に面した農業と漁業を中心とした町で、札幌から車で約３時間半の距離に位置しています。 

北海道立羽幌病院は、1953年８月移管され北海道立羽幌病院を開設し診療科目は、内科・外科・小児科・産婦人

科、病床数48床で開始されています。 

2005年７月に、旧病院より移転し、診療科目は、内科・外科・小児科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・整形外

科・皮膚科・泌尿器科・精神科・リハビリテーション科、病床数120床、人工透析10台で開設しました。            

2017年度から地方公営企業法の全部適用に移行し病床数45床の中、地域包括病床12床で運用し、医師定数12人の

ところ総合診療医（内科・外科・整形外科）６人・小児科１人の、７人体制で対応しています。そこで本レポート

は2014年に作成した「留萌北部における羽幌病院の役割と展望」の、その後の経過を再検証し、北海道として提示

する「羽幌病院」の機能･役割を踏まえながら、留萌二次医療圏の現状を鑑み、担うべき役割や維持すべき機能に

ついての考察を行いたいと考えています。 

 

2. 前自治研での羽幌病院の課題 

旧改革プランより、「留萌第二次保健医療福祉圏における地域センター病院として、地域の医療機関や他の地域

センター病院との連携を図りながら、診療体制や救急医療体制の確保に努めるとともに、人工透析医療を実施して

います。」という記載通り留萌第二次保健医療福祉圏のおける役割が示されています。 

○留萌第二次保健医療福祉圏における中核医療機関として、地域の国保病院等や他の中核医療機関との役割分担

や連携を図りながら、救急医療をはじめ地域の医療需要に対応し得る医療機能の確保に努めます。 

○地域に必要な医療を安定的、効率的に提供するため医師確保に取り組むとともに診療体制の見直しと地域の支

援について地元自治体との協議を進めます。 

○離島診療所への支援体制の整備に努めます。 

しかし、常勤医師は６人（内科４人、整形外科１人、小児科１人）と定数を割り込む状況で、標榜する二次救急

も実現できていないことは勿論のこと、標榜する11診療科の内、7診療科で出張医対応しているのが現実です。 

前レポートでも明らかになった課題として、 

○慢性的な医師・専門医不足 

・専門医の減少による外来の制限。 

・標榜する二次救急も実現できていないのが現実。 

○常勤医師の不在 

・標榜する11診療科の内、7診療科が派遣医師で対応。 

・離島診療所の支援はおろか支援される病院へ。 

〇現在の情勢から急激な人口減少、高齢化の対応が求められている。（地域医療構想） 

・急性期病床から回復期への病床機能の分化・連携の推進。 

・在宅医療の充実と高齢者施設の充実 

・地域における医療従事者の充足は不可欠ため、その確保・養成を行う。 

上記の課題が浮き彫りになり、早急に対応すべきと述べています。 
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3. 留萌圏域における医療需要 

留萌圏域（図１）における総人口は、2015年から2020年までの5年間で、約４千人減少することが推計されてい

ます。さらに、2025年までの５年間でも４千人が減少することが推計されています。また、羽幌病院を受診する患

者の多くは、留萌中部の3町村です。2015年から2025年までの10年間で約２千人が減少することが見込まれており、

約２割の人口減少が見込まれています。また、年齢階層(図２)では、若年層の人口減少が早く、主な病院受診する

団塊の世代である65歳以上の人口も減少傾向になっています。 

 

図1留萌管内人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2羽幌町周辺年齢階層推移 

 

 

年間通院患者年次推移（図３）と年間入院患者推移（図４）からも確認できますが2009年の外来延患者数が年間

6万人であったのに対し、現在では４万人を下回る状況です。８年後の現在では、延べ２万人もの患者が減少して

いるのが現状です。今後も見込まれる患者数の減少を踏まえると、提供できる医療にも限りがあります。 

 

図3年間通院患者年次推移                 図4年間入院患者数推移 

また羽幌病院は、留萌第二次保健医療福祉圏域における地域センター病院の一つです。 

この圏域の医療需要の低下に加え、羽幌病院自身の機能の低下が患者減少を招いている現状にあります。 

医師や看護師などの医療スタッフが総体的に減少している状況下での「地域センター病院」としての機能回復は、

極めて困難状況であると共に、今後も見込まれる患者数減少に対しての対応が必要です。 
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4. 羽幌病院が果たすべき役割・機能 

2017年３月策定された北海道病院事業改革推進プランにより羽幌病院は、
 

 

 

 

とされています。前研究から示されている課題が、羽幌病院の今後の方向性だと確信しています。 

図（５）は2017年度からの当院外来の診療体制です。当院常勤医師は、内科と総合診療科を担当し、その他の科

に関して出張医での対応となります。 

 

図（５）当院外来診療体制 

 

 

2017年度からは、組合が求めていた地方公営企業法の全部適用へ移行したことにより、今後は、医療環境の迅速

な対応と人材確保や収益確保充実強化を図り、病院事業経営改革を進め、経営の自由度を高めることが不可欠とな

ります。そして新たな取り組みが示されています。 

○収益確保に直結する人材確保の強化 

○医療環境の変化に柔軟に対応できる起動的かつ効率的な組織編成・人員配置 

○管理者が担う役割（医育大学支援要請、連携強化） 

○管理者のトップマネージメントを支える業務執行体制構築（知事部局から独立した組織を設置） 

地方公営企業法になる前には、出来なかった取り組みを進めて行かなければなりません。 

 

5. 地域医療構想 

日本では、2025年にいわゆる「団塊の世代」が全て75歳以上となる中、これまでの「治すことを重視した医療」

「病院完結型の医療」から、「自分の住み慣れた街で長く生活できる」「地域完結型の医療」に変えてゆく取り組

みを進めて行かなければいけません。留萌圏域における現状は、医療需要（図６）の推計値では、高度急性期、急

性期、回復期の合計数に大きな変化はないものの、現在の急性期病床数から将来の高度急性期と急性期等からの回

復期への転換が必要です。 

留萌第二次保健医療福祉圏域における病院機能や病床の割合を考慮すると、急性期病床は過剰であると考えられ

ます。また、2015年病床機能報告制度からも、2025年の留萌圏域での回復期病床の割合が足りないと推測され、羽

幌病院の回復期病床への転換が課題です。回復期病床とは、急性期病棟で治療を終えた患者が、介護施設や在宅で

の生活が不可能な時に転院出来る病床です。高齢化も進み、濃厚な医療よりも、維持・療養・介護のウエイトが大

○現在稼働病床数を確保し、一部圏域で不足が見込まれる回復期病床の転換 

○総合診療医の配置を検討し、留萌市立病院と役割の分担 

○総合診療医や地域医療を志す医師の人材育成機能の体制強化を検討 
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きな病院は、留萌圏域に不足していると推測されます。羽幌病院でも、現在12床で運用開始していますが、まだま

だ回復期病床が必要と思われます。 

 

図６ 2015年病床機能報告制度の結果（留萌） 

 

 

羽幌町には、特別養護老人ホーム、グループホーム、老人ホームなど3施設有りますが、入居するのに100人以上、

待たないと入居出来ないのが現状です。今後も高齢化が進む状況から更なる社会資源が必要だと考えられ、町と連

携し拡充する必要があります。 

 

6. 終わりに 

本レポートは2014年に作成した「留萌中北部における羽幌病院の役割と展望」の、その後の経過を再検証しまし

た。前レポートで、明確になった課題を北海道病院事業改革推進プラン作成時に、「要求と提言」として盛り込み

作成したものです。羽幌病院の将来のあるべき姿として、これまでの「治すことを重視した医療」「病院完結型の

医療」から、「自分の住み慣れた街で長く生活できる」「地域完結型の医療」への転換、在宅医療の充実、高齢者

施設の充実と羽幌町と連携した取り組みが最重要課題と再認識しました。しかし、高齢化が進む中、限られた医療

資源の中で 医師や看護師を含む医療スタッフの充実は重要です。道立病院労組として、これらの課題の改善に向

けて最大限取り組みを進めていきます。 
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年々人口は減少傾向で高齢化率のみが上昇し、老老介護を余儀なくされている世帯も多くなっており、医療資

源や介護資源は少なく通院のために丸1日費やさなければいけないという人も多く存在している。どこで暮らし

てもある程度必要な医療や介護が受けられるようにするのは行政として当然のことなのではないだろうか。これ

からこの地域で何が必要とされ、また病院として生き残って行くためにはどうしていくべきなのかを考えていか

なければならない。 

 

江差病院の現状と今後のありかた 

北海道本部／全道庁労連・道立病院労組江差病院支部

 

1. はじめに 

どの地方にも見られるように年々人口は減少傾向で高齢化率のみが上昇してきている。特に独居世帯や老老世帯

は増加傾向で近隣に近親者がいないため老老介護を余儀なくされている世帯も多くなっている。にも関わらず、医

療資源や介護資源は少なく通院のために丸1日費やさなければいけないという人も多く存在している。重症度が上

がれば上がるほど地域での医療が受けられない、入院は仕方のないこととしても通院は大きな負担であるに違いな

い。それは老人だけでなく子どもや妊婦に関しても同じことが言えるだろう。同じ国の中で同じように税金を納め、

暮らしているのに地域間の格差は当然のように言われているが本来、命の重さはどこでも同じでなければならない

のではないのだろうか？本当の意味での先進医療や高度医療は仕方ないにしてもどこで暮らしてもある程度必要な

医療や介護が受けられるようにするのは行政として当然のことなのではないだろうか。日本には世界に誇れる国民

皆保険制度があるが罹るべきところがないのではどうにもならないし、昨今ではこの保険制度も自己負担率が上が

り、生活に余裕がなくて病院に罹らないという人も増えているようだ。2025年問題ということが言われはじめて数

年が経過しているが国はこの問題を財政という側面からしかとらえていないのかと思えるような施策を次々に押し

出してきている。社会保障費の圧縮の為として年々進む診療・介護報酬・年金額・生活保護費の引き下げ、精神や

他の障害者への自立支援と称した制度改悪などなど。「地域創世」というのはお題目だけでどう考えても切り捨て

としか思えないのは偏った見方なのだろうか。とはいえ、私たちは北海道という行政機関の一員である。本当にこ

れからこの地域で何が必要とされ、また病院として生き残って行くためにはどうしていくべきなのかを考えていか

なければならないのではないかと今回改めて支部としてこのレポート作成に取り組むこととした。 

 

2. 現状 

 1998年現在の場所に新築移転し、20年が経過した。新築移転当初は診療科12、病床数204床常勤医師数18人で

あったが研修医制度の変革や小泉構造改革などのあおりを受けて地域医療の崩壊とともに常勤医師数は年々減り、

今年度は10人となり、消化器科も常勤から週３日の出張医体制で入院の受け入れができない状態になっている。看

護師の欠員も年々増加し、2014年にはとうとう１病棟が休床となり、まったく再開する目途も無い状況が続いてい

る。欠員数だけ並べても医師8人、看護師32人となっている。 

 

3. 課題 

 地域医療構想の議論も踏まえ、圏域内で必要とされる医療体制のあるべき姿を医療提供を受ける立場にある住民

レベルで議論する場を確保するとともに医療従事者の人的資源の効率的な活用ができるように管内医療機関による

一体的な医療提供体制を構築する必要があると考える。その上で当院としては救急医療・災害医療の中心的役割は

もちろんだが回復期の医療体制の充実と地域包括ケアの推進により必要となる在宅訪問医療体制も整備していくこ

とが必要と考える。 
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4. 個別の具体的課題 

（１）医師の欠員解消と充実 

・産婦人科医・小児科医の複数配置 ：産科を複数配置することですべての分娩の受け入れが可能となり、婦人

科健診枠を拡充する。それに伴う新生児対応のため小児科も複数にし、管内すべて健診対応を可能にする。 

・外科医・消化器科医の欠員補充：緊急性のある手術体制を確保し、健診事業の拡充をはかる。大腸検査や胃カ

メラでの治療に対応する。 

・総合内科医の定数配置：訪問診療体制を確立し、外来での新患対応を行う。 

（２）コメディカルの欠員解消と充実 

・薬剤師の定数増：薬剤師の増員を行うことで各病棟専任での配置を行い、服薬指導の充実をはかる。 

・ソーシャルワーカーの複数・定数配置：地域連携室機能の拡充をはかる。 

・理学療法士・作業療法士の増員 ：包括ケア病床の安定的なリハビリの充実とコストの安定的確保と管内他施

設などでの出張リハビリ事業を行う。 

（３）助産師の欠員解消と定数増：助産師外来の設置を院内や他院でも行い、学校等での保健指導を行える体制を

つくる。 

（４）地域医療連携支援室の機能拡充：地域包括ケアの推進拠点としての役割を果たせる体制整備。管内の医療介

護機能情報を掌握し、相談事業や医療従事者交流派遣調整機能も持たせることで健診や住民向けの医療講演の

企画、交流・学習などの企画、意見交換会の企画など管内の今後の医療体制のあり方など議論を進めていくた

めに保健所とも連携し、情報収集や整理・資料作成などもおこなえるようにする。体制としては支援室長１人

(課長もしくは主幹級)、ソーシャルワーカー・看護師・保健師・事務職員を最低でも各１人配置する。 

（５）看護師の欠員補充、産休・育休者の代替職員の完全配置：夜勤者数が足りずに基準算定すら危ぶまれるよう

な体制は続いており、休床病棟の復活も夢物語の現状にあるが地域連携の観点からも回復期病床拡充はもちろ

ん今後高齢化はピークを迎えることからも社会的入院に対応する病床の確保も喫緊の課題であることからも早

急な整備が必要である。 

正職員での確保は最優先だが緊急対応としての派遣事業活用もしていかなければならない。 

 

5. 地域課題 

始めにも少し触れたように医療圏域に棲み分けをして地域ごとに役割を完結させるように担うといっても、地域

の範囲は広大で隅から隅までの移動となると時間もかかり、交通網も脆弱なため自家用車に頼る所は大きく、高齢

化も深刻なことから夜間の受診は救急車での受診率が高く、地域包括ケア推進という名目で病院から在宅への医

療・介護に移行していくにしても社会的資源は少なく、老老世帯や独居老人が多いことから社会的入院や支援体制

の整備は重要な地域課題の一つであり、もう一つは深刻な医療従事者の不足である。医師・看護師は欠員状態が慢

性的になっており、そのことが医療機能の低下と経営状態の悪化の最大の要因であることは間違いない。医師が確

保できなければ病院運営は成り立たないことから各町の責任者は医師確保に大きな労力と時間を割かれ、売り手市

場となり高コスト化していき、更に経営を圧迫するという負の連鎖を生んでいる。それでも病院がなくなっては住

民が困るという思いで頑張っているが既に１町単位で病院を運営していくことはかなり困難な状況にある。このこ

とからも当院と2町立病院の一体的な医療供給体制を構築していくことを早急に検討していく必要がある。 

 

6. 実施すべき医療機能 

（１）医療機能 

◆基本的医療機能 

①病院運営上の理念 

「地域住民のために、地域住民とともに、健康を守っていく病院」  

  南桧山の保健医療福祉圏を守るための地域センター病院として、地域の医療・福祉に貢献する。 

 ②運営方針 

    他の医療機関との連携を図りながら、本院では急性期・回復期を中心とした管内の二次救急医療・災害医療・

僻地医療・周産期医療・小児医療体制機能を安定的・効率的に担うとともに分院においては療養を中心に社会

的入院にも対応する病床を確保していく。 
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◆標榜診療科 

循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・一般内科・外科・整形外科・泌尿器科・産婦人科・小児科・眼科・耳

鼻科・皮膚科・精神科・麻酔科・総合内科 

  ① 医師定数  循 環 器 内 科   ２人 

                 消 化 器 内 科   ２人 

         外 科   ２人 

         整 形 外 科     ２人 

         泌 尿 器 科     １人 

         産 婦 人 科    ２人 

         小 児 科   ２人 

         精 神 科   ２人 

         麻 酔 科   １人 

                 総合内科指導医      １人 

総 合 内 科 医   １人  

 

◆外来診療体制 

  ①外来診療日 内   科 月～金 午前９時～13時 午後13：30～16時 

                       （午前は全科、午後は交代で１科のみ） 

                神 経 内 科  隔週１回 木曜日午後(入院患者)・金曜日午前・午後 

        呼吸器内科 隔週１回 木曜日午後(入院患者)・金曜日午前・午後 

                外   科 月～金 午前９時～12時  

                              水    午後13：30～16時 （マンマ検診） 

        整 形 外 科  月～金 午前９時～13時 

                泌 尿 器 科  月～金 午前９時～12時  午後13：30～16時（水金）               

産 婦 人 科  月～金 午前９時～12時 

                              水    午後13：30～16時 （癌検診・予防接種）  

                              木    午後13：30～16時 （妊婦検診）  

                小 児 科  月～金 午前9時～12時 

                              火    午後13：30～16時 （予防接種）  

                              金    午後15：30～19時  （アレルギー外来） 

                眼   科  週1回 火曜日午後(入院患者)水曜日 午前・午後 

                耳 鼻 科  週１回 月曜日午後(入院患者)火曜日 午前・午後 

                皮 膚 科  週１回 火曜日午前・午後 

                精 神 科  月～金 午前9時～12時  

                麻 酔 科  月～金 午前9時～11時   午後は原則手術対応 

   

 ②専門外来及び体制 

  ・午後の診療に分院からの予約を優先的に入れる。  

    ・神経内科   毎月１回 木 午後13：30～16時 

    ・臨床心理士  毎月４回 火  午後13時～16時 

    ・通院できない分院患者対象に泌尿器科・産婦人科・精神科医師が月２回他院でのサテライト診療を実施す

る。（分院対象。） 

    ・作業療法士  毎週１回 ディサービス  

  ・糖尿病外来  毎週１回 火  午後13時～16時 

          各月１回 昼食会とともに食事指導 

  ・外来看護師体制 ２交代当直制 ２人夜勤  定数30人 

（現在の非常勤分の定数は常勤定数として要求。）金曜日の小児科診療や午後診療と訪問診療を行える体制を

つくる。 

  ・理学療法士   

週１回 分院へのサテライト指導や要請があれば、施設等での出張リハビリ教室等の開催これに伴う定数2
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名増員 

  ・言語聴覚士   

ＮＳＴや摂食機能評価、訓練が必要な患者に対応するため、最低でも１人を確保。 

  ・栄養士  ＮＳＴを行うことに当たり定数１人増員 

  ・薬剤師    服薬指導の充実に当たり定数１人増員 

 

◆入院診療体制          一般病棟の10：１看護体制の追求 

  ①病棟単位 １階病棟    精神科単科  (13：１) 

              ２階病棟  外科・整形外科・泌尿器科混合病棟 

              ３階病棟  内科・産婦人科・小児科混合病棟 

       ４階病棟  内科回復期・療養病棟 

  ②各病棟夜勤体制 

   ・3交代制勤務 一般 ３･８体制 ３人夜勤   定数21人 

           精神 ２･８体制 ２人夜勤  定数17人 

      ・助産師については２交代当直制 １人夜勤   

    助産師外来設置などに伴い定数５人から２人の増員を要求 

 

（２）政策的医療機能 

◆24時間365日の二次救急医療体制と在宅支援体制の構築 

  ①救急外来の人的配置       夜間救急外来は看護師２人、当直医師１人体制 

               検査・放射線科待機体制各１人 

               事務当直１人 

                              休日救急外来は看護師２人、医師２人体制 

               検査・放射線科・薬剤師各１人 

               事務１人 

  ②診療方針・診療体制     

    診療方針：他施設で対応できない疾患はすべて受け入れる。3次救急必要時は速やかに函館への転送体制をと

る。訪問診療・在宅での看取りができる体制整備 

  診療体制 

・転送や夜間の訪問診療などで当直医不在となる時は副当直が必ず院内で対応できる体制をとる。  

・看護師不在となる時は外来師長または副総看護師長が院内で対応できる体制をとる。 

    ・上記人的配置が可能な職員の人員数を確保する。 

 

◆小児救急体制 

  ①小児科医の人員体制：地域に当院のみしか小児科医師がいないため、2人体制を追求する。 

 ②見極めが難しい小児に救急患者への対応 

  原則当直医が診ることになるが必要時は小児科医師の診察、当院で対応不可能と判断した場合は速やかに3次

救急に搬送。   

  ③その他、診療方針・診療体制 

  診療方針：基本的に昼夜を問わず、小児科はすべて受け入れる。 

  診療体制：原則当直から小児科医師をはずし、緊急時・必要時呼び出し体制とする。 

       いつでも対応できるよう２人体制。 

 

◆産婦人科救急体制 

 ①産婦人科医の人員体制：地域に当院のみの産婦人科、安全な分娩体制のため、２人体制を追求する。 

 ②産婦人科領域の救急患者への対応 

  原則当直医や助産師が対応することになるが必要時は産婦人科医師の診察、当院で対応不可能と判断した場合

は速やかに３次救急に搬送。 

 ③その他、診療方針・診療体制 

  診療方針：基本的に昼夜を問わず、産婦人科はすべて受け入れる。 
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  診療体制：原則当直から産婦人科医師をはずし、緊急時・必要時呼び出し体制とする。 

 

◆災害時医療 

 ①災害医療の考え方、訓練の内容等 

 ・災害拠点病院としての役割を全職員に周知徹底。 

  ・災害時におけるマニュアルの整備、指揮系統の明確化。 

 ・年1回の災害時想定訓練の実施。 

    例）地震・津波による災害発生を想定。マニュアルに沿って全職員が参加して行う。外来での受け入れ、トリ

アージ技能の習得と習熟、手術室の体制、入院受け入れ体制、搬送体制、事務処理体制等確認しながら行

い、問題点を把握マニュアル点検や設備点検、体制の点検に努める。 

 

◆住民の健康危機への対応 

 ①健康危機に対する取り組みの基本姿勢 

・流行性疾患や伝染性疾患の予防、感染対策の住民への啓蒙、情報発信、ワクチン等の実施。   

  ・健診事業の充実。特に地域における死因割合の高いものについては検診の必要性や疾患について住民に広く情

報を提供するとともに検診受診率を上げるための取り組みを行う。 

  例）定期的な健康講座の開設、健康祭りの開催、検診を受けやすいように検診のみの外来日の設定など。 

 

（３）地域医療全体の質の向上に向けた役割 

◆地域医療機関と連携・支援、地域医療の質向上のための取り組み 

 ①推進のための組織・体制及び方法 

  地域医療連携支援室の設置：管内の医療機能情報を一元的に総括し、住民や患者からの相談に対応することが

できる体制を整備。常時保健師や看護師がいて、健康相談等も受けられるようにする。 

 ・室長選任１人（課長もしくは主幹級の職員） 

  ・専門に業務を果たすための職員の増員（ソーシャルワーカー、看護師、保健師、事務職員を最低でも各１人配

置とする。） 

 ・院内に一つの部屋をつくり、医療機能情報や患者情報を電子化して整理する。 

  ②大学病院との連携 

  地域における産科・小児科・救急医療をはじめとした医師不足診療科に対して、持続的な医師派遣システムに

よる医療連携体制の構築を図るため、札幌医科大学に寄附講座を設置することで、継続的に医師が派遣可能な仕

組みを作るとともに、医学生の道内定着を確保する奨学金の仕組みを創るなど大学と連携して行う。 

   ア.医師派遣の仕組みの構築のため、札幌医科大学に寄附講座を設置。 

   イ.地域医師確保枠を設定し、医学部学生に対する奨学金を拡充。 

  ウ.道外出身の医学生に対する奨学金を創設。 

  ③地域医療全体の質向上のための取り組み 

   地域医療連携支援室を中心とした取り組みの充実 

  ・患者情報を地域の関係者が共有するための一元的管理及び患者情報の蓄積 

      ：一元的に患者情報の管理を図ることで、スムーズな医療機関間の転院や医療機関と介護事業者間の連携が

できるようになる。 

  ・現場の意見を細かく引き出し、引き上げる取り組み 

   ：医師・看護師・介護職員・行政職員・住民等が対等に語り合えるミーティングを毎月開催する。また、支

援室が中心になって、医療提供者を中心とした地域医療に関する研修会等の開催など。 

  ・地域医療に関する課題等の検討：地域医療対策協議会に対する提言を行うことを前提に医療資源の配置や機

能分化に関する課題を検討する。 

   ・人材交流・派遣システムの構築 

：単独では確保困難な医師をはじめとした医療スタッフの人材交流・派遣体制を可能とするためにセンター

病院の医療スタッフの充実を図り、圏内医療機関のどこへでも必要時派遣できる体制つくりと研修交流な

どの体制を作ることで医療水準の底上げ・平均化を図る。 

  ④臨床研修病院の指定についての考え方 
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  ・大学病院との連携も含め、積極的に受け入れ体制を充実させていく。 

   ・総合内科医育成センター（仮称）の設置：総合内科指導医の定数配置と当院独自ではなく、地域の医療機関

や施設等も含めた受け入れ態勢を構築し、地域での総合医育成に向けた検討・体制整備を行う。 

     

  ⑤地域包括ケア病棟についての考え方 

 ・現状の地域包括病床は8床のみであり、地域包括ケアの充実のためには病床数の検討、連携体制・在宅での療

養や看取りを行う患者・家族に対する支援体制の構築が必要な事からも訪問診療体制を早期に確立することが

望まれている。 

 

7. おわりに 

地方の公立病院の経営はこれからも依然厳しい状況が続くと想定されている。私たちは働く自分たちが経営面に

も真摯な姿勢で臨む必要があり、意見が反映できる体制にするべきであり、地域の意見にも早急に対応できる体制

が必要と考えて、一部適応から全部適応の企業会計の道を選択することを要求として掲げ、今年度からその要求の

通り経営形態が変わった。しかし、なかなか現場の意見や地域の要望がスムーズにいかないという体制は変わって

いない。私達が真に望むのはやはり現場の意見も反映され、地域の要望に応えうる病院機能の充実にある。医療資

源である人材の確保は非常に困難な現状では全ての要望には応えられないことも確かではあるが、できることから

こつこつと積み上げて少しずつでも要望に応えうる体制に近づけて行くことが本当の意味で「地域に信頼され、必

要とされる病院」となるための一歩だと考える。あきらめずにこれからも職員全体で取り組んでいけるようにしな

ければならない。そのための活動を地道に続けていきたいと思います。 
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 今年の４月より、全市町村で介護予防・日常生活支援総合事業が完全実施される事となり、次のステップとし

て、訪問・通所ともに既存の介護保険サービス事業所に頼らない、住民主体サービス（Bサービス）の拡充が求

められている。当町では、一足早く昨年４月から、Bサービスを導入しており、当町においても、既存の支え合

いの芽を生かし育てながら、高齢者への生活支援体制の整備を進めている所である。 

 

地域住民と行政が一体となった、町内における生活支援サービスの取り組みについて 

―
 

介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業 

「訪問型・通所型サービスB事業」)の取り組みを中心に
 

― 

北海道本部／せたな町職 平田 慎太郎

1.  はじめに～今回のテーマを選んだきっかけ～ 

近年、当町においても過疎化・高齢化が一層進んでおり、介護・福祉の分野ではスタッフの人材確保や財源の確

保が大きな課題となってきている。このような厳しい状況の中、当町のような小規模な自治体でも、地域の中で住

民同士での「支え合いの力」を生かし、安心して暮らせる環境を整えていかなければならない。当町でも、ここ数

年で地域住民と行政が連携した動きが出てきており、普段福祉の相談業務に携わるものとして、いま一度、現在の

生活支援サービスの取り組み状況や今後の課題等を考察する事により、今後の業務に生かしていきたいと思い、今

回のレポートテーマを選んだ。 

 

2.  生活支援サービスの現在までの経緯 

当町では、2013年度に道の補助事業を利用し、「住民参加型高齢者生活支援等推進事業」を実施。 

○ 住民参加型高齢者生活支援等推進事業について 

・ 地域住民と生活支援・福祉サービス・介護予防・保健等について、生活で困っている事、必要としている事

などについて意見交換を行い、個人・地域・行政で連携する事により取り組み可能な事を整理して意見交換会

を実施。安心して暮らせる地域づくりを進めるようとする事業。 

・ 2013年度中に、町内５か所、計25回開催。 

・ せたな町内の５地区(若松地区、丹羽地区、北檜山地区、瀬棚地区、大成地区)に分けて実施 

・ 意見交換会では、4つのテーマ（①介護予防・居場所について②生活支援・在宅サービスの確保について③

住まいの確保について④相談体制の確保について）内容で、活発な意見交換を行っている。 

※参考 

・ せたな町は、旧瀬棚町（現 瀬棚区）、旧北檜山町（現 北檜山区）、旧大成町（現 大成区）の３町が、

2005年９月１日に合併してできた町である。 

・ 若松地区・丹羽地区・北檜山地区→現 北檜山区、瀬棚地区→現 瀬棚区、大成地区→現 大成区 

 

○ 住民参加型高齢者生活支援等推進事業以降の取り組みについて 

・ 住民参加型高齢者生活支援等推進事業がきっかけとなり、各地区単位で住民主体となった活動も見られるよ

うになってきているが（例 丹羽地区→サロン活動、北檜山地区→お弁当配達サービス、大成地区→たいせい

救急カードを作成し配布）、地区によっては活動を休止している地区もあり、活動の周知と継続が今後の課題

となっている。 

 

3.  現在の生活支援サービスの取り組み状況 

2017年４月の介護保険法の改正を受け、「介護予防・日常生活支援総合事業（いわゆる総合事業）」の見直しが

あり、総合事業のうち予防給付部分の訪問介護・通所介護の事業が地域支援事業に移行される事となった。この国
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の動きを受け、当町では、2017年４月より、町の保健福祉課・地域包括支援センター内に「せたな町生活サポート

センター」を開設。地域での生活支援サービスの充実・拡充を図り、各関係団体と連携しながら様々な取り組みを

スタートしたところである。 

○介護予防・生活支援サービス事業（総合事業）について～サービスの概要～ 

① 訪問型サービス 

（１）（民間事業所等による）訪問介護の部分（予防給付が基本） 

（２）多様なサービス 

訪問型サービスA（緩和した基準による支援） 

訪問型サービスB（ボランティア等の住民主体による支援。掃除、買い物代行等の生活援助が中心。 

        ※現在の当町での取り組みはここにあたる。） 

訪問型サービスC（短期集中予防の支援） 

訪問型サービスD（移動支援等） 

② 通所型サービス 

通所型サービスA（緩和した基準による支援） 

通所型サービスB（ボランティア等の住民主体による支援。※現在の当町での取り組みはここにあた

る。） 

通所型サービスC（短期集中予防の支援） 

③ その他の生活支援サービス 

④ 介護予防ケアマネジメント 

 

〇「せたな町生活サポートセンター」についての概要説明 

① 開設の目的 

（１）生活支援を必要とする高齢者の日常生活を支援することで、自立生活を持続させ、社会参加を促す。 

（２）住民主体のサービスを実施しようとするボランティア団体及びサポーター（ささえ合い推進員）への必要

な支援を行う。 

（３）せたな町に沿った高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を行う。 

② 開設場所 

・ せたな町地域包括支援センター（せたな町健康センター内） 

③ 受付窓口    【町保健福祉課】         【社協】 

・ 北檜山区→せたな町地域包括支援センター  せたな町社会福祉協議会本所 

・ 瀬棚区 →瀬棚総合支所（地域支援係）   せたな町社会福祉協議会瀬棚支所 

・ 大成区 →大成総合支所（地域支援係）   せたな町社会福祉協議会大成支所 

④ 事業対象者 

・ せたな町に在住されており、介護保険認定にて要支援者に該当する者 

・ 基本チェックリストで事業対象者基準に該当する者 

※ 基本チェックリストとは、厚生労働省で定めた、介護予防が必要な高齢者を早期に発見するために作成

された質問紙を指す。日常生活の様子、身体機能の状態、栄養状態、外出頻度を確認するなどの、全部で

25項目の質問で構成されている。（質問の例として、「バスや電車を利用し、一人で外出できますか？」

「階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか？」「口の渇きが気になりますか？」などがあり、す

べての質問に対し、「はい」か「いいえ」のどちらかで答える形。） 

⑤ 役割・業務内容 

・ 生活支援を必要とする高齢者に対する支援 

・ 住民主体のサービスを実施するボランティア団体等に対する支援 

・ サポーターの相互の連携及び資質向上のために支援 

・ ささえ合い推進員連絡会議・研修会の開催 

・ サポートセンター運営協議会の設置（サポートセンターの適性な運営、高齢者の生活支援・介護予防に係る

基盤整備を検討するために設置。） 

 

〇訪問型サービスB、通所型サービスBについて 

・ 当町では、訪問型サービスB、通所型サービスBの２つを実施。「せたな町生活サポートセンター」が窓口と

なっており、各団体に対し、補助金の助成を行ったり、支援するサポーター（「ささえあい推進員」として従
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事）に対し、養成研修等を行うなどの活動支援を行う。 

・ 訪問型サービスBでは、買い物・調理・掃除・ごみ出し等の生活支援サービスの利用が可能。当町では現在、

３団体が実施。 

・ 通所型サービスBでは、サロン事業を実施。地域でのボランティア団体等が運営する「通いの場」として役

割が期待されている。サロンでは、体操やレク、趣味活動などの活動が行われる。当町では現在、１団体が実

施。 

※ サービス単価・利用者自己負担額 

【訪問型サービスB】 

サービス提供時間 サービス単価 利用者自己負担額（２割） 

30分未満 500円 100円 

30分以上～1時間未満 1,000円 200円 

1時間を超える場合 30分未満を1単位と

して500円を追加 

サービス単価の２割 

 

【通所型サービスB】 

サービス提供時間 サービス単価 利用者自己負担額（１割） 

1時間以上3時間未満 1,000円 100円 

3時間以上～5時間未満 2,000円 200円 

5時間以上～7時間未満 3,000円 300円 

 

〇訪問型Bサービス、通所型Bサービスを利用する時の流れについて 

①相談受付（サポートセンター各窓口で行う。） 

・ 支援が必要な高齢者から、生活支援の必要性を確認する。 

・ 介護保険サービス必要な方は、介護保険認定申請を勧める。 

        ↓ 

②事業対象者の基準該当確認 

・ （基本チェックリスト等で）事業対象者の基準に該当するかどう確認。 

・ 事業対象者が居住する地区を担当する介護支援専門員に報告。 

        ↓ 

③事業対象者の決定 

・ 事業対象者は「介護予防・生活支援サービス利用申請書」等の必要書類を提出。 

・ 町は介護保険被保険証を発行。 

        ↓ 

④介護予防サービス計画を作成 

・ 事業対象者の自立支援のために、日常生活の中に生活支援を組み込み、介護予防サービス計画を本人と共

に、介護支援専門員が作成。 

        ↓ 

⑤サービスのマッチング作業 

・ 生活支援コーディネーター（町包括支援センターで勤務する職員。各区に配置されている。）は登録団体

に指定様式を送付し、サービス利用調整を図る。 

・ サポーターの登録団体は、指定様式に記録する。 

        ↓ 

⑥サポーター（ささえ合い推進員）によるサービス提供 

・ サポーターは事業対象者へサービス提供する。 

・ サポーターの登録団体は、指定様式に記録する。 

・ サービス提供後は、事業対象者より自己負担額を受領し、領収証を交付し、指定様式に確認印をもらう。 

        ↓ 

⑦補助金交付申請 

・ 指定様式に自己負担額受領時の領収書を控えを貼付し、サービス提供月の翌日末までに、補助金申請を行

う。（毎月申請） 

・ 町は補助金交付申請の翌月に、補助金を交付する。 
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〇ささえ合い推進員（サポーター）の活動の流れについて 

① サポーターにサービス提供依頼がくる 

・ 生活サポートセンター担当窓口から、登録団体にサービス依頼の連絡が入る。 

※ サービスのマッチング作業 

（１）生活サポートセンターからの指定様式を基に、利用者、サービス依頼内容、サービス希望日時等の連絡

がくる。 

（２）登録団体は、当日担当する事ができるサポーターについて調整し、生活サポートセンターについて調整。

サポートセンターは利用者へ調整内容を伝える。 

（３）登録団体は指定様式に記録する。 

        ↓ 

② サポーターへのサービス提供 

※ささえ合い推進員からのサービス提供 

（１）サポーターは利用者へサービス提供する。 

（２）サポーターは指定様式に提供内容を記入する。 

（３）サービス提供後は、利用者より自己負担額を受領し、領収証を発行し、指定様式に利用者から確認印を

もらう。（指定様式は、提供月ごとに記入してもらう。） 

 

○生活サポートセンターに登録している各ボランティア団体について 

① 訪問型サービスB（３団体） 

（１）やるべ屋ネット（瀬棚区） 

（２）スイセン（北檜山区） 

（３）OMK６（北檜山区） 

② 通所型サービスB（１団体） 

（１）シニア福祉サポートせたネット（なごやかサロンすまいる）（北檜山区） 計４団体 

 

〇各ボランティア団体の具体的な取り組み状況について 

・ ここでは、訪問型サービスB、通所型サービスBについて、各１団体ずつ取り組み状況を紹介する。 

① やるべ屋ネット（訪問型サービスB） 

・ せたな町瀬棚区にて2017年８月設立。会員は18人所属。会員は元役場職員、農業従事者、福祉団体関係

者、一般主婦等、多岐に渡ったメンバー構成となっている。年齢でいうと、60代の方が中心である。 

・ 事業内容は、買い物代行、ごみ出し、調理、掃除、洗濯、裁縫、日曜大工、お話し相手、お出かけ（徒

歩圏内での散歩や買い物の同行支援）、見守り（定期的な訪問等）等の多種にわたる。 

・ 活動実績をみると、掃除、買い物代行のサービスを利用する方が多い状況。月に数回などの定期利用を

する方も数人見られている。サービス利用している方からは、「（サービス利用でき）大変助かってい

る。」との声も出ている。 

・ 今後の課題として、買い物支援の際の移動手段が挙げられる。買い物支援を行う際に、車移動が主とな

るが、サポーターのマイカーでの移動となり、利用者に同乗させる事が出来ないため、「買い物代行」と

いう形が基本となる。 

→ 本来であれば、「寄り添った支援」の観点からいくと、食材を買うにしても、自分の目で品物を見て、

自分で選んで買って欲しい部分がある。また買い物かごが重くて困っているならば、持つのを手伝い支援

するなどの関わりこそが自立支援の基本となる。今後の支援策を現在模索しているところ。 

→ 「買い物代行」については、他の訪問型Bサービスを実施する２団体も、やるべ屋ネット同様の形を

とっており、サポーターのマイカーを利用しての実施となるため、同様に共通の課題を持っていると言え

る。 

② シニア福祉サポートせたネット（なごやかサロンすまいる）（通所型サービスB） 

・ せたな町北檜山区（町の中心部・市街地に立地）にある、町内唯一の通所型サービスBの実施機関とな

る。 

・ 設立者(代表者)は、「行政に頼らず、シニア世代同士で支え合う仕組みが必要」との考えから、2015年

６月設立。2017年４月からは、町と連携し、既存のサロンを活用するという形で、通所型サービスB事業

の登録を行っている。 

・ 第２、４木曜に開かれるサロンでは、１回平均12～13人程度利用している。利用登録40人のうち、17人
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が基本チェックリストに該当する事業対象者となっている。事業対象者以外の方でも、サロン等の活動に

多く参加している。 

・ 活動内容として、ミニ講話、ふまねっと運動（介護予防の運動の１つ）、脳トレ、懐メロカラオケ教室

など様々。 

・ 利用料については、町で設定した通所型サービスB事業の利用単価によって決まる。すまいるは主に、

１回５～７時間でサービス提供される事が多いため、事業対象者は１回300円程度の利用料となっている。 

・ サービス対象者からは、「いつもサロン開催日が待ち遠しい。楽しみが増えた」との声が出ていたりす

るなど、集いの場としてすっかり地域の中で定着してきている。その一方でまだ足の向かない人を呼び寄

せるアプローチや、ボランティアする人自体が高齢化しているため、持続性確保の観点から将来のNPO法

人化を検討する、などの今後に向けての課題も出てきている。 

 

4.  さいごに 

・ ここまで、当町における生活支援サービスの経緯、現在の生活支援サービス利用内容・取り組み状況及び今

後の課題等を挙げてきた。今後も高齢化は進み、介護・福祉分野での人材不足及び財源不足の問題は、当町の

ような小規模な自治体では待ったなしの状況にあると言える。しかしそんな中でも、今回のレポートで挙げた

ような、町と地域（ボランティア団体等の住民が主体となった動き）が連携した取り組みが新たに出てきてい

たりするなど、明るい動きも事実としてある。 

・ このような今回挙げた、生活支援サービス（訪問型・通所型Bサービス事業）であるような、地域での「支

え合いの力」を生かしながら、安心して暮らせる環境・安心して暮らせるまちづくりを整えていく事が、今後

はより一層求められる。また、サービス提供する側からサービス利用する側への、一方通行の関わりではなく、

サポーターと利用者が対等な立場・スタンスに立ち、お互いに関わっていくといった視点も大事であろう。 

・ 今後も福祉行政に身を置く者として、国の福祉施策の動向を注視しながら、町（行政）と地域が上手く連携

し、よりよいまちづくりを考えていく事が出来るよう、日々の仕事に取り組んでいきたいと思う。 
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図１ 

改正介護保険法により、地域包括ケアシステムの構築が全ての市町村に課せられています。市町村毎の社会資

源の状況が大きく異なること等を背景に、その取り組みは自治体裁量に委ねられています。本稿は、鶴居村での

地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みのうち地域サロンの開発に係る事項をまとめ、社会資源が限られた

小規模自治体での取り組み例を示すことで、他市町村での取り組みの一助となることを目的としています。 

 

小規模自治体における地域包括ケアシステム 

構築に向けた取り組み 

― 地域サロン設置のための資源開発 ― 
 

北海道本部／釧根地方本部・自治労鶴居村役場職員組合

1. 鶴居村の概要と地域包括ケアシステムの内容 

(1) 鶴居村の概要 
① 基本事項 

鶴居村は、村域が東西に23km、南北に42km、総面積571.80㎢と南北に広く、またその6割以上が森林で、南側に

は釧路湿原が広がっており、原始からの変わらない広大な自然の中に、2,500人ほどの村民がいくつかの地区に点

在して生活をしています。 

基幹産業は酪農業、特に生乳の生産ですが、平成の初頭には181戸あった農家数は、2016年度には85戸とその数

を減らしており、農家人口も849人いたものが427人へと約半数に減じています。一方、乳用牛の飼育頭数は、

12,272頭から12,413頭へ、年毎に若干の増減はありつつも横ばいで推移しており、大規模経営化が進んでいます。 

また、村名の由来たるタンチョウや豊かな自然を観察するため、世界各国から観光客が訪れます。タンチョウの

生息数は、1989年調査で全道441羽、村内262羽であったものが、2015年度調査時には、全道1,320羽、村内642羽と、

順調に数を増やすとともに生息域が広がっていっています。 

村の人口は、1955年4,824人をピークに減少しており、1990年には2,829人、2015年には2,534人でした。対して

世帯数は、1955年840戸、以降1980年に756戸と一時減少しましたがその後増加に転じ、2015年には1,026戸と大き

く増加、小さな村ですが、都会的な核家族化が進んでいることがわかります。 

 

② 高齢化率と地区別の状況 

年齢別人口を見ると、1955年では、15歳未満2,017人、15から64歳2,587人、65歳以上220人でした。1990年では、

15歳未満516人、15から64歳1,830人、65歳以上483人。2015年では、15歳未満325人、15から64歳1,393人、65歳以

上816人と、近年、高齢化が急速に進んでいる

状況です。 

村内には複数の地区があり、人口、世帯数

はもとより、高齢化の度合いもそれぞれに違

います。図１は2014年の地区別人口及び高齢

化率を示したものです。 

鶴居市街地区では1,019人中高齢者が261人、

高齢化率25.61％です。高齢化率は高くはあり

ませんが、村内で最も高齢者数が多い地区で

す。 

次いで人口の多い下幌呂地区は、分譲地へ

の現役世代の転入者が多く、高齢化率は高く

ありません（24.88％）。しかし、世代の別を

問わず、分譲地販売開始以前からの住民と転

入者との関わりが薄く、村内では比較的住民

交流が希薄な地区になっています。 
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図２ 

高齢化率が30％を超えている地区は村内７か所、新幌呂、上幌呂、支幌呂、中幌呂市街、中幌呂、中雪裡、下雪

裡の各地区です。中幌呂市街地区以外の地区は人口が100人未満の小規模地区で、地区に学校や公営住宅等もない

ため、若年層の自然増には限界があり、今後も高い高齢者率のまま推移する可能性が高いと言えます。 

 

(2) 地域包括ケアシステム 
① 地域包括ケアシステム概要 

厚生労働省が示す地域包括ケアシステムの構築に関する基本的な考え方は図2に記載されています。総じて、高

齢者が長く在宅での生活を継続できるような地域体制の整備を図るための施策です。 

医療、介護サービス、生活支援サービスの三つの要素について、地域（介護保険の保険者所管地域）の実情に応

じて整備し、高齢者が地域で継続して生活

することができる地域づくりを進めること

となります。 

医療については地域の病院、診療所、調

剤薬局による医療の提供が確保されている

ことに加え、入院治療の長期化を避け、在

宅での療養が可能となるよう、介護サービ

ス等福祉的支援の充実が必要とされます。 

介護サービスについては要介護認定を受

けている方が対象となり、在宅系サービス

としてのヘルパー（訪問介護）、ショート

ステイ（短期入所）、デイサービス（通所

介護）等、施設・居住系サービスとしては、

老健施設・特養等の入所施設、サービス付

き高齢者住宅（居住系サービスではないが

運用上類似の機能を持つ）等、地域のニー

ズに合わせたサービス提供量の確保が必要

であり、高齢者支援体制における基盤となる要素です。 

生活支援サービスについては、介護予防としての意味合いが強く、在宅での生活の中で予め提供を受けることで、

重度の要介護状態になることを防ぐことが大きな目的です。ヘルパー、デイサービス等のサービス提供の他、老人

クラブ、自治会、ボランティア等が、高齢者の集う場所としての地域サロンの運営、見守り・安否確認、外出・買

い物・調理・掃除等の生活支援を行い、地域住民同士の支え合いによって、高齢者の在宅生活を支援します。 

粗々と記しましたが、おおよそこれらの要素が、高齢者の状態に応じて適切に提供される地域体制を整備するこ

とが、地方公共団体に求められています。 

 

② 地域包括ケアシステムに関係する鶴居村の状況 

上述の各要素についての鶴居村の状況を次に示します。 

医療については、鶴居村立診療所が無床診療所として設置されており、内科診療を中心に、軽度の外科的処置は

対応が可能です。つるい養生邑病院は、精神科診療が中心ではありますが、内科診療も対応可能です。また、病床

数は、精神科病床106床、その内認知症治療病棟が46床あり、その他内科病棟も26床あります。その他の診療科に

ついては、村内での対応はできず近隣市町村の医療機関に受診することとなるのですが、現在は、村外医療機関へ

の受診支援施策は取られておらず、目下の課題の一つとなっています。 

介護サービスについては、内在宅サービスについては、村直営のヘルパー事業所が1ヵ所、2018年度から指定管

理に移行したデイサービスセンターが1ヵ所あります。入所サービスについては、つるい養生邑病院が実施する老

健施設が1ヵ所（100床）あり、そこでは空床型ショートステイ（4床）も実施しています。活用している村外の

サービスとしては、特養、サ高住、訪問看護、デイサービス（機能訓練対応）等が挙げられます。 

2016年度時点で、生活支援サービスについて、村内で確保されているサービスは、地域包括支援センターや村直

営のヘルパー事業所による独自の生活支援以外にはありませんでした。高齢者の生活支援を行うボランティアは、

個人的な取り組みを行っている少数の方を除いて村内にはおらず、またその把握も、制度的な支援もほぼ行われて

はいませんでした。村は、2016年度から、生活支援体制整備事業として、村の社会福祉協議会に事業委託を行って

います。内容は、生活支援コーディネーターの配置、生活支援サービスの開発、地縁組織等の多様な主体による協

力体制の構築、多様な関係主体参加の協議体の設置及び運営等です。地域資源が乏しい状況下から、協力者の発
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掘・確保や資源開発等を行うことが事業内容だと言えます。 

本村は人口規模から社会資源、人的資源にいずれも乏しく、村内の体制整備のみによっては支援体制の構築を図

ることは困難で、近隣市町村の資源の活用を前提とした体制構築が現実的なものとならざるを得ません。その中で、

生活支援サービスについては、その性質上、村内での資源を新たに開発する以外にはなく、これまでボランティア

等の支援者確保が十分にできてこなかったこともあり、その体制の整備については村の大きな課題となりました。 

 

2. 地区毎の高齢者サロン設置の取り組み 

2016年度から開始した生活支援体制整備事業ですが、2016年度には、事業内容の整理ができておらず、地域資源

開発のノウハウもない中で、配置した生活支援コーディネーターの退職も相俟って、十分な事業実施ができなかっ

たのが実情でした。実際的に事業が展開されたのは2017年度からです。 

端緒として着手され、現在も作業を進めているのは、地区毎の高齢者サロンの設置です。サロン設置の目的は、

地域で生活している高齢者等が気軽に集まり、生きがいづくりや仲間づくりの輪を広げ、閉じこもりや孤立を予防

することと、地域住民同士が交流を通して顔見知りとなりつながりを強め、地域での見守りや支えあい活動等を促

すことです。また、運営に際しては各地域の住民や団体が主体になるように働きかけることで、地域住民の支え合

いの力を向上させ、支援する側の人・団体づくりを促進します。 

サロンの設置を推進するにあたり、村内を8地区に区分けして、それぞれの地区に設置していくことが計画され

ました。地区の分け方は、サロンの運営主体となり得ることから、老人クラブを単位としています。また、設置に

際しては、運営主体となり得る個人や団体に個別に事前説明をし、地区毎のサロンの必要性について理解してもら

う働きかけを行っています。 

地域住民・団体によって自ら運営される体制が整ったサロンは、運営主体が生活支援体制整備委員会（協議体）

に申請することで、認定サロンとして認定し、活動費用の補助を行うことにしました。基本的に、生活支援コー

ディネーターは後方支援に回り、地域住民の主体性に任せた自由な運営を促進するためです。 

2018年6月現在、村内の8地区の内5地区で認定サロンが設置され、各地区の住民が主体者となって、月1回以上の

サロン運営が行われるようになりました。以下は、それぞれの地区毎の経過を記載しています。 

 

(1) 鶴居市街地区 
2017年6月、第1回の鶴居村生活支援体制整備事業運営委員会が開催されました。協議の内容は、2017年度に取り

組むサロン事業に関しての意見聴取です。生活支援コーディネーターとしては、同月中から月に１度程度、数度に

わたって、試験的なサロンの実施を想定しており、鶴居村として継続的に実施するサロン事業は初の取り組みであ

ることからも、関係機関からの多様な意見を受けて取り組みに繋げたいと考えていました。 

試験的なサロンの設置は、鶴居市街地区から始めることにしました。先ずは最も高齢者の多い地区から開始する

ことと、村内の農協が、近年住民交流スペースを店舗内に開設したために場所の確保の都合が良かったこと等が理

由です。 

鶴居市街地区での試験的設置は6月から10月まで計5回実施しました。運営については、生活支援コーディネー

ターが中心となって実施しましたが、当初から地域のボランティアに声掛けをして参加してもらい、試験的設置の

第4回目からは、参加してくれていた地域ボランティアの方々で農協サロン設置委員会を立ち上げ、委員会委員に

よる運営に切り替えていきました。 

2018年1月からは、サロンの名称を「鶴居にこにこサロン」として、月1回の継続的な実施をしています。 

 

(2) 幌呂市街地区 
幌呂市街地区では、従前から地元の住民の方の家で任意でサロン活動を実施しており、そのサロン活動を拡大す

る形での認定サロンの設置が想定されました。ですが、サロン活動参加者の方に意見を聞くと、個人宅での実施の

ためスペースが限られることや、実施の目的の違い等の課題があり、サロン活動を拡大してもらうのは難しいとの

結論に至りました。 

そのため、幌呂市街自治会の方々に声掛けをし、サロン設置委員会を担ってもらい、2017年11月のプレ開催を経

て、以降「ほろろおちゃっこ会」という名前でサロンを設置することになりました。場所は鶴居村農村環境改善セ

ンターという元鶴居村役場幌呂支所として建てられた建物で、現在は地域の集会施設となっているところです。 

11月プレ開催の際には、運営委員会先行での開催だったこともあり、4人程度の参加者でしたが、その後は幌呂

市街周辺地区からの参加者も含め、10人以上が継続的に参加しています。 
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(3) 茂雪裡地区 
茂雪裡という地区は、住民数が100人弱の小さな地区です。住民の方々は、15～16年も前から、地区にある個人

商店に立ち寄っては、お茶を飲みながら店主とお話をして過ごす等、地域のサロン的な役割を果たしていました。 

認定サロンのことについて、その個人商店の店主にお話をすると、「自分が元気なうちはやりたい」と言ってく

れ、2017年12月にプレ開催、以降は認定サロン「茂雪裡こすもすサロン」として、店主の他地域の住民数人が協力

して活動しています。日頃からの住民との交流は変わらず、月1回のサロンの日には、いつもより多くの住民が集

まって、持ち寄りで漬物の品評会等を行っています。 

 

(4) 上幌呂地区 
上幌呂地区は、住民60人前後、内高齢者が20数人程、住宅が一部を除いて点在しており、バスも便数が少なく移

動手段が限られる等、生活継続のための支援が求められる地区と言えます。 

運営主体として適当な団体がないこともあり、地域の住民の方でサロンの実施に興味のある個人の方とお話をす

ることになりました。その方は、他の市町村で友人が個人宅でのサロンを実施していることから興味を持たれ、閉

じこもりの高齢者が生じないよう、地域にそうしたサロンが必要だと感じていました。上幌呂地区にはコミュニ

ティーセンターがあり、サロンの実施場所として想定していましたが、その方とのお話しの中で、コミュニティー

センターは、冬場の除雪や暖房の関係で使用には課題があることがわかりました。 

その個人の方の家で10人前後の来客対応ができることから、地域の自治会や老人クラブの方にも協力を仰ぎ、個

人宅でのサロン実施に取り組むことになりました。 

2018年3月、初回のサロンを開設する運びとなりましたが、来場は0人という結果に。自治会や老人クラブへの周

知に再度取り組み、4月、5月はそれぞれ2人の参加を頂いており、「上幌呂おひさまサロン」と命名もされました。

今後はより多くの方に来てもらえるよう、継続して取り組んでいく想定です。 

 

(5) 下幌呂地区 
下幌呂地区は、もともと住んでいた方と分譲地への移住者とが混在し、人間関係が複雑になっており、地域自治

会や老人クラブ等へ十分に説明をした上で取り組みを進める必要がある等、一定の配慮や根回しが求められました。

地域住民のうち協力いただける方からのアドバイスを受けながら、老人クラブ総会で説明会を開き、また自治会長

や協力者の方に先行している鶴居市街地区の見学に行ってもらい、サロンの効果や取り組み方等について理解を深

めてもらいました。 

設置委員会を立ち上げ、委員としては自治会長、老人クラブ会長、民生委員等の方に参加してもらい、サロンの

運営を担っていただける方についても委員会内で検討する等、しっかりとした準備の上で、2018年5月、初回のサ

ロン設置に至りました。 

結果として11人の住民の方に参加いただき、スカットボール等の軽スポーツも行う等で盛り上がり、初回の開催

としては成功であったと考えられます。6月には18人の参加をいただき、その場でサロン名を「下幌呂あおぞらサ

ロン」にすることに決めました。今後も継続した取り組みになるよう、自治会・老人クラブと協力しながら進めて

いくところです。 

 

(6) 今後の展望 
1年程度の間に、8地区のうち5地区で、住民主体のサロンを立ち上げることができたのは、大きな成果だと考え

られます。下幌呂地区での立ち上げでは、村内での先行事例を参考に、住民が取り組みを学習して実施する様子が

見られ、今後のサロン立ち上げに際しての参考にできる事項と考えられます。 

各地区への働きかけを生活支援コーディネーターが中心となって継続的に実施し、全地区でのサロンの設置をめ

ざしていくとともに、サロン設置以外の生活支援に関する取り組みとして、移動・家事・掃除等の日常生活支援ボ

ランティアによる支援体制の整備を視野に、住民主体の取り組みを促進していく予定です。 

 

3. まとめ 

鶴居村での地域包括ケアシステム構築に係る一部として、各地域の高齢者サロンの取り組みについて紹介をしま

したが、これは先進的事例として取り上げたのではなく、過去の遅れを取り戻すための試行錯誤の一例を示すこと

で、他市町村での取り組みの参考になればと考えたところです。 
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小規模自治体であるために、それぞれの地区の状況に則して働きかけができることは、取り組みに際しての大き

な優位性であり、担い手となってくれている住民ボランティアの方々の自発的な協力を引き出すことができたこと

は、評価できる点であると考えます。 

ただし、短期間での集中的な取り組みとなったことは、過去の地域住民への働きかけ、資源開発の取り組み不足

が主な原因であり、今回の取り組みを通して一定の改善が図られたところですが、今後、高齢者数が増加していく

ことからも、また継続的な支援体制の確立の観点からも、より多くの、また広い世代にわたる住民参画が必要と

なっていきます。 

そのため、今後の重点課題として、より多くの住民に関わってもらえるような仕組み作りが必要となりますが、

現時点で決まった取り組みはありません。今後、村の協議体で課題として提示し協議を図り、もって「自分が住み

たい土地に住み続けることができる村づくり」に資するよう検討していきます。 
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 近年、核家族化やひとり親、共働き家庭等の増加により、児童館を利用する子どもが増えています。今の子ど

もたちの生活から３つの間 時間・空間・仲間 が欠けてしまった。といわれていますが、子どもたちが健やか

に育つために、児童館は何ができるのか、子育て支援サービスとしてどんなことが必要なのか、社会のニーズや

現状をふまえ、子育て支援について考察しました。 

 

釧路市児童館の現状と課題 
 

北海道本部／くしろ児童厚生員ユニオン・中谷 公子

1.  はじめに 

釧路市の児童館と放課後児童クラブについて 

釧路市では地域の児童が「遊び」を通じて社会性や協調性を培い、情操を豊かにし、心身の健康増進を図ること

を目的として、21の児童館、２つの放課後児童クラブを設置し運営しています。児童館では児童厚生員により遊び

の指導が計画的に行われ、母親クラブ等の地域活動を通じ、児童の健全育成に関する総合的活動を行い、放課後児

童クラブでは、保護者が勤務などにより家庭にいない小学１年生から６年生までの児童を対象として、授業終了後

に児童館を利用して遊びなどを行う放課後健全育成事業を実施し、釧路市の児童館は放課後児童クラブを併設して

います。 

  

釧路市の人口と児童館利用状況 

社会減少と自然減少の常態化や若年層の転出超過と合計特殊出生率の低下による出生数の減少により、人口が減

少、児童館を利用する年代も減少していますが、児童館の利用人数は増えています。核家族の増加、はたらく母親

の増加、ひとり親家庭の増加、ひとりっ子家庭の増加、事故・犯罪に対する親の不安感の高まりから増えているも

のと考えられます。 
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児童館を利用する児童の遊びの環境・安全について 

子ども・子育て支援新制度スタートから、一人当たり1.65㎡の面積を確保する。という新基準がもうけられまし

たが、1.65㎡では遊びのスペースを確保することがむずかしく、利用人数が多い児童館では子どもたちがひしめき

あって遊んでいる状況にあり、子ども同士のトラブルが増えています。そもそも、児童館の利用人数が増えている

中、児童館の建物は既存のままなのですから狭い中で遊んでいることは容易に想像できます。又、平均築年数は27

年（2013年調べ）であるため耐震の部分や子どもたちに目配りしづらい古いつくりの建物が大半であるという部分

から、現場の児童厚生員は安全の確保に不安を感じています。そして、児童厚生員の処遇が悪い為に人材が不足し、

いつも欠員をかかえています。そのため、子どもたちの安全の確保のために、子どもたちに遊びの制限をかけるこ

とをせざるをえない状況にあります。 

面積あたり１日

　平均利用者数（人/日・㎡）

松浦児童館 194.4 47 5 0.24

白樺児童館 331.7 40 5 0.11

治水児童館 213.8 39 5 0.09

春日児童館 254.9 38 5 0.18

緑ヶ岡児童館 274 36 5 0.16

光陽児童館 274 36 5 0.19

武佐児童センター 342.6 4 5 0.16

鳥取西児童センター 346 34 5 0.21

大楽毛児童センター 350.3 33 5 0.14

桜ヶ岡児童センター 371.5 31 3 0.07

米町児童センター 402.3 28 5 0.13

愛国児童センター 369.6 27 5 0.22

昭和児童センター 379 27 5 0.12

美原児童センター 369.6 25 5 0.14

第２武佐児童センター 369.4 23 5 0.08

鶴ヶ岱児童センター 381.7 22 5 0.09

鶴野児童センター 369.8 21 5 0.17

芦野児童センター 370 19 5 0.18

望洋児童センター 368.1 18 5 0.14

昭和中央児童センター 440.7 6 5 0.14

施設名称 延面積（㎡） 築年数（年） 耐震状況（点）

 

 

2.  児童館の役割とは 

児童館の機能と保護者の要望、求められる施設の質 

2013年に調査された釧路市子育て支援に関するニーズ調査では、放課後の過ごし方について「子どもの遊び・体

験の場や機会の充実」（屋内で遊べる施設の整備や充実を求める意見）「放課後児童クラブの充実」（利用時間帯

の拡大）（サービスの質への不満等に関する意見）等がでています。では、児童館の機能や求められる施設の質と

はどのようなものでしょうか。児童館の機能は大きく６つ、施設の質は大きく４つに分けられます。 
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施設の質

設備 部屋のゆとり 人材 職員の資質

近隣の公園等の環境 保護者 保育への理解・協力

教材 遊具・玩具・書籍等表現の道具

や素材

 

 

児童館での遊びと学びについて 

児童館でのメインの活動は遊びです。子どもにとって遊びとは生活のすべてといわれています。小学生には学校

での勉強（学び）もありますが、遊びと学びは同じもので、子どもが自ら学ぶようになる力は楽しいことに熱中し

た経験（遊び）から培われます。熱中した経験から集中力を身につけ、感じる心を育てます。例えば、けん玉の上

手なおともだちがいたとします。「すごいなあ･･･」と感動がきっかけで、そこから自分も上手になりたいという

向上心・探究心（感性）を身につけていきます。感性に基づき、じゃあこれをやってみようという自主性や、こん

なことを考えてみたよという創造力も磨かれていきます。そして、さまざまな経験のなかで他人から認められ、そ

れらが子どもの自信になっていきます。自信のある子どもは挑戦する力を持ち、自分の力で進んでいきます。子ど

もたちが楽しいと感じることや、そのような熱中できることがある場が児童館であり、子どもたちが育ちあう場と

いう大切な役割を担っています。 

 

保護者との関わり 

近年、子どもを産み育てるという家族の機能の低下がいわれています。核家族化が進み、子育てのさまざまなこ

とを相談する人がいなく、子育てのモデルが育児雑誌だったりします。本当に低下したのかと考え直さなければな

らないところではありますが、低下しているとみるならば、支援する社会の基盤が必要で、そこに保育士が関わっ

て欲しいという社会的ニーズもあります。ひとり親家庭、特別な配慮を必要とする子どもを持つ家庭、子どもへの

不適切な関わり（児童虐待、保護者への支援）等の支援をすることも児童館の大切な役割です。 

 

3.  課題 

面積基準 

面積基準は最低基準であり、子どもの遊びや育ちを支えるためには改善が必要です。ひとりあたり1.65㎡では、

健全育成を目的とした遊びのスペースとしては狭すぎます。 

 

人材確保、人材育成 

釧路市の児童館での大きな課題です。現場の人員が足りなければ子どもの安全を確保できません。又、適切な保

育を行うためには、保育者のゆとり（手がかけられる）、専門性（子どもの身体・心理・発達への理解）、経験

（適切な判断・対応ができる）ということが必要ですが、人材育成が難しければ、そのしわよせが保育の質にも及

びます。 

 

児童館の機能

・保護者の就労を支える ・子どものセーフティネット

　共働き、ひとり親 　貧困・虐待懸念

・子どもの遊び（教育）と生活の場 ・保護者の就労を支える支援

・多様な育ちを支える 　家庭とともに育てる

　障害・発達障害・アレルギー ・地域の在宅子育て家庭の支援

　家庭を孤立させない
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配慮を必要とする子どもへの支援 

子どもの状態や課題等に応じて個別的な対応を行えるよう、配慮が必要な子どもの保育を行うための知識や技術

を有した保育士等の配置、専門的な支援体制、保護者に対する相談支援が行えるよう地域での協働体制を整備する

必要があります。 

 

保育士の資質向上を具体化する処遇改善、研修の拡充 

働きやすい環境、働き続けられる職場づくりを図るべきです。 

 

4.  まとめ 

児童館利用者が増えているということは、それだけの人が家庭外に子どもを預けるのですから、その家庭外の養

育・教育の質や施設の質が低ければ、日本人全体の質が低くなります。事業者は児童福祉への理解を理念にもち、

施設設備や教材への投資、職員の育成や職員の適正な処遇を整えるべきです。保育者はただの子守ではなく専門性

を持った大切な仕事であるということを訴えていかなければいけません。行政の施策を非難するのではなく、協力

するために子どもの最善の利益が何かを訴えていくことが重要です。 
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大阪府豊中市では、2015年度より施行された生活困窮者自立支援制度にかかる取り組みの中で、先進的な就労

支援を実践している。同市における就労支援の現行の手法の特徴を、その確立に至る経緯から整理した上で、自

治体が就労支援を行っていくことの意義や可能性について考察する。 

 

自治体就労支援の可能性－豊中市の実践に基づき 
 

北海道本部／北海道地方自治研究所・正木 浩司

1. 生活困窮者自立支援制度にかかる就労支援の取り組み 

生活困窮者自立支援制度では、実施機関（福祉事務所設置自治体）の必須事業にして関係事業の中心となる「自

立相談支援事業」が設定されている。同事業では相談者のニーズに広範に対応することが求められるとともに、自

立に向けた就労支援の実施が支援の柱とされている。 

豊中市の生活困窮者自立支援事業の最大の特徴は、充実した就労支援の施策の整備にある。自立相談支援事業の

中で実施される就労に向けた基本的な相談などに加え、就労準備支援事業、就労訓練事業といった本制度関係事業

が、地域就労支援事業、無料職業紹介事業、その他の就労訓練にかかる独自の取り組みなどとの連携のもとで行わ

れている。 

2017年度の時点で実施されている就労支援にかかる事業や独自の取り組みは以下のとおりである。 

 ・ 自立相談支援事業の枠組み内での取り組み（インテーク・アセスメントなど） 

 ・ 就労準備支援事業：集団で体力確認、働く達成感を体験 

 ・ 就労訓練事業（非雇用型）：本人の理解に合わせて段階的体験 

 ・ 就労訓練事業（雇用型）：支援付き雇用 

 ・ 事業所内実習：職種適性や職場相性、雇用可能性を探る 

 ・ 地域就労支援事業：キャリアカウンセリングなど 

 ・ 無料職業紹介事業：職業紹介、定着支援など 

 ・ その他、関係事業（被保護者就労準備支援事業など） 

上記の諸事業は一般就労が可能な状態からの距離によってステップ状に配置され、相談者の心身や就労意欲がど

のような状態にあるかに応じて、どの事業からスタートするべきかが選択される。その上で、事業を通じて本人の

心身や就労意欲に改善・向上が見られれば、その度合いを見定めながら、参加する事業を現状に合わせてより相応

しいものに変えていく、すなわち、ステップを上がっていくイメージである。 

加えて、本制度には直接関係のない他の制度や国の補助事業・モデル事業なども積極的に活用し、本制度関係事

業との連携や充実化を図る取り組みもある。近年の取り組みとして、▽主に30～40代の女性を対象に非正規雇用か

ら正規雇用への転職を考えることを趣旨とした講座（転職カフェ）の開催、▽就労経験は少ないが意欲の高い若者

などと地元企業とのマッチング、▽シニア層と地元企業との就労のマッチング（Ｓサポ）、▽サポステなど若者支

援の諸事業との連携、などである。 

 

 

2. 生活困窮者自立支援制度以前の豊中市の就労支援の取り組み 

豊中市の就労支援が今日の姿に到達するまでには、2000年代以降に取り組まれた、いくつかの関係事業の実践を

通じたノウハウの蓄積、支援者人材の育成、地域資源の開発、連携先の民間事業者の開拓、地元企業との相互信頼

に基づく関係づくり、などが進められてきた経緯ある。以下、これまでの流れを概説する。 

 

（１）地域就労支援事業 

国の同和対策事業が2002年３月末をもって一般施策化されるのに伴い、大阪府は、支援対象を「就職困難者」

へと拡大した「地域就労支援事業」を新設し、府内市町村にその実施を依頼した。 
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地域就労支援事業とは、府内の各市町村が様々な支援機関との連携のもとで「就職困難者」の就労の実現を支

援する取り組みであるとされる。「就職困難者」は、「働く意欲がありながら、年齢、身体的機能、家族構成、

出身地などの理由により就労が実現できず、就労に向けた支援を必要とする人、雇用・就労に関する意識が希薄

な学卒無業者」と定義される。 

本事業の実施拠点は、各市町村に設置される「地域就労支援センター」であり、これを中心に様々な機関が連

携して支援に当たることとされる。同センターには相談に応じる「就労支援コーディネーター」が配置され、そ

の役割は、相談・職業カウンセリングの実施、職業能力開発等の支援プランの作成、職業紹介、定着支援、教

育・福祉等の庁内関係セクションとの調整、関係機関や支援団体で構成される個別ケース会議等での協議などで

ある。豊中市では現在、本事業の就労支援コーディネーターは生活困窮者自立支援制度の支援員を兼務している。 

 

（２）自治体の無料職業紹介事業 

2003年６月に「職業安定法」が改正され、自治体に無料職業紹介事業の実施者となることが解禁された。豊中

市で無料職業紹介事業がスタートしたのは2006年11月からで、実施機関として「無料職業紹介所・豊中」が開設

された。 

市が本事業の目的としたのは、①人手不足に悩む中小・零細企業に人材供給面で公的なバックアップを行うこ

と、②就職困難者を人手不足に悩む中小・零細企業へ橋渡しをすること、の２点である。 

本事業での求人情報は非公開の「クローズド求人」と称され、求職者の生活状況や心身の健康状態などにきめ

細かに対応しながら、より就労可能性の高い仕事をマッチングできることであり、場合によっては、企業側に対

し、年齢上限や勤務時間などの募集条件の緩和を求めることもある。 

一方、本事業による人材供給を希望する企業は、まず無料職業紹介所に「求人事業所」として登録し、求人票

を出す必要がある。その際、担当課職員が登録を希望する企業を訪問し、事前に仕事の内容や職場の体制などを

確認するという。自治体が企業との間に相互に顔の見える関係性を築いた上で人材紹介を行うことが重要な特徴

として指摘できる。 

なお、いわゆる「第６次一括法」の中で「職業安定法」が改正され、「地方版ハローワーク」の創設が法定化

された。これを受け、豊中市でも2018年４月から「豊中しごとセンター」が開設されている。同センターを訪れ

る求職者の中にも生活困窮者やその予備軍が含まれることが想定され、自立相談支援機関との連携の進展が期待

される。 

 

（３）パーソナル・サポート・サービスのモデル事業 

パーソナル・サポート・サービス（以下、ＰＳサービス）とは、「様々な生活上の困難に直面し本人の力だけ

では個々の支援を適確に活用して自立することが難しい利用者に対して、パーソナル・サポーターが、個別的か

つ継続的に相談・カウンセリングを行い、問題を把握し、必要なサービスのコーディネートや開拓、自立に向け

てのフォローアップを行う、いわば「人によるワンストップ・サービス」」であり、「地域のＮＰＯや教育機関、

民間企業等が提供主体となって個別支援を行うことが大きな特徴であり、このような取り組みが有効に機能する

ためには、地域において行政や制度の「縦割り」を超えた制度横断的な支援体制を作ることが重要である」と説

明される。2010年から２～３年の間、全国数カ所でモデル事業が実施され、豊中市もその選定を受けた。 

豊中市のモデル事業の特徴は、「豊中市パーソナル・サポート運営協議会」を設置し、支援員を配置するプラ

ンを提示するものであり、ＰＳサービスにつながりうる活動の実績として、地域就労支援事業の運用実績（就労

支援コーディネーターによる個別のサポートプランの作成、ケア会議の開催、施策横断的な就労支援など）の蓄

積があるとした。同モデル事業は2011年４月よりスタートし、後の就労準備支援事業につながる中間的就労事業

を実施したほか、運営協議会には、キャリアカウンセラー、看護師、精神保健福祉士、社会保険労務士といった

専門職を集め、複合的な問題を抱える支援対象には「専門家によるチーム支援」での多角的なサポートを実践し

た。 

ＰＳモデル事業は2013年４月からあらためて生活困窮者自立促進支援モデル事業に位置付けられ、自立相談支

援、就労準備支援、就労訓練、家計相談支援の各モデル事業が実施された。同市における生活困窮者自立支援事

業はＰＳモデル事業が前身である。 

 

 

以上で見てきたような既存の就労支援関係諸事業の実践と経験が、現在の豊中市における生活困窮者自立支援

制度のもとでの就労支援に結集し、支援スキルの開発や地域資源の開拓・育成において実質を与えている。先行

する各事業に由来する要素は、以下のように整理できよう。 
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○ 地域就労支援事業 

・ 「就職困難者」という支援対象の設定により、幅広い要支援者像を想定 

・ 専任のコーディネーターによる対応、ケース会議の開催、個別支援プランの作成、多機関の連携などによ

る、就職困難者に対するきめ細かな就労支援の実践 

○ 無料職業紹介事業 

・ 信頼関係に基づく、地元企業・事業所からの求人情報の収集 

・ 求職者の個別事情に合わせた求人情報の内容の調整 

・ クローズド求人による、求職者の生活スタイル、心身の状態などに応じた地域の仕事のマッチング 

○ ＰＳモデル事業 

・ 就労支援にとどまらない、自立に向けた総合的な生活支援の実践 

・ 中間的就労、家計相談（多重債務者支援）のノウハウの習得・蓄積 

・ 多職種連携などによる、複合的な問題を同時に抱える困難ケースへの対応 

 

3. 豊中市の就労支援事業の到達点と課題 

（１）生活困窮者の早期発見の追求 

豊中市で課題とされていることの一つは、生活困窮者の早期発見、早期の支援開始である。その問題意識から

現在、非正規労働者、独身女性、ひきこもり者、高校中退者、ひとり親世帯の親など、「生活困窮者予備軍」へ

のアプローチを試みている。離職、傷病、扶養者の死亡、離婚などの要素が加わると、生活困窮層に陥るリスク

が高い層と考えられている。 

これらの人たちを生活困窮者自立支援制度の相談に導く方策として、豊中市では現在「ファーストコンタクト

のチャンネルの多様化」が進められており、関係する取り組みの中に、以下のような様々な工夫が見て取れる。

第一に、他の事業も積極的に活用し、そこでつながった人を必要に応じて生活困窮者自立支援の相談へと導くこ

と。第二は、制度所管課に限らず、全部局の市役所職員の生活困窮者をキャッチする目を養うこと。第三は、若

者支援事業と生活困窮者自立支援事業の積極的な連携である。 

 

（２）企業支援の視点 

就労支援は雇われる側である個人だけでなく、企業・事業所への支援も必要・重要である。豊中市には中小・

零細企業が数多く存在し、多くは人手不足に悩んでいる。広範な生活上の支援も必要とする求職者（就職困難

者）を一方的に送り込むだけでは、企業側の負担ばかりが大きくなるので、求職者と企業の双方を支援し、より

確実に就労を成立させる環境をつくることが、市による公的なバックアップの最大の使命になる。 

豊中市が無料職業紹介事業などを通じて積み重ねてきたのは、一般就労が難しい層も受け入れることが可能な

市内の企業・事業所の開拓や育成であり、「企業の困り事について話し合いができる関係が出来れば、自然と求

人も出てくる」という。この十数年の企業支援の取り組みにより、開拓・育成されてきた市内の企業・事業所の

中でも特に協力的なところが、無料職業紹介の資源となるだけでなく、生活困窮者自立支援制度関係事業の委託

先にもなっている。 

 

4. まとめに代えて 

「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」の報告書（2017年３月）には、「「生活困

窮者の自立と尊厳の確保」と「生活困窮者自立支援を通じた地域づくり」については、法の施行における不変の目

標として掲げ続けなければならない」と書かれている。 

この記述から、人権擁護とまちづくりが生活困窮者自立支援制度の根本目標として設定されていると解され、自

治体の実施する生活困窮者自立支援や就労支援にはこれら２つの観点が備えられることが望ましい。 

生活困窮者自立支援制度は、制度の適用範囲や支援対象をどのように設定するかによって、生活保護制度の脇に

付随する狭小な防貧制度に収まるか、地域づくり・まちづくりの基軸へと昇華するか、その姿を大きく変えうるも

のである。いずれに向かうかは、自治体の支援に対する考え方、取り組みの姿勢が問われるところである。後者の

道を追求する自治体が今後拡大していくことへの期待を述べ、本稿を締める。 
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 北海道労働局が保育所181カ所に対して是正勧告を行ったのが2014年１月。それから４年が経ち、保育現場で

は保育士不足が以前よりも問題となり、保育士がいないために待機児童を出しているところが増えてきました。

保育士不足は明らかに劣悪な職場環境が要因となっており、保育士の処遇改善が喫緊の課題となっています。そ

のため、前回の是正勧告を振り返り、36協定の締結を機会に働き方を考える取り組みを行いました。 

 

保育所の是正勧告を受けての取り組み 

―
 36協定締結の運動から働き方を考える― 

 

北海道本部／社会福祉評議会・保育部会幹事 五十嵐大地

1. はじめに 

 今、保育現場で大きな問題となっているのが「保育士不足」です。国は待機児童の解消に向け、保育所・幼稚園

から認定こども園に移行を促したり、小規模保育事業、事業所内保育事業を拡大することで保育の受け皿拡大を

行っています。受け皿拡大によって保育利用者は増えていますが、それに対して必要な保育士を確保することが難

しい状況になっています。保育士資格を持っている人は全国で約120万人といわれ、その中で現在保育士として働

いているのが約40万人、資格を持っていても働いていないいわゆる潜在保育士は約80万人います。子どもたちの将

来なりたい職業に保育園の先生という子が多かった時代がありましたが、今はどうでしょうか。大変だから保育士

を職業にするのはやめた方がいいと言わざるを得ない、悲しい状況になっています。 

保育職場の労働環境を36協定の締結の取り組みをきっかけにして、そこで働く保育士自身がよりよく変えていく

必要があることを認識し、組合の運動にしていきたいと思います。 

 

２．４年前の北海道労働局の是正勧告 

（１）是正勧告に至った経緯 
① 2013年 北海道労働局に対し保育士らの労働条件に関する相談が増加 

 毎年一定数の相談が寄せられており、休憩時間が確保されていない、サービス残業が常態化している等の声が多

く上がるようになりました。 

 

② 2013年４月 北海道労働局によるチェックリスト（点検表）を配布 

 北海道内ほぼすべての保育所1,167カ所（認可保育所850カ所、認可外保育所310カ所、事業所内保育所を除く）

に対して労働条件の自主点検をするチェックリストを配布し、提出するように指示がありました。提出をした事業

所は1,013カ所でした。 

 

③ 2013年７月～12月 チェックリスト未提出で法令違反の疑われる保育所を中心に抜き打ちで立ち入り調査 

 北海道労働局の調査で次の結果が出ました。 

１） 対象数  認可保育所 161カ所  認可外保育所 59カ所  合計220カ所 

２） 違反数  認可保育所 140カ所  認可外保育所 41カ所  合計181カ所 

３） 特徴的な違反の内訳（重複） 

     「法定労働時間に関する事項 133件」 

時間外労働に関する労使協定を締結・届出せず、時間外労働を行わせている。（法定労働時間を超

える時間外労働を行う場合は、通称「36協定」と呼ばれる労使協定を締結し、所轄労働基準監督署

に届出ることが必要となっている。） 

  「労働条件の明示に関する事項 71件」 

       労働契約を締結する際に書面で労働条件を明示していない、または法定で定める必要な事項を明示 

していない。 
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  「時間外労働時間等の割り増し賃金に関する事項 36件」 

       法定の労働時間を超える時間外労働に対して２割５分以上の割増賃金を支払っていない。法定の割

増賃金を計算するに当たり、基礎単価に手当等の一部が算入されておらず、適正な単価となってい

ない。 

     「就業規則に関する事項 24件」 

       私立保育所で10人以上の労働者がいる場合に、就業規則の届出又は変更の場合の変更届が所轄労働

基準監督署に届出されていない。（事業場に10人以上の労働者がいる場合に届出が必要となる。） 

     「賃金台帳の記載に関する事項 14件」 

       労働時間数・時間外労働時間数等の法定の必要な事項を賃金台帳に記入していない。 

     このほかにも、休憩、休日、最低賃金、健康診断に関する事項での違反がありました。 

 

④ 2014年１月27日 北海道労働局は労働基準法などの法令違反が見つかった181カ所に是正勧告 

 保育所への是正勧告の報道が新聞報道で発表されました。北海道労働局は是正勧告とともに、保育所を認可する

北海道と札幌、旭川、函館の各市と認可保育所でつくる北海道保育協議会に労働条件の改善を求める異例の要請を

行いました。是正勧告を無視するような悪質なケースがあれば書類送検をすると明言していました。 

 

 

（２）保育職場の実態調査を実施、現場の声を把握する 
 

① 2013賃金労働条件実態調査を実施 

 回答市町村109単組のうち保育士のいる単組は、81単組。 

 81単組中、50単組が「36協定」を締結していないことが分かりました。調査に回答していない単組が多く、実態

はさらに多くの単組が取り組めていないことが考えられました。 

 

② 幹事会や集会、学習会で保育士の声を聴く 

 道本部の保育集会や地本の集会で保育士から状況を聴きとり、次のような声が上がりました。 

 ・仕事の量が多く、サービス残業が常態化している。 

 ・人員不足で休暇が取れない。 

 ・子どもを見守りながら休憩しているので、休憩できていない。 

 ・賃金が他の職種より低い。 

 ・正規職員がほとんどいないため、非正規職員と正規職員が同じ内容の業務をしている。 

 

 

（３）北海道労働局と自治労北海道本部との意見交換会を行う 
 2014年２月に労働局の是正勧告についての内容を確認する機会を作り、次の事項を話し合いました。 

  

・毎年一定数の相談が保育士から寄せられており、潜在的に問題を抱えている職場だと認識していた。 

 ・特に子どもや介護などの対人サービスを行っている事業所の違法行為を是正し、底上げを図っていくことを目

的に実施した。 

 ・すべての事業者に自主点検表への協力を要請した。回答のないところに対して、立ち入り調査を実施、法令違

反のある事業所に対して是正勧告を行った。 

 ・労働基準法等に関して「よくわからない」という回答の事業者が多く、数字で示された実態よりも多くのとこ

ろで様々な問題や課題があると思っている。 

 ・調査内容、事業所等は公表しないことを前提に調査を行った。全国ニュースとなったことで反響があり、犯人

探しや公表したことによる数字が独り歩きしてしまうことを懸念している。 

 ・働いた対価を払うのは当然であり、ルール違反に対して厳しい対応を取るというスタンスで臨む。 

 

 当時、是正勧告を受けた事業所は全体の20％であり、「一部の保育所の問題」と捉え、立ち入り調査や勧告を 

実際に受けなかった事業者は「法令が順守されていて問題がない」と認識しているところもありました。自治労北 

海道本部社会福祉評議会では大きな問題と受け止め、各単組に「36協定」の締結を行うよう周知を図りました。 
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３．国の保育施策に合わせた労働組合の活動 

（１）「36協定」の締結に向けて 
  

是正勧告を受けた時は、自治体で実施している保育所は、「36協定」を結ぶ必要がないと認識していたところが

大半でしたが、その後の集会や学習会において「36協定」について説明し、協定届の見本を提示したり、提出の方

法等を伝えることで、締結している保育所は増えていきました。 

 

（２）子ども子育て支援新制度の施行 
  

保育の量の拡大と質の向上を目的として、保育制度が大きく変わりました。幼稚園と保育所の給付の一元化、認

定こども園への移行等、保育現場は新しい制度の変化に対応することで精一杯でした。是正勧告を受けてからの自

治労北海道本部社会福祉評議会の取り組みでは、新制度の学習会を開催し周知を図りました。また、この頃から保

育士不足の問題があげられており、欠員の募集をしても集まらないことが多くなってきました。保育士の仕事がや

りがいのある素敵な仕事であることを確認し、保育士になりたいと思える職場にしようと全道保育集会で「保育士

の仕事を考える」をテーマに処遇改善に向けて意見を出し合う機会を作る取り組みをしてきましたが、具体的な結

果は出ませんでした。北海道庁に対しては「道政への要求と提言」として、道庁担当課の職員と意見交換会を行い、

保育士不足の現状を伝えました。 

 

（３）保育所現場調査の実施 
  

自治労本部社会福祉評議会では、2016年に「保育所現場調査」を実施しました。この調査ではクラス担任の配置

状況、特に公立保育所で実施が進んでいない３歳児クラスの職員配置の20対１から15対１がどれぐらいできている

かなどを調査しました。結果的には、保育士がいないこともあり３歳児15対１にすることができていない保育所が

多くありました。 

 

４．調査から１年、保育現場の実態を再調査 

（１）2017年保育士の配置基準等に関する調査の実施 
  

本部が実施した「保育所現場調査」から１年が経過し、この１年間での配置基準改善に係る進捗状況とそのほか

の職場実態を把握するために道本部社会福祉評議会として独自調査を実施することにしました。また、「36協定」

に関してまだ締結が実施されていない保育所があることを北海道本部として確認したこともあり、「36協定」の締

結についても調査することにしました。 

 

調査の項目は次の５点としました。 

① ３歳児の配置基準15対１を実施していますか。 

② 無資格の保育士がいますか。 

③ 民営化の話が出ていますか。 

④ 保育士が足りていますか。 

⑤ 時間外・休日労働に関する協定届（36協定）を労働基準監督署へ提出していますか。 

 

調査結果は次の通りでした。（回答数173カ所） 

① ３歳児の配置基準    15１を実施している      106カ所 

            15対実施していない       53カ所 

 

② 無資格保育士の有無  無資格保育士がいる      37カ所 

             無資格保育士はいない   125カ所 
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③ 民営化の予定の有無  民営化の予定がある     19カ所 

           民営化の予定はない     146カ所 

 

④ 保育士不足の有無   保育士が足りている     51カ所 

           保育士が足りない      112カ所 

 

⑤ ３６協定の締結    締結している        129カ所 

           締結していない       29カ所 

 

（２）調査から見えてくること 
 「36協定」の締結については、29カ所で実施されていないことが分かりました。割合としては２割を切っていま

すが、法令違反をしたままで運営している自治体の保育所があることが分かりました。一年ごとに協定を結び届出

をしなければいけないことの周知が足りず、是正勧告を受けた時には行っていたのに継続してできていなかったと

ころもありました。３歳児の配置基準については、53カ所が実施できていませんでした。この数は非常に多いと受

け止めています。回答には、保育士が確保できないので実施できないのはやむを得ないという報告がありました。

無資格保育士がいるところが37カ所、保育士不足の有無について、保育士が足りないところが112カ所あることか

らも分かるように、有資格の保育士の採用が難しくなってきています。 

 

 

５．保育士不足をなくすための運動を 

（１）36協定の締結に向けた取り組み 
 社会福祉評議会保育部会で、調査項目に36協定の締結がされているかを入れて取り組みを図ってきました。しか

し、保育部会幹事たち自体が36協定についてもっと知識を高めなくてはいけないとして、「保育職場と36協定」の

学習会を開催しました。時間外勤務は当局にお願いされて行うもので、するのが当たり前の状況ではない。当局は

労働者と協定を結び時間内に出来ない仕事を臨時的なものとしてやってもらうのであるということ知り、サービス

残業や勤務時間内にできないことの多い保育所の仕事を考え直す必要があることを再確認しました。また、幹事会

では、36協定の届出を見たことがない保育士が多いのではないか、締結しているけれどどんな内容が書かれている

かきっと分からないのではないかという意見が出ました。今までは、36協定を締結することが目的となっていまし

たが、実際の処遇を見ると良くなっていないところが多いと思われ、今後は保育士の労働環境についての改善に向

けた取り組みが大切だと感じました。 

 

（２）臨時・非常勤職員の処遇改善に向けた取り組み 
 公立保育所では正規職員の退職補充が正規ではできなくなり臨時・非常勤職員が採用され非正規職員の割合が非

常に高くなってきています。そのため、非正規職員と正規職員との仕事内容の差が少なく、ほぼ同じ仕事を行う状

況が起きています。非正規職員の処遇を見てみると、給与が低く賞与がなかったり、雇用が安定していないなど、

労働環境の悪い不安な中で働いています。保育士不足はこのような処遇の悪さから起こっていることは明らかです。 

 2020年４月から地方公務員法、地方自治法の一部改正により、「会計年度任用職員」を新設し、任用のあり方を

整理することとなりました。保育現場で働く非正規職員にも大きく関わることですが、現場の保育士まで周知がさ

れず、分からないでいる保育現場が多いことが幹事会などでも話題となりました。そこで、会計年度任用職員制度

についての学習会を社会福祉評議会保育部会の幹事で行い、幹事が理解したうえで講師となり各単組の学習会に積

極的に出向いて周知を図る取り組みを行うことにしました。 

 幹事会の中で非正規職員の処遇改善を行う運動が、今できる一番大切なことなのではないかという意見が出まし

た。ある保育所では、非常勤の保育士に産休制度がないために、子どもを産むときは保育所を辞めなければならず、

戻ってこられる保証がない。本人は保育士が大好きで辞めたくなく、ずっと保育士として働き続けたいという気持

ちがありました。保育現場の大半を占めるようになった非正規職員が安心して働き続けることができない職場で果

たして良いのだろうか。働くお母さんたちの子育てを手助けしている保育所なのに、そこで働く保育士が働き続け

られない状況に憤りを感じます。今回の会計年度任用職員への移行は、一つの処遇を見直すきっかけとなり、周知

のための学習会を行う中で、非正規職員の自治労への加入を促し組織拡大運動につなげていきたいと思います。 
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（３）保育現場の声を運動の力に 
 保育士不足はどうして起こっているのかを考えると、給与の低さと処遇の悪さがあげられます。では、具体的に

何が大変かを出し合うと一番出てくるのが「忙しくて時間がない」という意見が多くあがりました。書類関係の事

務が非常に増えていて、それが時間外勤務や持ち帰り残業になっているところが多いのです。そこで事務の簡素化、

書式の見直しを行い、自分たちで時間を作っていくしかないのではないかということになり、全道保育集会で記録

用紙の書式を持ち寄り、簡素化につなげる取り組みを行いました。他では保育士の休憩が取れていないところが多

いのですが、休憩時間の確保対策として午睡時間専用の保育士を採用し、しっかり休憩と事務の時間を確保するこ

とができるようにしている保育所もあります。勤務時間では出勤して保育準備をする時間は勤務時間に入っておら

ず、自分で早めに出勤している保育所がある中で、保育準備をする時間を子どもが登園する前２０分取っていて勤

務時間とみなしている保育所もあるなど具体的に話をすることで、今の職場から改善できるところがあることが分

かりました。大変な現場の声が多くあげられますが、自分の保育所ではうまくいっているというところもあります。

みんなの声を出し合い、好事例を処遇改善のヒントとして紹介しながら、自分たちで考えて取り組むことが大切だ

と感じました。 

 

６．まとめ 

 保育現場は日々忙しく、自分たちの労働環境について考える時間がない状況にあります。でも、このままでは、

何も変わりません。自分たちが働きやすい職場にすることが結果、そこに通う保護者や子どもたちのためにつなが

ります。保育士一人では、考えつかないことでも他の単組の保育士に聞くと解決できることもあります。 

自治労本部社会福祉評議会では国に対しての要請行動を行い、保育士がゆとりを持って働けるよう保育士の配置

基準を変えたり、保育以外の仕事にも予算をつけ人を配置し、保育士は保育だけに専念できる労働環境をつくるよ

うに働きかけていき、自分たちが一保育現場でできることと自治労本部が国に対してできること、この２つをとも

に行っていくことが今後も大切な取り組みとなります。保育士の仕事がやりがいのあることは分かっていますが、

みんなが将来に職業として誇りを持って就くことができるものにしていくよう、今現場で働く保育士が力を合わせ

て変えていかなければいけません。そのためにも、自治労の社会福祉評議会の存在が試される時だと信じ、改善へ

の取り組みを仲間とともに行っていきたいと思います。 
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北海道には６つの三次医療圏が設置され、三次医療圏にある公立病院（地方センター病院）を中心に地域医療

連携推進法人を設置することが、公立病院の生き残り戦略の一つとして重要なポイントと判断できる。その議論

を中心的に担うのが北海道庁の役割であるが、そこを担い切れていない。このため、医師確保や医療従事者を確

保するためにも、衛生医療評議会として積極的に議論するための提言とする。 

 

北海道内における公立病院の役割と地域医療の確保 

―地域医療連携推進法人の設立による医師確保・医療従事者確保の提言― 
 

北海道本部／衛生医療評議会

1. はじめに 

「地域医療は崩壊する」。その危機的状況は、既に地方から始まっています。
 

その中にあって、地域医療の担い手である公立病院は、その責務として民間病院ではなかなか確保できない不採

算医療を受け持たなくてはならず、一段と厳しい危機的な環境に置かれています。
 

また、北海道はその地勢から広域分散型で小規模な自治体が多く、必要な医療を確保することが難しい地域でも

あることから、これまで地域医療確保について多くの議論が行われてきました。
 

とりわけ、この間、地域医療を支えてきた公立病院の経営は大変厳しく、これまで多額の累積赤字を抱え、単年

度においても一般会計からの繰り出しを行ってきましたが、多くの公立病院では抜本的な経営見直しが求められて

います。
 

さらに、国は地方交付税の見直しや新公立病院改革ガイドラインを示し、公立病院設置自治体に対して病院の再

編やネットワーク化を推し進めると共に、経営改革プランを策定し、地域医療構想との整合性が求めており、併せ

て、医師不足や来年度からの診療報酬改訂などの不安材料も抱え、公立病院として将来にわたって地域医療を守る

ためには、どのような打開策を講じて行かなければならないかが問われてきています。 

このことから、2017 年に北海道議会民進党・道民連合議員会（現・民主・道民連合）と連携し、提言を取りま

とめ道議会の中でも議論してきました。今回、その提言をさらに補強しました。 

 

2. 地域医療構想の実現に向けて 

(1)  北海道の地域医療と連携に向けた動き 

2025年に向けて札幌圏域以外の二次医療圏では、人口減少が加速しつつも高齢者の割合が増えてくる中、病院で

は医師不足・看護師不足にあえぐ地域が急増してきます。さらに、コ・メディカルの配置が単数にとどまる病院も

多いことから、医師や医療スタッフ自らのキャリアアップのための学会参加が難しいだけでなく、平日や休日の自

宅待機など労働条件の厳しさもあり、欠員補充もできない実態にあります。 

このように困難な課題を抱えた地域においては、限られた医療資源を有効に活用しなければ医療提供体制を確保

できないとの懸念が強まり、北海道は2008年1月、「道から市町村、住民への提案」として「自治体病院等広域

化・連携構想」を策定し、各地域で議論するよう求めました。 

2011年度からは、道が地域医療の実情やこれまでの取り組みを点検し、地域分析(「地域医療提供体制分析シー

ト」の作成)を行ったうえで、その具体化に向けた地域行動指針(アクションプラン)を作成する取り組みを進めて

いましたが、実際に進行しているのは「中空知地域行動計画」など一部の地域にとどまり、地域医療構想の中に取

り込まれている状況となり、議論が進んでいません。 

 

(2)  地域医療構想と「地域医療連携推進法人制度」の創設 

2025年を展望した社会保障･税一体改革の一環として、在宅医療の充実や地域包括ケアシステムの構築が謳われ、

2014年の「医療介護総合確保推進法」により「地域医療構想」の策定が都道府県に義務付けられました。 
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それを受け2016年12月には「北海道地域医療構想」が策定され、これに基づき今後、構想圏域(二次医療圏)ごと

に地域医療構想調整会議が設置され、病院の医療機能や病床数に関する具体的議論が行われています。 

加えて各自治体は、地域包括ケアシステムの構築に向けて「在宅医療介護連携推進事業」や「認知症総合支援事

業」など介護保険制度に基づく地域支援事業に取り組むとともに、増加する在宅医療・介護の需要に対応していく

という重要な役割を担うことになります。それに関連して公立病院の役割も見直しが求められ、必要な医療機能を

強化し地域医療を維持することができるのかがカギとなります。 

他方、2015年の医療法の一部改正により規定された「地域医療連携推進法人」制度が、2017年4月2日から施行さ

れました。推進法人は「地域医療構想」「地域包括ケアシステム構築」の実現に向けた「選択肢の一つ」であり、

必ずしも設立・参加しなければならないものではありませんが、条件を整えることができれば地域に密着した医療

提供体制を確保するためのツールとなる可能性があります。 

地域医療連携推進法人の議論では、基本的な課題として、病院間の連携パターンや運営主体と費用、医師や看護

師の確保、医療機関相互の人的支援などが検討事項となります。 

これらの課題を三次医療圏毎に検討することで、推進法人設立に発展させる可能性が生まれてくると考えられま

す。 

 

(3)  地域医療連携推進法人とは 

①「地域医療連携推進法人」制度の概要 

第1 制度趣旨 

高齢化の進展に伴い、患者の疾病構造は多様化しており、患者一人一人がその状態に応じた良質かつ適切な

医療を安心して受けることができる体制を地域で構築することが求められている。このため、平成26年に改正

された医療法に基づき、平成27年度から、各都道府県において、地域医療構想の策定を進め、医療提供体制の

整備を図ることとされているが、その達成のための一つの選択肢として、地域の医療機関相互間の機能の分

担・連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供するための新たな制度を創設した。当該制度は医療機関の機

能の分担及び業務の連携を推進するための方針を定め、当該方針に沿って、参加する法人の医療機関の機能の

分担及び業務の連携を推進することを目的とする一般社団法人を、都道府県知事が地域医療連携推進法人とし

て認定する仕組みである。地域医療連携推進法人には介護事業等を実施する非営利法人も参加することができ

ることとし、介護との連携も図りながら、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステムの構築に資する役割

を果たすものと考えている。 

 

②2018年４月１日現在、以下の６法人が地域医療連携推進法人として認定されています（厚労省HPから）。 

【山形県】地域医療連携推進法人  日本海ヘルスケアネット（認定年月日：2018年４月１日） 

【福島県】地域医療連携推進法人  医療戦略研究所（認定年月日：2018年４月１日） 

【愛知県】地域医療連携推進法人  尾三会（認定年月日：2017年４月２日） 

【兵庫県】地域医療連携推進法人  はりま姫路総合医療センター整備推進機構（認定年月日：2017年４月３日） 

【広島県】地域医療連携推進法人  備北メディカルネットワーク（認定年月日：2017年４月２日） 

【鹿児島県】地域医療連携推進法人 アンマ（認定年月日：2017年４月２日） 
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③「地域医療連携推進法人」による効果として挙げられるものは、 

(ｱ)共同物品購入など価格交渉力の向上。 

(ｲ)人事を一元化することによる、医師、看護師、コ・メディカルの人事異動の円滑化。 

(ｳ)医師、看護師、コ・メディカルだけではなく、事務職員のキャリアアップの促進。 

(ｴ)庶務業務を統一させることによる経費の節減。それによるコスト削減、診療科(病床)の再編成。 

(ｵ)医療機器等の共同利用。 

(ｶ)公立病院の経営形態を変更に依らない連携。 

 

 

 

3. 地域医療連携推進法人に対する評価 

この間、多くの公立病院では経営形態の変更を余儀なくされ、特に地方独立行政法人（独法）に対する取り組み

では、衛生医療評議会として、単に経営形態変更反対の取り組みを進めるだけでなく、独法化後の組織作りや雇用

確保・地域医療確保に対する具体的な取り組みを進めてきました。 

また、地域医療連携推進法人に対する考え方については、現状として病院統合ありきや労働条件の変更・雇用不

安となっていないことから、導入に対する明確な方針を示していません。 

しかし、経営形態を一方的に変更することや病院統合ありき・民間移譲を推し進めること、雇用不安となる場合

については毅然として反対するものです。 

 

4. 地域医療連携推進法人への参加は 

地域医療連携推進法人に参加できる法人(社員)は、医療機関等を開設する医療法人など複数の非営利法人(医療

法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、国立大学法人、独立行政法人、自治体など)のほか、地域包括ケア推

進に資する介護事業等を行う非営利法人も可能とされているが、医療系法人が二つ以上あることが最低条件とされ

ています。 

医療連携を行う区域(医療連携推進区域)は「原則として、地域医療構想区域と整合的になる」よう定めるほか、

「参加法人の機能分担や業務、その目標」を明確にする必要があります。さらに、地域医療構想の実現に資すると

認められる場合には、「2以上の構想区域にわたる連携推進区域」を定めることが可能となっており、その必要を

都道府県が認めることができます。 

 

5. 地域医療連携推進法人導入のメリット 

北海道には６つの三次医療圏が設置され、三次医療圏ごとに公立病院を中心とした地域医療連携推進法人を設置

することが、公立病院の生き残り戦略の一つとして重要なポイントとして、以下のよう判断できます。 

(1)医師の偏在については、三次医療圏ごとに病院をまとめることで、人事異動(推進法人内の公立病院間)をス

ムーズに行うことができます。人事異動では、キャリアアップと昇任(職階、ポスト)を組み合わせることでモチ

ベーションを高くすることができ、三次医療圏の大きなエリアにすることで、参加する病院が多くなりより実施し

やすくなります。 

 (2)看護師の配置についても、自らの意向を尊重し、身分を変えることなく、家族構成や健康面・体力面などを勘

案し、年齢階層(身体的負荷の許容度)ごとにあらゆる医療機能の病院を選択することが可能となります。 

(3)職員採用においても、多くの看護師採用を一括で行い、配置先についても欠員の多い病院を中心に行うことも

可能です。その後、キャリアアップのために都市病院への異動もこれまでと違い可能となり、研修などに送り出し

たあとの業務対応も可能となります。 

(4)コ・メディカルについても、地域センター病院の定数に上積みして配置し、学会への派遣や休暇の対応も可能

となります。 

(5)退院や転院となる患者をどのように見守るのか、社会福祉施設等との連携も想定しながら、地域包括ケアシス

テムや地域医療の確保となるよう取り組むことができます。 

(6)在宅医療を担う医師は看護スタッフと一体となった24時間体制での運営となることから、医師不足の中で医師

の負担軽減が可能となります。 
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6. 地域医療連携推進法人導入に向けた今後の議論に向けて 

実現に向けては、解決しなければならない課題も多くあります。 

(1)北海道は「6つの三次医療圏」「21の二次医

療圏」に区分けされ、それぞれに地方センター

病院(道央は指定なし)、地域センター病院(札幌

圏域・上川中部は指定なし)が指定されています。   

地域をみると、公立病院及び公的病院がその

医療機能を担っているため、地域医療連携推進

法人の議論は進めやすいと考えます。 

公的病院については、それぞれの経営方針も

あることから、公立病院が三次医療圏を担って

いる道南・道北・釧根における議論を先行して

進めことが可能と判断します。 

(2)議論の進み具合によっては、二次医療圏ごと

に地域医療連携推進法人の設立を先行させるこ

とは可能です。 

(3)北海道には3つの医育大学と自治医科大学から医師派遣されている病院が多く、医師の配置はこのバランスの上

に成り立っています。このため、各医育大学間の連携や理解を得られることが最も大きな課題となりますが、これ

までの大学からの医師派遣では限られた病院への異動となっていましたが、三次医療圏における病院をまとめるこ

とで対象となる病院数が多くなり、昇任も含めて異動の選択肢がより広がることになります。 

(4)三次医療圏ごとに法人を設置し、その中心的な役割を担う地方センター病院の理解を得るには困難が予想され

るものの、北海道が中心となって取り組むことで理解が得られやすくなります。 

(5)看護師の一括採用ができたとしてもその配置先での賃金や労働条件の違い、都市部への配属希望など、公平性

を担保する上で克服すべき課題もあります。しかし、看護師のワークライフバランスに合わせた、病院の勤務先を

選択することも可能となります。 

(6)最も需要なのは、北海道が自らの役割を再認識することです。道内には89の公立病院がありますが公立病院が

無い自治体も多くあります。今後、二次医療圏における地域医療構想調整会議は保健所が議論を進めますが、地域

によっては、民間病院しかない地域や公立病院が中心となる地域もあります。どの二次医療圏においても、道が主

導権を持って議論を進めることができるよう、自治体や病院からの信頼を得ること、本気になって議論することが

肝要となります。また、公立病院のあり方を自治体での政争の具としない議論が重要であり、ここでも道が主導権

を持って進めることが大切です。 

 

 

7. まとめ 

北海道の地域医療を確保し、地域住民が安心して住むことができるよう、公立病院・公的病院が地域に必要な医

療(インフラ)を担っていくためには、早急に「地域医療連携推進法人」の設立も視野に入れて地域医療構想の具体

化に向けた議論を進める必要があります。 

議論にあたって地域の実情を判断し、住民の声を受けつつも、民間・公立病院・公的病院が有する医療資源を俯

瞰しながら、議論の集約を誘導できるのは北海道しかありません。 

そのためには、公立病院間の医師の連携が重要であり、地域センター病院と一次医療を担っている病院の意思疎

通をしっかり行い、信頼関係を築くことで大きな議論が可能となります。 

公正な北海道の関与は、道民すべてが納得できる基礎となることを前提に取り組みを進めなければなりません。 
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