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「旧薬草試験場跡地の用地確保」に関する決議
現在公売準備中の旧薬草試験場跡地は、旧大成中学校跡地と一体化して、請願趣旨のみならず幅広い
利用価値がある用地として認めるところである。
この上は、購入に向け地元区の願意を受け、実現に向けて真摯に努力されたい。但し地元との協議を
欠かさずに、公益的な利用計画を策定したうえで、実現可能な範囲で財源措置を図られるよう強く要望
する。
以上、決議する。
平成27年12月18日
日高川町議会

安全・安心の医療・看護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書
厚生労働省は「看護師等の『雇用の質』の向上のための取り組みについて（５局長通知）」や、「医
師、看護職員、薬剤師などの医療スタッフが健康で安心して働ける環境を整備するため『医療分野の雇
用の質』の向上のための取り組みについて（６局長通知）」の中で、医療従事者の勤務環境の改善のた
めの取り組みを促進してきました。
また、医療提供体制改革の中でも医療スタッフの勤務環境改善が議論され、都道府県に対して当該事
項に関わるワンストップの相談支援体制（医療勤務環境改善支援センター）を構築し、各医療機関が具
体的な勤務環境改善を進めるために支援するよう求め、予算化しています。
しかし、国民のいのちと暮らしを守る医療・介護現場は深刻な人手不足となっています。そのため、
労働実態は依然として厳しくなっており、安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医師・看護
師・介護職員の増員や、夜勤改善を含む労働環境の改善は喫緊の課題となっています。
「医療機能の再編」を前提とした医療提供体制の改善ではなく、必要な病床機能は確保したうえで、
労働者の勤務環境を改善していくことによる医療提供体制の改善が求められています。2015年度には新
たな看護職員需給見通しが策定されますが、これを単なる数値目標とするのではなく、看護師の具体的
な勤務環境の改善を可能にする増員計画とし、そのための看護師確保策を講じていく必要があります。
安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医師・看護師、介護職員の大幅増員・夜勤改善を図る
対策を講じられるよう、下記の事項について要望します。
１．看護師など「夜勤交替制労働者の労働時間を１日８時間、週32時間以内、勤務間隔12時間以上」と
し、労働環境を改善すること。
２．看護師など夜勤労働の規制を法律で行うこと。
３．医師・看護師を大幅に増やすこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年12月18日
和歌山県日高川町議会
（提出先）内閣総理大臣・厚生労働大臣・財務大臣

ひだか川議会だより
平成28年３月１日発行
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後期高齢者医療の保険料軽減特例を継続することを求める意見書
政府は、後期高齢者医療の保険料軽減特例について段階的に縮小し、平成29年度には廃止することを
計画しています。
厚生労働省の資料によると、この影響を受ける高齢者は865万人にも及びます。現在8.5割軽減の人は
２倍、９割軽減の人は３倍の保険料になります。扶養家族だった人で後期高齢者医療制度に移った人は、
５～10倍もの保険料負担増が強いられます。和歌山県では、被保険者のおよそ６割の方々に影響が及ぶ
ものとみられます。
高齢者の生活においては、年金額がこの間連続して減額され、４月からはマクロ経済スライド制度が
はじめて適用されました。物価の上昇や消費税増税による負担増に追いつかず、年金が一層目減りして
います。さらに今年度は多くの自治体で介護保険料の値上げが行われ、高齢者のくらしは苦しくなるば
かりです。
保険料軽減特例については、後期高齢者医療制度導入時に、国民を年齢で区切り、高齢者だけを別枠
の医療保険に囲い込み、負担増と差別医療を持ち込むものであるとの批判がある中で、措置されたもの
です。
保険料軽減特例の廃止は、保険料の大幅な引き上げにつながり、高齢者のくらしを圧迫するとともに、
医療を受けられなくなる恐れも出てきます。
よって本議会は、後期高齢者医療の保険料軽減特例を継続することを求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年12月18日
（提出先）

和歌山県日高川町議会

内閣総理大臣・厚生労働大臣

町駅伝競走大会
へ参加

11

日、田尻周辺の
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