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令和４年度「出前議会」において各地区よりいただいた質問及び要望 
【総務文教厚生常任委員会関係】 

 

≪総務課関係≫ 

○地域づくり・情報発信関係 

１．町内どこも人手不足なのに、雇用機会拡充事業で働く場所を増やす意味があるのか。

雇用促進対策によって起業した事業所が多くなっているが、その反面、既存の事業所の

雇用が悪くなっているのではないか。このままでは双方成り立っていくのか心配だ。 

（回答） 

雇用機会拡充事業は平成 29 年度から募集を始め、令和 3 年度までに創業 12 件、事業拡

大 12 件、計 24 件の事業が採択されています。ご指摘のとおり既存事業所の雇用に少なか

らず影響を与えていることは認識しています。しかし、働く場がないため町内で生活が出

来ないと言う声もありましたので、雇用機会拡充事業により雇用の場の創出を図っていま

す。雇用機会拡充事業の活用により、今まで町内になかった新たな事業開始や事業拡大に

よる新たなサービスの提供により町内活性化と雇用の場の創出が図られているものと思

っています。 

 

２．いろいろな組織に入っていて感じるが、若い人、後継者が少なく、組織の維持も難し

くなってきているのではないか。 

町のいろいろな事業をあれこれやるのではなく、「省く」「やめる」「統合する」ことを

考える時期に来ているのではないか。今の人数でやれる体制を作っていかないと追いつ

かない。例えば、社協と養寿園を一緒にするとかの検討も必要ではないか。 

（回答） 

社協と養寿園を一緒にしたらどうかとのご意見ですが、現在、社協が行っている通所介

護や在宅介護などの在宅介護サービスと、養寿園が行っている施設型介護サービスを一つ

にできないか検討する必要があると考えています。 

介護職の慢性的な人材不足の中で、介護サービスを一本化することで効率的な人材の活

用が可能となりますので、今後、社協や養寿園の意見を伺いながら、より良い方向で検討

してまいります。 

 

３．「御縁」の従業員がよく情報発信をしていると聞く。 

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）を使った情報発信による本町人口の社

会増はありうるか。また、町が行う情報発信による反応は如何か。 

（回答） 

社会増の実現には、移住者の住居確保等ハード面の充実に加え、交流人口の拡大が重

要だと考えております。 

そのためには、まず小値賀町を知ってもらう必要があり、町の情報を積極的に島外へ

発信しなければなりませんが、そのツールとして、多くの年代で利用されているＳＮＳ

を活用することは効果的であると考えております。 
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すでに運用しているホームぺージや、公式ＬＩＮＥの閲覧数等は増加傾向にあります

が、それぞれについて、移住検討者や小値賀町に興味を持つ層に関心を引き、使いやす

い内容・デザインに更新するとともに、新たに公式ＹｏｕＴｕｂｅ、インスタグラムを

開設し、より効果的な情報発信を行っていきたいと考えております。 

 

４．二次離島のインターネット環境を光回線にできないか。二次離島には光回線が布設さ

れておらず、デジタル通信が不安定だ。早急に検討してほしい。（大島地区） 

納島地区においては無線による実証実験が計画されていると聞くが、大島地区も実証

実験の対象となるか。  

（回答） 

二次離島における光回線の敷設については、設置・維持管理の費用面において対応が困

難ですが、代わりにマイクロ無線による通信環境の整備を検討しております。 

ご質問いただいたとおり、今年度は納島において実証実験を予定しておりますので、そ

の結果、技術的な課題等がクリアできれば、次年度以降、大島においても無線設備の整備

を進めていきたいと考えております。 

 

○公共施設関係 

１．柳などの住民センターは町の財産と思うが、修繕費用に 40%の地区負担があるのは

おかしいのではないか。住民センターは公民館ではなく町の所有と考えるが、各種の修

繕事業において 60％の補助金しか出ていないのはおかしいのではないか。 

また、町の所有となって役場関係が使用した場合、以前は賃借料の支払いがあった

が、現在は廃止されているようだが、その経緯は。 

住民センター補修に対する補助金のあり方と賃借料の廃止の整合性は取れているのか

確認してほしい。 

（回答） 

各地区の住民センターあるいは地区公民館は、現在、17 施設あります。その内、町所

有のものは「中村地区住民センター」「柳地区住民センター」「浜津地区住民センター」

「斑地区住民センター」「納島地区住民センター」「六島公民館」の６施設です。実際の

ところ所有者に関わらず、施設の管理運営については各地区の皆さん主体で行われてい

ます。修繕補助についても、以前は地区公民館と住民センターの区分を明確にせず、一

律６０％補助（地区には４０％の負担をお願いする）で交付しております。 

しかし、平成 25 年の交付税検査での指摘をきっかけとして、町有財産とそれ以外の区

分を整備することが必要となりました。地区住民センターについても、今までは特に手

続きを踏まず無条件に地区が利用できるようにしていましたが、この指摘の後は町所有

の公共施設として条例で明記し、住民センターの指定管理者として地区会長を指定し、

契約を交わした上で使用していただくこととしております。 

時系列としましては、平成 26 年 2 月に各地区会長へ町長名で「地区住民センター管理

について（お願い）」という文書を出し、地区住民センターについての行政上の取扱いを

一部変更すること、利用形態は変わらないこと、3 月議会へ議案提出し、平成 26 年 4 月
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1 日からの施行を考えていること等をお知らせしています。 

平成 26 年 4 月 1 日から地区住民センターは各地区と指定管理協定を締結し、今までと

変わらず各地区公民館と同じように使っていただけるようになっています。したがっ

て、修繕費用においても他地区同様 40％の負担をお願いする形となります。ただし、あ

くまで町施設を指定管理している形式上、地区住民センターの場合は分担金として地区

負担分を徴収させていただく形となっております。負担割合については指定管理協定書

に明記されており、また他地区との平等性の観点からもご理解をいただきたいと思いま

す。 

また賃借料についても、町有財産を町が利用して賃借料を払うのはおかしいというこ

とで、指定管理協定を行った平成 26 年度以降は払わないことで統一させていただいてい

ます。 

 

２．斑地区の自衛隊訓練はいつまで続くのか。土地使用料は、以前は現金で支払われてい

たが振込に変わった。ということは、この先も毎年訓練があるということか。 

また、地区役員には訓練の説明をしているのかもしれないが、住民には知らされてい

ない。住民にもしっかり説明すべきだ。町当局への情報提供はどうなっているのか。議

会への報告については如何か。 

自衛隊訓練時、使用中の観光施設への見学に対する制限はあるのか。 

また、自衛隊が使用した施設の管理を徹底してほしい。 

（回答） 

斑地区における自衛隊訓練については、令和元年より実施され、令和２年、３年と続け

て実施されています。しかしながら、訓練地については自衛隊が決めていることから、こ

の先も当町で訓練が続くかどうかは分かりかねるところであります。また、地区への説明

につきましては、令和元年は実施いたしましたが、令和２年、３年は地区役員への説明と

町内回覧、防災無線での周知にとどまっていたため、今後、当町において自衛隊訓練が実

施される場合は、自衛隊へ地区住民への説明を求めていきたいと考えております。議会へ

の報告については、訓練の実施が決定次第報告させていただきます。 

次に訓練時における観光施設についてですが、斑地区での訓練時には、観光施設は訓練

区域外となっているため、見学できるようになっております。 

また今後、自衛隊が当町で訓練を実施するという場合には、自衛隊が使用する施設の管

理は徹底していきたいと考えております。 

 

３．町内にもっと公衆トイレを設置できないか。以前は消防分団の詰所に公衆トイレを設

置すると聞いたことがあるが、どうなっているか。 

（回答） 

公衆トイレの設置につきましては、設置後に維持管理が必要となりますので、まずは

関係機関などと必要性について協議・検討し、必要であると判断されれば新設について

対応したいと思います。 

また、各分団詰所トイレを公衆トイレとして利用することにつきましては、消防の資
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機材を保管しておりますので、その管理方法を整理したうえで、公衆トイレとしての整

備について検討する必要はあると考えます。 

 

○消防・防災関係 

１．防火水槽の新たな設置はできないのか。丘町付近には住宅が増えているが、防火水槽

が近くにないので不安だ。 

（回答） 

消防署及び管轄分団と水利の再確認を行い、必要性について協議・検討し、必要であ

ると判断されれば防火水槽の新設について対応したいと思います。 

 

２．各地区の防火水槽が改良工事で地下に埋められているが、消防ポンプの放水点検がで

きない。現在、中村の大池付近に行って放水点検をしているが、各分団が集中し不便で

あり、住民の交通の邪魔にもなっている。分団長会議で話し合うと聞いたが、話し合い

の結果はどうなったか。 

（回答） 

令和４年５月の分団長会議において、状況確認及び意見の聞き取りを行いました。 

結果としましては、毎月２回の機械器具点検に関して支障はないという意見をいただ

いており、住民の交通に支障をきたさないようお願いするとともに、大池のほか、城ノ

越ため池（双子池）及び中江ため池の利用、機械器具点検時間の調整などを併せて協議

しております。 

 

○公共交通関係 

１．タクシーがないと不便である。何とかならないか。町内の飲食店の営業にも影響して

いるのではないか。公共交通空白地の改善として社会福祉協議会が運行しているが、早

朝及び夜間の運行を頼むのに支障があると思うのでタクシー事業の再開を望む。 

また、社会福祉協議会のタクシー運行を小値賀交通に統合する検討をしていると聞く

が、協議の内容はどうなっているか。 

（回答） 

平成２９年にタクシー事業者の廃業に伴い、住民等の利便性の低下を招き、交通機関

の確保に苦慮したところでありますが、協議を重ね、現在の公共交通体系となっており

ます。 

タクシー事業の再開につきましては、民間事業者の確保及び公共交通空白地有償運送

事業の廃止などの課題がありますので、検討する場合には慎重に行う必要があると考え

ております。人口減少や高齢化の進展により、地域公共交通の確保・維持はこれまで以

上に困難な状況が予測されます。そのような中、持続性ある公共交通機関の構築などを

目的とし、今年度、地域公共交通計画を作成することとしており、小値賀交通の乗合バ

スをデマンド化し、社会福祉協議会が運行する公共交通空白地有償運送事業と小値賀交

通の統合についても検討し、福祉タクシーにつきましてはこれまでどおり社会福祉協議

会での運行を考えております。  
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２．バスの実証実験を唐見崎で行うとのことだが、どのようなものか。デマンド交通体系

の実証実験を行うと聞いているが、詳細な説明はないのか。 

また、実証実験は斑及び唐見崎地区とのことだが、該当地区以外にも説明してほし

い。 

（回答） 

利用者が少ない路線につきましては、予約があるときにのみ運行する体系へ変更する

ものです。昨年度、唐見崎・前方後目・筒井浦の住民への説明は実施しておりますが、

他の地区につきましては、地区総会の折に説明を行うこととし地区会長と調整しており

ましたが、コロナ禍の影響で総会が中止となり説明できていない状況です。再度、地区

会長と日程調整を行い、説明会を開催いたします。 

 

３．大島の渡海船待合所のトイレが和式なので洋式に変えてほしい。男性用の小便器もパ

イプが詰まっている（詰まってから５年ほど経過）。 

できれば、建物の建て替えも検討してほしい。 

（回答） 

トイレの修繕につきましては、新年度予算に計上し対応いたします。 

毎年度、実施している公共施設の定期点検の結果及び利用頻度、利用状況等の調査を

実施した上で、待合所の建て替えの必要性について検討をしたいと思います。 

 

○定住促進関係 

１．Ｉターン者に対して、都会と小値賀の違いや小値賀の実情の説明をすべきではないか。

斑島に住んでいても笛吹に働きに行くだけで、地区での関わりがなかった。地区に来て

いることさえも知らないケースもあったので、役場の担当職員が地区会長にでも紹介す

べきではないか。 

また、最近は町内での地区移動についても、移動先の地区に属さない人もいるので指

導してほしい。 

（回答） 

Ｉターン者を含め移住希望者に対しては、役場担当及び定住支援員を中心に相談・案内

等の対応を行っているところです。 

移住希望者に対しては、対面やオンラインでの相談会や現地案内などを実施し、その際

に都会と小値賀の違いや、小値賀での生活の実情を説明しております。 

地区会長への挨拶をはじめ、移住後のフォローアップについてはまだ充分とは言えない

ところもありますので、移住者の意向を踏まえつつ、可能な限り柔軟な対応をしていきた

いと考えております。 
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２．お試し住宅は居住期間が３カ年となっているが、縁故等のないＩターン者等は３カ年

で新しい住居を見つけるのは難しいと思うが延長はできないのか。 

また、町有住宅建設の話もあるようだが、現在、どのようになっているのか。 

（回答） 

筒井浦地区、木場地区、笛吹在地区に整備をしているお試し住宅（定住促進住宅）につ

いては、入居期間を１月以上３年以内としておりますが、やむを得ず転居が出来なかった

場合は最長５年以内まで入居期間の延長ができることにしております。 

なお、町有住宅の建設については、現在ある町営住宅の入居状況や空き家バンクの登録

状況、町の財政状況等を総合的に踏まえ検討をしてまいりたいと思います。 

 

○その他 

１．会計年度任用職員制度について、一日中、仕事をしていない人もいると聞くが、パー

トみたいな採用はできないのか。任用職員制度での雇用が増えているが、一日中、仕事

があるわけではないと思う。仕事のある時間だけのパート採用はできないのか。 

（回答） 

地方自治法の改正により任用制度が変更となり、現行の形となっております。勤務形

態はフルタイムとパートタイムがあり、小値賀町ではほぼパートタイムでの雇用となっ

ております。雇用の日数、１日の勤務時間については、各担当課で必要に応じて設定し

ている状況で、令和５年度の任用にあたっては、再度、業務量の把握を行い、適正な雇

用に努めてまいります。 

 

２．テレビの共同アンテナの修繕に 140 万円ほど掛かる見込みだが、町の補助は無いのか。

（大島地区） 

（回答） 

他の自治会においても管理運営については各々で行っており、修繕等にあたり補助し

たことはございません。個人宅のアンテナにおいては各々で修理を行いますので、共同

アンテナにおいても同様の考え方で整理しております。 
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≪住民課関係≫ 

１．子どもが欲しい人への不妊治療はできないのか。 

また、不妊治療への補助金交付制度はないか。 

（回答） 

不妊治療については、産婦人科のない小値賀診療所ではできませんが、佐世保市内の産

婦人科では治療を行っているところがあります。 

また、治療に対する補助制度につきましては、小値賀町では制定しておりませんが、

本年、令和４年４月から不妊治療自体が保険適用となっております。基本的に治療費の

３割が自己負担となっており、治療費が高額な場合には高額療養費制度の対象となりま

す。 

 

 

≪福祉事務所関係≫ 

１.  民生委員の選出について、将来的に民生委員のなり手不足が考えられるが、新たな選

出の仕方等の考えはないのか。 

（回答） 

民生委員は、地域の一人暮らしの高齢者の方や生活に困っている方などの相談に乗った

り、福祉サービスが必要となる住民と行政をつなぐ役割を担っていただいております。 

そのため、地域で人望が厚い方、地域の方々に信頼されている方になっていただく必要

があり、地区会長を通しまして、地区内において推薦をしていただいているのが現状です。 

しかしながら、ご指摘のとおり地区からの推薦も難しいとのお声もいただいております

ので、次の改選（令和７年）までの間に地区会長とも意見交換しながら、選出の方法を検

討していきたいと考えております。 

 

２．働けるのに働かずに生活保護を受けている人がいるのではないか。 

（回答） 

生活保護を受けるためには、国の制度に基づいた書類の提出、身体の状況や家族の状況、

その他必要な調査を行い、審査をした上で決定の可否を行っています。また、身体の状況

による就労の可否については、医療機関等の意見をもとに判断をしています。 

生活保護制度は、最低限度の生活を保障しながら受給者一人ひとりの自立を支援するこ

とが目的であり、町としましては担当職員が定期的に家庭訪問をし、生活実態の把握をし

ながら一日も早く自立できるよう支援に取り組んでいます。 
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≪教育委員会関係≫ 

○通学路関係 

１．通学路に危険なブロック塀があるが、対策をしてほしい。 

法律上は 2.2ｍ以下であればいいが、経年劣化により５段以上積み上げたブロック塀

は危険な状態のものもある。 

（回答） 

本町通学路安全推進会議において、関係部署と現地確認及び協議を行い、適宜所有者等

へ通知し、改善してもらうよう努めます。 

 

２．個人の土地からの木々が通学路に出ていて危険と思うので、役場で対策をしてほしい。

多くが不在地主と思われる。 

（回答） 

個人の土地の木々については個人が管理すべきであり、本町通学路安全推進会議におい

て危険と判断された箇所については、適宜所有者等への通知を行い、改善してもらうよう

努めます。 

 

３．通学路の草木の繁茂により、子ども達は車道を歩いて危険だ。歩道確保の検討をお願

いする。 

（回答） 

通学路の安全確保については、本町通学路安全推進会議において協議されており、県道

及び町道の幹線道路は建設課、農道については産業振興課と連携し、必要な箇所は歩道を

整備するなど通学路の安全確保に努めます。 

なお、令和 3 年度には、通学路である農道１か所の支障木伐採と側溝のグレーチング設

置を行っております。 

 

○学校給食関係 

１．学校給食に携わる人が何人も辞めてしまうのはなぜか。 

（回答） 

学校給食については、社会福祉協議会に業務委託し平成２７年６月から開始しました。 

安全・安心な学校給食を提供するうえで、衛生管理の徹底や調理機器の操作を取得する

などの作業も多く、また当初からの人員不足もあり各々の業務負担が増えていたのではな

いかと思っています。 

学校給食は令和４年度から町直営で行っていますが、人員に合わせ、工夫して給食を提

供することを念頭に調理員４名でスタートし、７月から５名体制になっています。 

また、栄養教諭及び調理員と教育委員会事務局による毎月のミーティングと、四半期ご

との個別面談等を通じて、職場環境に対する意見や業務改善の提案などが行いやすい環境

づくりに努めることで、良好な職場環境の構築を目指しています。 

なお調理員の定員充足には、まだ１名不足している状況ですので、引続き人員確保に努

めます。 
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２．給食の調理員は、普通、男性もいるものだ。施設的に女性しか受け入れられないとい

う話を聞いたが、施設を改造して男性も受け入れられるようにすればいいだけの話では

ないか。 

（回答） 

現在の調理員５名は全員女性であり、現施設では男性用の更衣室が整備されておらず、

今後、施設の改善が必要であると思っています。 

 

３．学校給食の調理が社会福祉協議会から教育委員会に替わったが、その経緯をお知らせ

願いたい。職員不足・人材不足が考えられるがどうか。 

（回答） 

学校給食については、平成２７年度の開始時から社会福祉協議会に運営を委託してきま

したが、調理員の不足などにより、令和 3 年 10 月 8 日付で社会福祉協議会会長から「令

和３年度末をもって業務委託を辞退する」旨の届出があり、10 月 11 日付で受理していま

す。主な要因としては、ご意見のとおり、人員確保の問題と認識しています。 

 

○ふるさと留学関係 

１．北松西高校存続と離島留学制度はマッチングしているのか。 

（回答） 

ふるさと留学制度は、少子化が進行する中で北松西高校の存続を目的に平成２６年度に

研究を開始し、先進地視察や制度設計の協議等を経て、令和２年度から取組んでいます。 

留学生の契約期間は原則 1 年間ですが、ふるさと留学協議会での審査を経て１年ごとに

更新が可能な制度にしており、それは北松西高校への進学を選択する生徒の確保を図るた

めのものです。 

留学生が北松西高校に進学した例はまだありませんが、目的達成のため、引続き制度の

安定化と北松西高校魅力化事業の推進に努めます。 

 

２．ふるさと留学制度もいいが、今のように寮の運営スタッフが年配の人ばかりでは、何

年か後には働く人がいなくなってしまうのではないか。せっかくの素晴らしい寮なのに

どうにかならないか。早く、後継者の育成を考えてほしい。 

（回答） 

現在の寮のスタッフは年齢層が高い状況ですが、それは言い換えれば、人生経験豊富な

方が揃っているということでもあります。今年度の留学生の保護者からは「こういう体制

は、小値賀ならではの離島留学として強みになると考えていいのではないか」との評価も

いただいたところです。 

とは言え、ご意見のとおり後継者の育成は寮の運営を持続的なものにするために重要だ

と考えておりますし、若いスタッフも必要だと思っていますので、運営の安定化を図りな

がら情報発信を強化し人材の確保に努めます。 
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○社会体育関係 

１．町民体育レクレーション大会と小学校の運動会を合同開催できないか検討をお願いし

たい。 

毎年開催されている町民体育レクレーション大会だが、各集落とも高齢化になって選

手の選出に苦慮している。中学校と高校の運動会は合同開催となっているが、小学校は

できないのか。町レクと合同開催すれは良いと思う。 

（回答） 

町民体育レクレーション大会では、毎年各地区にご協力をいただき御礼申し上げま

す。地域が無理をして選手を選出している旨のご意見は、教育委員会事務局にも何件か

届いております。町民総参加をモットーにしている大会であり、地区の皆様の協力は必

要不可欠です。 

皆様の負担感解消のためには、いくつか方法が考えられると思います。例えば、競技

を絞り午前中で終わるようにする時間短縮案、２年に１回あるいは４年に１回と開催間

隔を空け開催する案、地区対抗ではなく島を二分しての東西対抗戦案（または旧三村対

抗戦案）、そしてご意見にあった学校との合同開催案などです。例として、五島市奈留町

のように小中高と地区が一緒に合同運動会を実施するよう計画している地域もありま

す。 

どの方式も一長一短ありますので、奈留町など先進地の情報を現地で仕入れながら町

内各学校をはじめ関係機関とも協議を行い、新型コロナウイルス感染状況も踏まえなが

ら、小値賀町に適した開催形式を町民皆様と模索していきたいと思います。 
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≪診療所関係≫ 

１．多くの町民が佐世保に診療に行っているが、どのように思うか。 

また、島外へ診療に行かなくていいようなリモートでの診断はできないか。 

（回答） 

佐世保などの本土医療機関を受診するため、移動にかかる身体への負担や交通費など大

変ご負担が生じていることと思います。 

小値賀診療所では整形外科、眼科、精神科、小児科などにつきましては、専門医を招聘

し定期的な外来の実施をしており、町民皆様の島外への通院負担を軽減することも念頭に

取り組んでいます。引き続き専門医の派遣を頂けるよう努めながら、外来受診の充実を図

って参ります。 

また、リモート診療については、本土医療機関、専門医師の理解と協力、並びに専用の

医療機器や通信機器等が必要である為、今すぐの実施は難しい状況です。他の市町村の事

例も参考に検討して参ります。 

 

２．診療所の待ち時間が長すぎる。新しい診療所になったら改善するか。特に、薬の調達

時間が遅いので困る。 

また、新診療所内に薬局はつくらないのか。 

（回答） 

小値賀診療所を受診いただいた折、待ち時間が長くなっていることについては申し訳な

く思います。 

診察におきましては、患者様ごとに違いがあり、レントゲンや CT などの精密検査や血

液などの成分検査が必要な方がおられます。その検査結果を踏まえ、医師がお一人お一人

丁寧に診察に向き合っていますので、時間が長くなっているかもしれませんが、医療スタ

ッフ一同全力で業務に当たっておりますので、どうぞご理解をお願いいたします。 

また、新しい診療所にも薬局を設置しておりますし、医療機器等もしっかり整備してお

りますので、安心して受診をして頂ければと思っております。しかし薬の調合については

朝・昼・夕と服用の間違いがないようそれぞれ袋に入れる分包をしたり、服用のチェック

をしたりと時間を要することがございますので、診察が終わって、すぐに薬をお渡しする

ことが出来ない事がありますが、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

３．診療所内の診察室前に受診者を待機させるのは、診察室の声が聞こえてくるし、隣と

密になることから対策を考えてほしい。新しい診療所では対策はされているか。 

（回答） 

現在の診療所診察室前での診察待ちについては、プライバシーへの対応や密にならない

対策を講じて参ります。 

また、新しい診療所においては、患者お一人様ずつ診察室へご案内する形を取ることと

しておりますし、診察室も個別に区切られておりますので、プライバシーへの対策は取っ

ております。 

 



- 12 - 

４．現在の医師住宅を見ると、管理ができていないので勿体ない。新しく医師住宅を建て

るのだから管理もしっかり行ってほしい。 

また、医師２名体制ができていないのに、医師住宅を２棟建てるのか。 

（回答） 

現在の医師住宅は昭和 60 年に建築され、ある程度の年数が経過し海沿いにあることか

らも老朽化が進んでいるのが現状です。今も派遣医師の先生方が利用しておりますので、

引き続き管理にはしっかり取り組んで参ります。 

一方、医師住宅の老朽化が進んでいることや、医師確保に当たっては住環境の充実が不

可欠であることから、令和 4 年度におきまして医師住宅 2 棟を整備することとしていま

す。また、従前より医師確保については県や関係機関と連携して、その確保に当たってい

ますので、引き続き医師 2 名体制の維持に努めて参ります。 

 

５．医師２名体制は町長の公約なのでお願いする。２名は確保すべき。早急に常勤医師を

探してほしい。 

また、診療体制を充実させて診療の時間を短くしてもらいたい。 

（回答） 

医師 2 名体制を確保・維持していくため、県や関係機関と連携してその確保に当たって

います。しかしながら小値賀町のような離島地域においては、医師確保がとても困難であ

ることも事実であります。町民皆様が安心して生活して行けるよう、各所へ積極的に足を

運び努力して参ります。 

 

６．医師２名体制は絶対か、今後の対応はどのように考えているか。 

（回答） 

離島地域である小値賀町において、救急外来や急患搬送、医師の休暇の確保などを考え

ると医師 2 名体制は必要であると思います。診療所を運営していくうえで、医療人材の確

保は大変重要でありますが、難しい課題でもあります。 

長崎県や医療人材支援センター及び、日頃より支援・協力を得ている医療機関へ相談、

協議を重ね、その確保に努めて参ります。 

 

７．診療所も人材不足で栄養士がいない。給食の調理員は家族を犠牲にして食事を作りに

行っている。このままでは入院患者の受け入れもできなくなるのではないか。 

（回答） 

充分な人材確保ができていないため、ホームページやおぢか新聞・回覧などで募集を

おこなっておりますが、応募が無いのが現状です。もちろん、栄養士など資格を有する

職種については町外の機関や学校にも依頼しており、現在、職員一同でその確保に努め

ております。 
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≪出納室関係≫ 

１．出納室の窓口時間の変更はなぜか。 

（回答） 

令和３年度より「働き方改革」の一環として、出納室の窓口時間を１４時までと短縮し

ていましたが、それほどの効果が出なかったため、令和４年 4 月１１日より、１７時窓口

閉鎖に戻して、その旨を町民の皆様に回覧により周知しております。 


