
                                         

          ◇ 斎 藤 征 信 君  

〇議長（堀部登志雄君） 13番、日本共産党、斎藤征信議員、登壇願います。  

          〔13番 斎藤征信君登壇〕  

〇13番（斎藤征信君）  13番、日本共産党の斎藤でございます。日本共産党町議団を代表しま

して、質問させていただきます。  

 質問に当たって、ただいま町長の方から白老町の事業、そして文化を認められたという明る

いニュース、うれしく思います。私は、さきの町長の町政執行方針に関連いたしまして、大き

く２項目、港湾建設と福祉事業について質問させていただきたいと思います。  

 さて、質問に先立って思うことなのですが、平成16年度の予算編成の時期、この３月、どこ

の自治体も財政難で予算編成をするのに悲鳴を上げているという報道が連日のように報道され

ました。憲法25条で保障されています健康で最低限の文化的な生活を営む権利、その基盤が一

段と狭められているだけでなくて、地方自治が自治体の役割を果たせなくなっている、そうい

う状況に追い込まれていることに怒りさえ感じるようなこのごろであります。国が言う三位一

体の改革が地方への財源移譲とは名ばかりで、当然地方が受け取るべき地方交付税や国庫補助

負担金、果ては臨時財政対策債まで減らして３兆円以上もの削減を実行いたしました。そのあ

おりを受けて白老町でも約５億円の歳入減となるわけで、すべての痛みが町民に覆いかぶさっ

ていること、そのことにこれから先危機感を感じるものであります。このような状況の中です

が、新町長の執行方針説明を聞いて率直にかなり努力をしたのだなという感じを受けておりま

す。町長が言うように、勇気と気概を持って変革に挑戦するという攻めの姿勢を見ることがで

きたような気がします。しかし、基金を取り崩し、町債依存率も高くして従来規模の予算を編

成したとき、長い展望の中では大丈夫なのかというような不安も感じます。まちづくりの柱を

何にするか、もっと政策を焦点化させてもいいし、ガードを固めた手がたいまちづくりも要求

されている時期ではあるのではないかというふうにも考えています。前置きはこのくらいにい

たしまして質問に入ります。  

 今話したような情勢下において、町民の大きな関心事は港、第３商港区の建設の問題であり

ます。大きく言えばまちの浮沈にもかかわる事業であり、これから先大きなかけになることは

間違いありません。執行方針の港湾建設にかかわって、さらなる地域経済活性化のために本年

から第３商港区の調査、設計に着手いたしますという文章に関連して、町民が抱いている疑問、

不安を率直に町長にぶつけて見解を伺いたいと思うのであります。  

 まず、質問の第１点目、長引く不況の中で第３商港区建設へゴーサインを出したわけですか

ら、今後の港湾事業発展の見通しを持ったその根拠は何だったのか、具体的にお示し願いたい

と思います。  

 ２点目、先ほども述べましたように町財政の歳入不足、国の交付税削減方針が今まで以上に

財政的な混乱を伴うものと考えます。建設への大きな町費負担、そして起債の償還など、今後

町財政への圧迫、町民生活への重圧になるおそれが出てくると思いますが、そのことに対する



町長の見解を伺いたいと思います。  

 ３点目ですが、今はすべてが受益者負担が当然と言われる世の中です。町財政が困難な中で

最大限に利用する企業が応分の費用負担や投資があってもおかしくないとだれもが思うことで

すが、町としてこのことに対する取り組みや対応がどうあるのか、その見解を伺いたいと思い

ます。  

 続いて、福祉事業について伺います。執行方針の中に健康福祉事業として目新しい言葉がた

くさん取り入れられました。白老町としては、早くから健康福祉の連携に力を入れてきたとい

う実績があります。今回さらに、医療との連携を含め新たな実践に向かう意気込みを感じるわ

けですが、そこで質問の第１点目です。町民カルテシステム、地域福祉のネットワーク、在宅

介護地域型支援センター等々を通して保健、福祉、医療の連携の推進を図っていくとあります。

現在までの取り組みを基盤にしてどのように発展させていく構想なのか、現在考えておられる

具体的なイメージをお聞かせ願いたいと思います。言葉の上では連携と言うのは簡単ですが、

全町を取り組む大きなネットワークづくり事業にもなるわけですから、具体的なイメージを聞

きながら私たちも一緒に学んでいきたいと考えています。  

 質問の第２です。懸案になっている特別養護老人ホームの取り組み状況についてであります。

さきの議会でも論じられましたので、内容は会議録をよく読んで承知しているつもりでありま

す。緊急かつ重要な課題として一日も早く方向づける必要があり、３月あるいは６月までに結

論を見出すということでした。また、町長は確かにこうもおっしゃいました。介護制度絡み、

また医療、保健、福祉の連携との絡みもあり、勉強する時間が必要だと言われました。その後

本年度の人事の中で特命の参事職を配置したことを知り、町長の一日も早く解決したいという

意気込みを感じました。そこで、お尋ねします。できるだけ早い結論を出すための今日までの

取り組み状況とこれからの建設推進に関する基本的な姿勢はどうなっているのかお伺いしたい

と思います。  

 以上でございます。  

〇議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。  

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕  

〇町長（飴谷長藏君） 斎藤議員の代表質問についてご答弁申し上げます。 

 まず、第３商港区建設についてのご質問であります。１点目の長引く不況の中で今後の港湾

事業発展の見通しを持つ根拠は何かについてであります。ご指摘のとおり長引く景気の低迷に

より、町内企業の中にも一部生産の中止や事業規模の縮小など厳しい経営環境に直面している

実態があることは十分承知しております。白老港の第３商港区の建設は、こうした厳しい経営

環境にある地元企業等の物流コストの削減につながり、競争力が強化され、生産性の向上や経

営の安定が図られ、さらには雇用の拡大になるものと確信をしております。 

 なお、建設工事についても地元企業の受注拡大により、地域経済への波及効果や、また現在

の白老港の課題である港内の静穏度が第３商港区の完成により向上することとなります。  

 ２点目の歳入不足、国の交付税削減方針が財政への圧迫、町民生活への重圧となるおそれが



ある中での建設に対してのご質問であります。私の公約でも申し上げておりますが、第３商港

区については計画を見直し、工事費を大幅に削減する予定で、これに伴い町費負担も相当減額

となる見込みであります。また、毎年度の工事につきましても町財政全体を考慮し、許容され

る範囲で建設を推進してまいりたいと考えております。  

 ３点目の建設費用捻出に当たって、主に利用する企業から受益者負担をいただくべきではな

いかということについてであります。第３商港区の建設につきましては、地元の大企業、中小

企業などのほか、近隣や背後圏の企業等もその視野に計画しており、特定の企業に限定したも

のではありません。したがいまして、国費により建設を進めますが、現在も実情に合った方法

と考えておりますので、ご理解願いたいと思います。  

 次に、高齢者福祉事業にかかわってのご質問であります。１点目の町民カルテシステム、在

宅介護地域型支援センター、地域障害者福祉計画の各事業を通した保健、福祉、医療の連携の

推進について具体的なイメージを伺いたいについてであります。まず、基本的な考え方を申し

上げたいと思います。高齢者人口がますます増加する今後において、高齢になっても元気で生

きがいを持って暮らすことができる環境づくりを進めることは、高齢者にとっても地域社会に

とっても大変有意義なことであると考えております。高齢者が一たび病気になった場合でもそ

れを早期に発見し、適切な医療を確保し、そして回復期におけるリハビリ機能を充実させるな

ど、保健、医療、福祉の果たす役割は今後ますます重要性を増していくものと考えているとこ

ろであります。また、一般的に援護を必要とする高齢者や家族のニーズは特定の分野にとどま

らず、多様なニーズが介在したり発展したりすることが多く、こうした意味において保健、医

療、福祉の各分野が相互の情報を交換し、相互の施策をよく理解しておくことが大事であり、

どの窓口に行ってもサービス情報が適切に提供され、関連するサービスが並行して提供できる

など各分野の連携を図り、これを適切、効果的に推進していくシステムを構築していく必要が

あると考えております。  

 そこで、ご質問の各事業のかかわりでありますが、町民カルテについてはまさにこの連携を

深めるため、これまで町立病院院長を座長とした関係課協議の中から検討されているもので、

当面の取り組みとして65歳以上のひとり暮らしの高齢者の実態を調査し、あらかじめストック

された情報を共有し活用することにより、緊急時における迅速かつ適切な対応を図っていくこ

とを目的としております。在宅介護地域型支援センターは、地域の要援護高齢者等の状況把握、

在宅介護等に関する各種相談、指導、助言の総合対応をする機能を持つもので、ニーズ把握や

適切な情報提供など関係各分野の連携が必要となるものであります。また、地域福祉計画、障

害者福祉計画の策定に際しても各分野の施策や情報を総合化していく必要があり、さらに計画

に盛られた各般の施策を実施していく上でも各分野において行政、民間も含めた連携の必要が

出てくることから、まさに保健、医療、福祉の連携は今後の超高齢社会における必要不可欠な

基盤整備と考えており、その連携システムのあり方について先進地事例調査を進めながら構築

してまいりたいと考えているところであります。  

 次に、特別養護老人ホームの建設について、現在までの取り組み経過とこれらの推進に関す



る基本的な姿勢についてであります。老朽化、狭隘化している寿幸園につきましては、一日も

早く改築していきたいと考えております。この問題につきましては、本年１月に特命の参事職

を配置し、現在鋭意どのようにすれば一日も早く改築ができるか、また将来ともに安定的な施

設運営ができるか検討を行っている最中であります。私としましては、寿幸園の改築問題が課

題となってから町が種々検討を行ってきた経過、また議会においては平成12年度民生常任委員

会所管事務調査報告にかかわる議論をいただいていること、あるいはその後のこの問題に関す

る議会の議論を踏まえ、一日も早く寿幸園を改築し、安定経営を図ることが現在の最大の課題

であると考えております。したがいまして、入居者にとってよりよい環境で施設介護が受けら

れること、また現行の介護保険制度のもとどのような施設運営方法が望まれるかなど、改築に

伴う諸課題を整理するよう担当参事に指示し、現在作業を行っております。これらの検討作業

が終わり次第、町としての方向性を決定し、その上で寿幸園の入居者及びその家族、議会、町

民の方々にお示しし、ご理解とご協力を得ながら寿幸園を改築していきたいと考えております

ので、よろしくお願い申し上げます。  

〇議長（堀部登志雄君） 13番、斎藤征信議員、再質問。  

          〔13番 斎藤征信君登壇〕  

〇13番（斎藤征信君） 斎藤でございます。再質問させていただきます。  

 まず、港湾事業についてであります。初めに断っておきますけれども、私たちたくさんの疑

問を出しますけれども、決して港湾を目のかたきにしているというわけではございません。第

２商港区供用されるまで多くの疑問は出してきましたけれども、反対という立場はとっており

ませんでした。しかし、現在これから先情勢の推移を見た限り、町民の重荷にならないのか、

まちを活性化していく先のある事業なのかと問われたときに不安要素が余りにも大きいと言わ

ざるを得ないと言っているわけです。昭和57年新規着工してからことしで22年目、道内で最も

新しい地方港湾建設とはいえ、時あたかもバブル経済がはじけた後の大型開発事業であります。

最初から不安要素を抱えた事業だと言っても過言ではないはずであります。世の中の経済事情

は、この間悪くなる一方でございます。そのような中で第２商港区供用を開始して以来、３年

の間に地方港湾貨物取り扱い全道第１位にまでのし上げた関係者の努力については称賛に値す

るものと私たちも考えます。ところが、その状況がこれから先も続く保障と条件があるのか、

極めて難しいものがあるような気がします。もう少し長い目で見たとき展望はどうか、町長の

目指す攻めの町政か、あるいはまたただの無謀になってしまうのか紙一重だと思います。少し

具体的にお伺いします。  

 まず１点目、白老港の主要な取り扱いは砂と紙であります。取扱量のうち砂が57％、紙が2

3％、合わせて80％。ほとんどがこの二つに頼っているわけであります。しかし、紙は周知のよ

うに、企業を取り巻く環境の大きな変化で既に頭打ちの状況でないかというふうに思います。

砂についても市場の変化で下降ぎみになっています。砂を取り扱って全道一を誇っていた天塩

港が平成８年度130万トン以上あったものが今や95万トンまで落ち込んでいるという数字に如実

にあらわれています。砂と紙に第３商港区の未来を託せるのかどうなのか伺いたいと思います。  



 二つ目、新たな企業進出に期待をかけたいところでありますが、白老港は移出中心で移入の

割合が非常に弱い。移入の割合を見たら、平成７年度以降年々率が低下しています。平成７年

度移出に比べると、49％と半々だったものが平成８年27％へ、以下年を追って15％、12％、

９％、８％、７％、そして平成14年で５％台になってしまったと。ほとんど移出に頼って全道

１位になったということになるわけであります。移入の量がほとんど変わらないところへ砂と

紙の移出が伸びてきたので、移入の比率がどんどん下がっていると、こういうわけですが、つ

まり白老町の企業の基盤の弱さを物語っているのではないか。今町長の答弁で、港によって地

元企業の活性化ということを言われました。今希望的な観測で事業をやることへの危険性とい

うのを述べているわけです。長引く不況の改善見通しがない中で、第３商港区を活用する企業

誘致はほとんど夢のようなふうに思うのですが、これはいかがですか。  

 ３点目、次に財政への影響です。第３商港区総工費が490億円と見積もっていました。外防波

堤を内側に折り曲げることによって島防波堤が650メートル短くなって、その分240億円が削減

されるということです。そして、工事費が250億円になったということだそうです。１メートル

当たり3,000万円の経費が浮くというわけですから、それ自体びっくりはしていますが。では、

総工費が250億円で半額になりました。そのうち町の持ち出しは大体約40億円、その50％が交付

税で還元されても20億円です。これを工期の約10年で割っても年２億円の一般財源の持ち出し

になると。これに起債の償還を加えたら、何億円になるのでしょうか。経常収支比率が92％、

そして事業費が年々目減りしている中、ことしも事業費も相当無理をしているわけで、その中

から港に３億円、４億円の金をつぎ込んだときに、町民の生活を主体にした予算が組めなくな

るか、または無理がかかるかはもう目に見えているではありませんか。政府は景気が上向いて

きたと論じています。国が支えてきたこの種の大型事業で、大企業が利益を上げて国際競争に

参入できたということであって、国民生活には何の実感もないというのが通り相場です。今自

治体が果たすべき仕事は、大型の投資的な事業ではなくて手がたい生活密着型の事業ではない

かと考えますが、いかがでしょうか。町長、どういうふうに思われますか、その辺お答えいた

だきたいと思います。  

 もう一つ確認しておかなければならないのは、港が完成した後の維持管理の問題であります。

これは、前から論議してきたことの一つですが、現段階で管理運営していないのは北海道だけ

というふうに聞いています。現在の道の財政事情では引き受ける可能性はゼロに近いと思いま

す。これから先白老町が単独で受け持つことができるのかどうなのか、そこまで考えたときに

町民の支持が得られるかどうかという問題です。少なくても道段階での管理、あるいは苫小牧

港や室蘭港との共同管理などの道はないのか、交渉の余地がないかどうか、見解を伺っておき

たいと思います。  

 さて、次に健康福祉の問題であります。先ほどの答弁を聞きまして、町としても保健、福祉、

医療の連携について重要性を認識しながら、その基盤となる地域、特に高齢者の的確な情報を

把握して提供していくのだというふうに理解いたしました。白老も従来から福祉には力を入れ

てきたまちとして、健康と福祉の連携にはまだまだ十分とは言えないまでも相当に努力をして



まいりました。そこに今度は、医療も加えて広いネットワークで住民のニーズにこたえる社会

保障をつくり上げていくというわけですから、地域丸ごと健康づくりという考え方、この考え

方には私も共感するものであります。私も情報を幾つか入手して各地でのさまざまな実践を読

んでみました。福岡久留米市の保健医療情報ネットワーク、新潟の保健医療福祉ネットワーク

システム、兵庫加古川市の保健医療情報システム、東京医師会のケアネット、そのほかにも議

会で何度も取り上げられました長野の佐久病院の地域医療の原点、広島みつぎ病院の地域包括

ケアシステム、たくさんの試みがあるようであります。総じて言えば、まだ研究途上であると

いう感じがいたします。しかし、この問題、高齢化社会の中にあって自治体の生き残りをかけ

た壮絶な戦いでもあるのかというふうに実感をしております。現在の社会情勢から孤独死や人

間関係の形骸化、核家族化の中で地域における暮らしの協働をどうつくり上げていくのか。保

健、医療、そして地域の福祉力の強化という課題と重なり合って住民の連帯意識をつくり、ま

ちづくりにもつながっていくと。これからの主要な課題なのだなというふうに考えております。  

 ＷＨＯ世界保健機構が世界に向けてこんな呼びかけをしていることも知りました。地域社会

全体を健康にするために自治体は何をすべきか。一つ、自分の地域にある問題点をきちんと掌

握すること。二つ、完全な情報公開をすること。三つ、予算と専門家を配置すること。四つ、

非営利を貫徹すること。五つ、高いレベルでの議会の論議と同意を取りつけること。こんなこ

とが書かれていましたけれども、まさにこれから先へ進むまちづくりの重要な視点になるもの

だというふうに思います。我がまちもこれからということでこれ以上の質問は控えますが、こ

れから先の重要な課題と考えて、ぜひ本町のまちづくりのテーマとして取り組んでいただきた

いということを期待して少し述べさせていただいたわけであります。  

 １点だけ聞いておきたいと思います。町民カルテの具体性については、まだ理解は十分でき

たわけではありませんが、きのうも金沢医大で電子カルテの不正問題がありました。プライバ

シー問題が関与することから、セキュリティーの問題についてどう考えているのか。また、こ

のシステムで民間医療との連携、合意は取りつけられる見通しはあるのかどうか、そのあたり

の考え方を伺いたいと思います。  

 最後に、特養ホームの問題であります。担当参事を配置して鋭意作業中のことであります。

問題点の整理が終わり次第発表するということは、前の論議でも私はわかっているつもりでい

ます。私が聞きたかったのは、この問題が提起されて10年近く、加えて介護制度開始以来４年

経過し、いまだに制度は動いております。制度も、それから高齢者を取り巻く社会的な環境は

大きく変化しているのではないかというふうに考えています。その変化をどう分析しているか

ということであります。例えば新たな施設をつくるとなれば、国の補助金はどういうふうに変

化しているのか。また、寿幸園のことで言えば現在ある50床を新しくして、これから利用がふ

えるのではないかなという予想をされるショートステイ、それらの利用度合い、そこから見込

める介護サービスの収入見込みなど、どのような分析をされているのか伺いたいと思うわけで

あります。これは、担当参事から伺ったらいいのでしょうか。  

 ということで、再質問以上でございます。よろしくお願いいたします。  



〇議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） まず、第１点目の第３商港区の建設に当たって、将来町財政、町民の

重荷になるのではないかというご質問かと思います。それと、斎藤議員いわく紙と砂で約80％

というお話、それで果たしていかがなのかということかと思います。基本的に、では紙パの産

業が衰退の一途をたどっているかということになるかと思います。今は、かなり世界じゅうで、

例えば中国あたりでも工場どんどん建っています。ましてパソコンとかの説明書だとか、いろ

んな分野で紙の需要は、極端にはふえておりませんけれども、世界全体で見ますと若干伸びて

いるのかなという状況でございます。そういう中で、では白老の第３商港区をつくる、なぜ、

どこに根拠があるのだということかと思いますが、今のこと一つをとっても伸びる可能性はあ

ると。それと、経済の産業の、そして地域振興の基本的な考え方は私は経済だと思っています。

産業いかに活性化するかと。今よその自治体でもどういう自治体が一番強いかといったら、こ

ういう基幹産業をきちっと振興しているところ、それなりに税収もきちっと上げているところ

が安定した財源を持って、この厳しい財政事情の中でも何とかやっていっているというような

状況です。ですから、私は基本的には福祉も教育も文化もそうですが、何度も申し上げており

ますが、まず経済が活性化があってその財源を生むのだと。その基本的な基盤づくりが商港区

とも考えております。ですから、白老のまちの生き残りにとってはこの港の建設は必要不可欠

なものと現在はとらえております。  

 それと、２点目の移出が中心で移入がないと。そういうことから、その移入するような企業

誘致の可能性はあるのかと。企業誘致があればまた別ですというようなお話ですけれども、私

はそのためにも今努力はしております。まだ努力段階ですが、まるっきりそういう企業誘致の

お話がないわけではございません。今その辺で努力しているのも事実でございます。早く発表

できればいいと思うのですが、これは今のこういう時代ですからなかなか皆さんに発表できる

段階ではないと。ただ、決定までにはまだ至っておりません。そういうことで、ただその企業

は多分港の利用可能な企業ということで受けとめております。これは、決定したわけではござ

いませんので、その辺をまずそのために努力しているということを理解していただきたいと思

います。  

 次に、港管理の問題かと思います。港湾管理、今は町で港湾の管理者やっているのですが、

道にならないかという質問だと思います。本当にご指摘のとおり、本州の他府県では白老町規

模であれば県が管理しております。我々もできれば北海道が管理していただければと思ってお

ります。重要港湾苫小牧、そして室蘭、石狩にもありますけれども、それは国が管理しており

ます。ですから、その次に次ぐ地方港湾ですから町の財政事情からいったら、まちが、市が抱

える財政規模からいったら当然北海道が担うべきとは思うのですが、ご承知のとおり北海道も

大変今財政的に厳しい状況でございます。そういう中で過去にも北海道を昭和二十七、八年ご

ろなのですが、ちょっと私も調べたことあったのですが、北海道と港湾を抱える市町村が話し

合った経過があるということでございます。このとき北海道が申し上げました内容は、財政的

な裏づけがなく、簡単に申し上げますと本当に口は出すが、金は出さないといったような、そ



ういう状況だったという話と共同管理、メリットがないということから北海道としては無理だ

ということで、市町村で管理をしてくださいという結末になったとお伺いしております。  

 次に、町民カルテでございますが、これは先日テレビで……  

〇13番（斎藤征信君） その前に三つ目に言った形の現行からいって、今大型投資事業でなく

て生活密着型のための事業になる必要があるのではないかと、負担が大きいのではないかと、

こういう質問していますが。  

〇町長（飴谷長藏君） 済みません。大型事業、いわゆる港湾事業でなく生活密着型事業、こ

れは地域おこしの分でも必要でございます。ただ、先ほども申し上げましたとおり、白老の大

きな経済の基本がまず第３商港区の建設から、なお可能性が生み出せるという私の判断でござ

います。ですから、港湾事業を取りやめなくても生活密着型の産業は挑戦できるし、その知恵

と努力があれば、それに向かってある程度進めていけるのではないかなという考え方は持って

います。  

 次に、町民カルテに関して金沢の市立病院で保護すべきプライバシー、個人情報が流れたと

いうことで大きな問題になったのです。これは、私もテレビのニュース、新聞等で見ましたが、

要するに国の指導に違反しているのです。国は、そういうプライバシー、個人情報については

十分注意するようにという中から漏れたわけでございます。ですから、我々もカルテつくる時

点ではそれは当然のこととして、その保護については厳重にその保護に努めなければならない

という考え方を持っています。ただ、それ以上にこの町民カルテをつくることによって、私自

身も政策の中で言っておりますが、いろんな方々、高齢者の方々とも話をしております。私の

言い方は、例えばあなたが札幌行って急に倒れたときにどこかの市立病院なり専門病院に運ば

れても一からの検査でしょうと。その検査に１日ないし２日かかったときは、極端な話助かる

ものも助からなくなるということもありますと。その中に町民カルテをあなたがご持参して札

幌でも東京でも行った場合に、今までの疾患、どういう治療をしたかと。今どんな治療を受け

ているかと。血圧は、ではどうなのかと。そして、そこにかかりつけの医者の名前も入れると

いうことになりますと、倒れた場合でも医者から医者に連絡してその早急な迅速な対応、治療

ができるということで、私は町民カルテを推奨したいし、勧めたいのだというお話をいたしま

した。それは、大変ありがたいことということも言われました。そういう不安がありますから、

高齢者の方は。ですから、私はそういう説明をしています。ですから、確かに斎藤議員言われ

るように個人情報は守らなければならないし、これは当然のこととして、それは考えた上での

カルテを推進したいという考え方でございます。  

 次に、寿幸園の関係についてです。後で担当参事の方からもご説明ありますが、私が担当参

事を配置したのは、まずできる人間を配置したということなのです。要するに精通した人間。

私は、６月まで議会の皆さんにお約束しました。それまでにあらゆる角度から、要するに民設

民営、公設民営すべて含めた上で、そして福祉、ショートステイまで絡めてショートステイの

ニーズから、そして安定的な経営を図るためにはどうしたらいいかと、そこまで出した上で結

論を出したいと思っています。ただ、その前には議会の皆さん、そして福祉団体の皆さんと十



分議論をした上で決定したいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。  

 次、担当参事の方から説明いたします。  

〇議長（堀部登志雄君） 丸山健康福祉課参事。  

〇健康福祉課参事（丸山伸也君） 健康福祉課の丸山です。私の方から高齢者の福祉施設を取

り巻く状況について何点かお話しさせていただきたいと思っています。  

 まず、一番関心のある国の補助金の動向でありますが、これは国の全体的な補助金の縮減を

受けておりまして、例外なく社会福祉施設も補助金も削減の対象となっております。先般北海

道の方から通知がございまして、再来年度、平成17年度に実際に建物を建てる場合の整備計画

について通知がございました。その通知によりますと、国及び道の財政状況が非常に厳しいと

いうことですので、道としましては施設整備計画を厳選して国に協議を行っていくという旨の

通知がありました。今後ともこの補助金をめぐる状況というのは、非常に厳しいものがあると

いうふうに考えております。  

 それと、補助金の制度が具体的にどういうふうになってきているのかということでございま

すが、特養の施設整備に関する補助金の制度につきましては、これはかなり制度が大きく変わ

ってきております。平成12年度に介護保険制度がスタートをして以来、平成14年度整備分まで

につきましては、特養につきましては１ベッド当たりの面積に応じて補助金が決まっておりま

した。具体的に言いますと、建物の基準で言いますと１ベッド当たり38平方メートル、基準単

価が19万9,000円、ショートステイにつきましては１ベッド当たりの基準面積が15.72平方メー

トル、基準単価は同じく19万9,000円となっておりました。しかし、平成14年度になりましてユ

ニットケアという特養の建て方が、これが主流になってきました。全室個室で、そしてさらに

ユニットケアを置く場合は今までの床面積による基準から１ベッド当たり幾らという相対的な

補助金の制度に変わってきております。ちなみに、特養につきましては１ベッド当たり550万円、

ショートステイの場合は180万円が補助金となっております。では、具体的に１施設当たりの補

助金の金額がどうなるのかということですが、これはまだ実際に建てる建物の仕様等が決まら

ないとなかなか比較ができませんので、当然整備される建築面積、あるいはどんな部屋を置く

のか、これについても違ってきますので、この場ではどれくらいの差があるかというのについ

てはちょっと控えさせていただきたいと思っています。  

 具体的にこういう補助金の仕組みが変わったことによって、どんなぐあいに何が違ってくる

のかということについてお話をさせていただきます。事業者が特養を整備する場合は、さまざ

まなケースが想定されて一概には言えませんけれども、この１ベッド当たり幾らという補助金

制度に変わったことによって構造基準が相当緩和をされました。今まで必ず整備をしなければ

ならないとされていた、例えば静養室、面談室、介護職員室、それとまた機能訓練室などのこ

れも必置義務、必ず置きなさいという今までの義務が事業者の判断によるところによって事業

者が必要と思えば置けばいいし、必要でないと判断すれば置かなくてもいいと。このように施

設整備の事業者の自由度がかなり増してきております。ただ、反面１施設当たりの国庫補助の

総額が若干少なくなっている傾向にございます。  



 また、もう一つ、特養の建設に当たって大きな違いが１点ございます。これは、ホテルコス

トという考え方が導入をされたと。これは、直接国の補助金ではありません。ユニットケア、

全室個室によって施設整備を行う場合、各居室部分の建設費の２分の１については入居される

方の負担になりますと、こういう制度が入ってきております。これは、具体的にどのように運

営するかによっては、またその事業者等の判断にもよるところになると思います。  

 それともう一点、介護サービス収入が、ではどうなっていくのかということでございます。

今のところ特養50床、ショートステイ10床を想定をして介護サービス収入を積算してございま

す。介護保険制度も第２期に入りまして、１期目よりサービスの基準単価が下がってはおりま

すけれども、安定した介護保険制度が行われているものと考えております。このような状況下

ショートステイのベッドを併置しますと、特養のベッドが現在93％から94％の稼働率が、これ

は間違いなく100％にはなります。したがって、今そこの部分だけで言いますと６％から７％分

の介護サービス収入が増額になってくると。  

 それと、ではショートステイの10床、どんな運用状況になっていくのかということを想定し

ていますが、これは「きら☆老い21」、白老町介護保険事業の第２期計画によりまして需要を

想定しましたところ、１日5.2人の利用が見込まれております。年間で言いますと、ベッド数で

言うと延べ1,900床が見込まれると。したがいまして、介護サービス収入はショートステイだけ

でも2,000万円ぐらい、約1,900万円ぐらい見込まれると考えております。総体的には、現在平

成16年度の予算ベースで収入見込みが１億8,000万円ほどありますが、中に入られる介護度の状

況によって相当収入全体が動く可能性がありますが、２億4,000万円前後くらいまでは介護収入

が見込まれるのではないかと、このような状況になっております。  

 いずれにしましても、６月まで町長が結論を出すために鋭意検討を進めております。資料を

町長に提出することによってきちっとしたご判断をいただくと、こんなことで頑張っておりま

すので、よろしくお願いします。  

〇議長（堀部登志雄君） 13番、斎藤征信議員、再々質問。  

          〔13番 斎藤征信君登壇〕  

〇13番（斎藤征信君） 13番、斎藤です。再々質問をします。  

 まず、港の問題ですが、今答弁を伺っていて、その社会的な情勢のとらえ方やまちづくりの

視点が好景気の時点と考え方が同じではないか、変わっていないのではないかという感じがし

てしようがないのです。きのうでしたか、新聞に苫小牧の港も同じようなの出ていましたね、

条件は全く違いますけれども。輸入が３分の２ですか、そして輸出するのが３分の１、やっぱ

りこのアンバランスが港まだ問題があると。しかも、主力の紙は為替レートの変動や内需によ

って量が大きく変動する。不安要素が多く、各船会社も本道からの定期的な輸出の掘り起こし

を期待していると。また、円高で国際競争力が低下する中、地理的優位性を生かし道央圏を中

心にした国内企業に対するポートセールスが必要である。この紙の問題も道内企業にだっと向

けられているのです。それと、競争しなければならなくなるということになれば、本当に紙で

生きていけるのか、紙と砂で生きていくのか、問題だなという気がするわけです。国の三位一



体の改革がこの事業や町民の暮らしの後押しをしてくれるならいいのですけれども、町長が認

めるように全く今国は逆行している中で、もっと堅実な計算をすべきではないのかというふう

に考えます。交付税の削減だけでなくて、先ほどから議論してきたように企業の受益者負担も

ままならず管理も町民任せ、そして進出企業の期待も先ほど何がしかのものがあると言ったけ

れども、一つ、二つあって、それで十分なのかと。将来は明るいのかと言われれば、本当に首

をかしげてしまうわけで、さらに言えば年々投資される町費の分だけ地元企業の仕事量や雇用

がその見返りもさほど大きくはないとすれば、今後の方向づけというのはもっと慎重であるべ

きではないかというふうに考えます。  

 一番先に、許容できる範囲で建設をと言われました。今許容できるのは、現存の港の静穏度

を高める工夫ではないか、既に財産となった第２商港区までの有効活用と整備ではないか、私

はそう思うのです。条件が余りにも悪過ぎます。条件が悪いときには、山頂が見えるところで

も引き返す決断が最大の勇気だといいます。国の決断を見直すのも町長の勇断だろういうふう

に思います。町長の賢明なる判断を伺いたいと思います。  

 最後に、もう一つだけ。介護特養老人ホームの問題についてお尋ねします。ただいまの参事

の状況説明からいろいろとございましたけれども、国の補助金の支出は厳しくなるけれども、

算定基準の変更があって、そして施設をうまく使うことによって何とか運営ができそうだとい

うふうに聞き取りました。一日も早くということであれば、補助申請がおくれればそれだけ情

勢が悪化するわけです。後回しになる可能性も大きいわけで、結論を出してこれから民設の相

手を探すのだとすれば、町民の期待を全く裏切るものになることは明白であります。つまり現

在の検討の到達点としては、建物の建設については公設で頑張るのだと、この方向に向かって

いるのだというふうに確認をしてよろしいでしょうか。私も12年に出された民生常任委員会の

報告もよく知っています。取り巻く状況から勘案して公設が一番いいのではないかという気も

しているのですが、最後に町長の思いを聞いて、日本共産党として代表質問を終わります。  

〇議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） ただいま今の社会の経済情勢が厳しい中で、その港湾の整備について

私にその決断をした方がいいというご意見かと思います。基本的に例えば本町にある紙パルプ

工場が雇用の見返りといいますか、ないということは議員は私とその辺の観点が全然違うと思

うなと思っているわけです。今現在まず、本体の工場で500人規模使っております。雇用です。

それと、関連企業を見ますと約1,000名近くになると思います。これが今要するに白老町でこの

工場が生産をされて人を雇用して、経済への活性化の一翼を担っているわけでございます。で

すから、逆にこれがなくなったときに逆から考えてみたら、これはもうだれでもわかる話だと

思うのです。ですから、経済産業振興というのは今残っているところにももっと大きくなって

いただくと。そして、新しい企業誘致もするということで地域の経済が成り立っているという、

私はそういうスタンスで今振興策を図っておりますので、その辺はご理解いただきたいと思い

ます。  

 もう一つ、この町内にある紙パの工場は、第３商港区を整備することによってやはりなお一



層魅力のある白老の地となるわけでございます。それは、先ほど言いましたようにコストだと

かいろんな部分で。それから、今再構築を図っていろいろ削減もしたりしております。ですか

ら、あの紙パの工場もほかの紙パの工場と競争しているわけです。まず、それ以外に同じ工場

の、例えば釧路工場とか苫小牧工場と違う工場と白老工場はまた戦っているわけです、コスト

で。そういうことも議員理解していただきたいなと思うのです。ですから、我々にとっては今

のこの白老にある工場の皆さんが工場長を中心に頑張っていただきたいと。そして、最高の生

産力のあるコストのかからない工場にしていただいて、もっと人を使っていただくというのが

私の夢であり、私の願望でございます。それが私の政策でございます。  

 それと、寿幸園についてちょっと勘違いされたのかなと思っています。ですから、前は民設

民営等、あと議会の皆さんに前の理事者が移譲というお話もしております。私も議会での議事

録を読ませていただきました。委託でなく移譲というお話もされております。委託というお話

もされております。ただ、私が今公設とか民設でなくて一番迷っているのが今の寿幸園の現場、

私も現場行って実態聞きました。私は、決断するのにも私自身が勉強しなければならないと、

私の考えを私の口で議会の皆さんに伝えますと言いました。現場に行くと、やはり重病の方が

送られてくる傾向があると。いろいろ痴呆かかったり、それを寿幸園で今まで受けている経緯

があると。それは、民間は限りなく安定経営を目指します。重病の方は、結構手間がかかりま

す。そういう方を必ずどういう状況であっても引き受けていただけるような施設が私はまず条

件だと思っております。ですから、その辺もしある環境で出ざるを得なくなったと。どこにも

引き受け手がないといったときに困るのです。私は、そういう人を一人でも出したくないと思

っております。家族は大変だと思います。ですから、それを中心として考えていますので、今

のところは公設公営、そして公設民営ですか、そちらの方まだ結論は出ておりません。ただ、

将来に向けて一番いい方法をとりたいと決断したいと思っておりますので、ご理解いただきた

いと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） それでは、これで日本共産党、13番、斎藤征信議員の代表質問を終

わります。  

 暫時休憩いたします。  

          休憩 午後 ７時０５分  

                                          

          再開 午後 ７時１５分  
 


