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◎開会の宣告 

○委員長（吉田和子君） 昨日に引き続き決算審査特別委員会を開会いたします。本委員会に

ついては傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

[｢なし｣と呼ぶ者あり] 

 ご異議なしと認めます。よって委員会条例第１６条の規定により、委員長において傍聴を許可

いたします。昨日から引き続きまして、決算審査を行います。本日は特別会計の審査からはいっ

ていきます。 

 １４７ページから１５１ページまでの国民健康保険事業特別会計全般について、決算書は１

７６ページから１９１ページとなっております。質疑のございます方どうぞ。 

 １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。１つは町政執行方針の１９ページにですね、保健福

祉医療の連携のことと町民カルテや在宅介護支援センター更には地域福祉計画、障害者計画の中

に盛り込まれた形の中でやるのだというふうに１６年度町長がおっしゃっているわけですけれ

ど、ずっとこの件に関して一貫して聞いてきてはいるのですけれどもね、国の制度との関係はも

ちろんあるのだけれども、安定化計画との整合性をどこで取るのかということがですね、町長の

執行方針の中にもないですし、安定計画だけが何か別の形で動いているように思うのです。私は

やはりこういう保健福祉医療の中で安定化計画がきちっと位置づかないとですね、これは医療三

連携できないのではないかという考え方を持っているのですけれども、町長いませんけれどもこ

の辺の国保安定化計画のですね、位置づけをどのように考えていらっしゃるか再度おたずねした

いと思います。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 国保安定化計画と三連携の関係のご質問ですけれども。三連携

を進める上には当然安定計画も計画の中には当然入るべきだというふうに我々も考えておりま

す。国保の赤字解消、これらを進める上にも当然三連携も必要だよと、むしろ三連携が必要だと。

その中に安定化計画も保険事業ですとかいろいろと項目がございますけれども、それらもきちっ

と位置づけて進めるべきだというふうに認識しております。今まではどうなのかということにな

ると、なかなか今までは今まで進めてはおりますけれども、結果としてまだ足りないのかなとい

う部分はあろうかと思います。それらも今後三連携の検討会議の中できちっと精査をして、目標

数値等を出してですね、進めていきたいということで、現在そういう認識の下に進めております。

以上です。 

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） この件についてはそういう答弁もあるわけですけれども、それはそれ

で今回は決算委員会の立場として、決算委員会の中で一言だけ聞いておきたいということです。

それとここではやはり医療費の問題はもちろんあるんですけれども、滞納繰越と、それから収入

未済額の問題が非常に大きいですし、これは項目を起こして監査委員さんのほうでも指摘をして
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いる部分なのですね。ただですね、ずっと同じようなほとんど同じような状況が続いているとい

うことでですね、普通に仕方ないかというようなね、印象が私は極めてするのですよ。昨日収入

未済で聞いたら一般会計全体で３億７，０００万円でしょ。国保だけで収入未済が３億８，００

０万円あるだからね。やっぱりこれは僕は異常だと思うのです。特に現年度、昨日答弁もらった

からそこの部分はいいですけれども、現年度力入れるのは分かるのだけれども、滞納繰越が膨大

な金額でね、現年度の今の１４８ページにも出ていますけれども、現年度の収納率で９１．４な

のに滞納繰越し入れたら６０．９でしょ。これ町民の人達６０．９の収納率見たらね、払う気し

ませんよ。はっきりしていると思うのだよ。こういうところをね、本当に解決するにはどうすれ

ばいいのかという手立て、９１．１４の現年度の収納率でありながら、滞納繰越になれば４パー

セントぐらいの収納率にしかならないで、全体が６０パーセントまで落ちると。５年間置くから

そうなるのだけれどもね。だけどそういうところをどう解決するかという方向付けを基本的な考

え方を含めて僕は出すべきでないかと、単に税務課にお願いしてますよ、どこだかにお願いしま

すよ、そういうことではもう解決できる手立てがないのではないかと。根本は国の制度だという

ことはよく分かっています。分かっているけどね、これはまさに市町村の財政を食いつぶしてい

くと思います。この部分での対応策を別枠で考えるぐらいのことをね、私はしなくてはいけない

と思うのだけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君） 国保税の滞納についてはですね、滞納額３億数千万円ということで、

たいへん私どももですね、これをどう解消していくかというのが大きな課題だというふうに思っ

ております。具体的な対応策ということになりましたらですね、昨日るる、町税全体の話し出さ

せていただきましたけれども、現実的には目一杯もうやっているというのは、滞納処分にしても

法的な手続きにしてもですね、間違いないのです。問題は手法はさっきも訂正の中で言いました

けれども、世帯あたり１４万円ぐらいの課税額になります。大変ですね、所得が少ない割には課

税額が高い。これは国保の特徴といいますか、制度上当然高齢者、所得のない方が医療費かかる

から入っているのですから、それを補う制度ですから、当然負担というのは重いという制度上の

問題があるというのが１つなのですね。それでこれらの対応をどうするかということについては

私どももですね、税務のほうと国保のほうとですね、真剣にいろいろと議論しているのですけれ

ども、抜本的な対策ということになりましたらね、町税と別に、一般税とは別に国保税に専門の

徴収員をおいて対応するかという方法も実はあるのです。そういうことでいろいろとそういった

ことも含めて検討しているのですけれども、そうなっていくと逆に言うとですね、国保税と税の

ほうぶつかりますから、当然滞納している方は町民税あたり、保険税あたり、固定資産税あるも

のですから、そこに２つの部分からいくということになるとこれどうなのかなということもあっ

てですね、いろいろと対策は考えているのですが、現実的には現状の中で、収納のほうで、納税

のほうで対応していかなきゃならないというふうに思っているのですけれども。いろいろな保険

証の給付のときに相談させていただいたりなんだりしていますが、現実的にはなかなか滞納税が

減らないところなのですけれども、これは昨日の答弁に繰り返しになりますけれども、小まめに
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回って督励をして悪質なかたについてはですね、差押え等を小まめにやっていくというそういう

方法の対応しかないのかなというふうに考えています。  

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） これは決算委員会ですからね、この１６年度の現状に対してどうかと

いうことなのだけれども、やっぱりずっと同じなんです。新たな方策がないとはいっても、僕は

今新たな方策を本当に真剣に考えなくてはならない、医療費それから保険含めて全体的にこの福

祉どうするかというところをね、本当に考えて新たな方向付けを見出していくような時期ではな

いかと思うのですよ。もう１つ言えば、例えば国との関係であればもっと強力にね、６団体だけ

ではなくていろいろな形でもっと国に働きかける。これ結果的には最後はこれで財政的にまいっ

ていくという事だってありえるわけでしょ、現実的には。だって一般会計全体の収入未済より国

保のほうが多いのだから。それに対してそれはやっぱり従来のやり方で努力していますから、最

大限の努力でこれからもやりますよということで解決できることなのかどうかということなの

ですよ。もう１つ言えばね、そういう部分と同時に例えばね、全国では１６年度国保安定化計画

で指導を受けているのが１４３ですよ、平成１６年度。そのうち北海道が一番多いのだけれども、

それでもね、北海道でも平成１６年度でもね、６つの市町村が除外されているわけで、国保安定

化１．１４から外れているのだよ。外れている市町村が実際あるのだよ。北海道で６つある。白

老町で二十何年間ずっと安定計画受けてそのまま来ているでしょ。努力していますよ、町が努力

しています。それで果たして解決できる状況なのかどうかということなのですよ、この決算見た

ら。そういうことに対して、例えば安定化計画外れるためにこういう努力をします、それから国

保の中でこういう努力をして収納率を上げるか医療費下げますというようなものが新たに打ち

出されないと、やっぱりぼくは従来の延長線上でのお仕事にしか見えないのですよ、はっきり言

えば。努力してしょうがないのだというのだったら努力して赤字だから町が無くなってもしょう

がないのだというふうになってしまうよ。それぐらいこの中身というのは厳しいものだという認

識が本当に庁舎全体にあるのかどうかというところがね、言った担当課長だけが責任負ったり、

その担当課長だけがやらなかったからできなかったとかそういうレベルの話では僕はないと思

うのだ。だからそういう点で新たな方策なりその方向付けを出すと、あらゆる資料を出して、そ

れでもう繰り返さないけれども、昨日おとといのような指摘を僕はしたのだけれども、やっぱり

本気になってやるというのはそこら辺までね、監査委員さんの指摘だってあるのだから、やるべ

きでないかと思うのだ。決意だけでなくて具体的に考えるというところをね、担当課なり担当係

なり理事者なりがきちっとぼくは持つべきだと思うのだけれども、もう同じ答弁だけでは納得で

きないのです、何年間もやっているのだから。どうですかそこら辺、３回目だからね、少し責任

持った答弁を、こういうふうにやりたいとかこういう方向でいきたいとかせめてそれぐらいのも

の欲しいのだけれども。 

○委員長（吉田和子君） 三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君） この議論大渕委員と何度もやっていますので、くどくどは申しませ

んけれども、私どもも反省すべきことは反省すべき点として担当課それぞれ集まってですね、い
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ろんな反省も含めて検証しております。先日も資料のことでございましたけれども、今そういう

ことでそれぞれのセクションで抱えている問題課題を出し合っていまして、議論を進めておりま

す。繰り返しになりますけれどもね、きちっと目標を持つということを今どこに定めるかという

ことを具体的な数値も含めて検討しておりますので、そこで今１２月ぐらいまでにその三連携の

進め方についての素案というものをまとめることにしておりますので、この中で具体的な数値を

定めて、みんなそれぞれの課が目的に向かって進んでいくということをしますので、これは議会

のほうにもその際には素案を年内にまとめますから、年明けになるかもしれませんけれども、き

ちっとした形で具体的にどう取り組むかということは、内容示させていただきますので、一つそ

ういうことで具体的に進めていくということをご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。ありませんか。 

 では次に進みます。９番吉田委員。 

○委員（吉田正利君） ９番吉田です。今前委員の質問ございましたので、私も同感でござい

ました。ダブルところは避けて結構でございますが、１つ担当部署で現状の徴収活動で限界であ

ると、現在の徴収活動で限界であるという考えなのか、あるいは政策的にまだ手を打つと徴収率、

収納率が上がるという見解なのかその辺を担当部署の課長から一つ教えていただきたいと思い

ます。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 徴収率が実はいくらかずつ上がっているのが現状です。ただ現

実的に先程来お話がありますように、３億８，０００万円滞納があるということも事実でござい

ます。それで国保を直接担当している部署としてはですね、先程来助役のほうからも答弁申し上

げていますけれども、納税相談をするにあたってですね、実は保険証更新というのが９月に実施

してございます。その中で国保の資格証明書ですとか、短期給付者ですとか、そういう方が現実

的に何十名かおられます。そういう方達と納税の関係で、国保直接ではないにしてもですね、税

務課の徴収係のほうとですね、面談を持ってもらって、収納あるいは納税をできるだけしてもら

うということで現在手は打ってございますけども、これが限度なのかどうかということになると

ですね、私個人的にはまだいくらか数字はお示しできませんけれども、徴収率の向上は図れるこ

とはあるのかな、可能性はあるのかなというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 前田税務課長。 

○税務課長（前田博之君） 収納率の関係ですね、私のほうからですね、ご答弁申し上げたい

と。まず収納率についてですね、限界あるのかどうかというご質問ですけれども、まず１点の現

年分についてはですね、これについてはもろもろの条件はありますけれども、まだ可能性はある

と。ということはですね、過去に逆上ってみますと。平成８年度には９２．７ぐらいにいってい

るのですよ。その後ずっと８０パーセント台を推移して１５年からまた９０．６、今年は９１と

いうことで延びています。これについてはですね、１つは分析するのは短期給付の支給というか

交付するのがかなり住民の方々にいきわたりましてですね、やはり保険証がなければ困りますの

で、前納ではありませんけれども、分納の形の中で誓約書出して支払っていくという姿勢がです
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ね、全体的に今進んできているというか、町民の方の中に意識が芽生えてきていますので、こう

いう部分から行けばやはり受益者負担という考え方から当然保険税を払っていくという姿勢に

向上して行くのかなと、こういうふうに期待しております。もう１点滞納繰越についてはですね、

これ正直な話限界です。そして過去１０年見てもですね、平成７年以降１０パーセント超えた徴

収率はないです。これは担当課の見解はどうか別にして、私達がですね、職員が現場に行ってい

る声はですね、保険税は一過性の問題なのですよ。これ１年滞納になるとなかなかですね、過去

の払ってくれません。ということは病院にかからない人も払わなければならないし、かかった人

もその時短期給付を受けてかかってしまったら過去の分は正直な話払える状況にない部分が非

常に多いという。それともう１つはですね、私たちの部署から申し上げますと、徴収にかなり歩

いているのですけれども、居所不明とかですね、ほとんど白老にいないとかというのが、それは

年度末には担当のほうには出すのですけれども、こういう件数が非常に増えてきているのですよ。

これをどういうふうに処理するかということしていかないと滞繰が増えていきます。これは国の

制約があってですね、白老町の職権で昨日お話したように税の場合は税法の中で執行停止かけれ

る部分ありますけれども、そういう部分かどうか分かりませんけれども、そういう部分がですね、

かなり今所得の低下と労働者の公益性でですね、かなり白老町にいないという部分が出てきてい

ますので、そういう対策まずどうするかということだと思います。あと政策的にですね、収納率

を向上させる手立てがあるのかといいますけれども、これ国保ばかりじゃなくて町税もそうです

けれども、一定のルールでできるかどうかは別ですけれども、担当とすれば行政サービスにやっ

ぱり制限を加えるぐらいのですね、意志を持たなければ、町税を納めるという意識は持ってくれ

る部分ないのではないかなと、こう思います。過激な発言ですけれども、それぐらい意識を持っ

てですね、我々もやらなければいけないし、当然議会のほうもですね、ご理解願わなければです

ね、やっていけないのかなということだと思います。 

○委員長（吉田和子君） ９番吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 重複を避けたいと思います。ともかく今の課長さんの見解をお聞きし

ますと、非常に究極に達しているという状況だと思うのでございます。とすればやはり理事者も

そのような状況把握して新たな対策をきちっと立てるということが前任者も質問しておりまし

たが、必要だと思うのでございます。そういうふうな意味で特にこれからは理事者の１つの徴収

の方針というものをどこかで明確にする段階を設けるの必要だと思います。そういうふうなこと

で十分一つお考えいただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 答弁はいいですか。あれば・・・理事者の方針を持つということで

は。はい、三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君） これ当然理事者の方針というよりも当然のことではありますけれど

も、税の負担は基本的には国民の義務、町民の義務ですから、当然支払っていただくということ

が基本にあります。ですから今それぞれ担当のほうからございましたけれども、基本的には応分

の負担をしていただくという視点でこれ今後とも町税の徴収の強化、これ当然でありますけれど

も、そういうことに意を配して行政運営してもらいたいと、こういうふうに考えています。以上
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です。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。 

 次に移ります。１５３ページから１５７ページまでの老人保険特別会計全般について、決算書

は１９３ページから２００ページとなっております。質疑のございます方どうぞ。 

 １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。ここでお尋ねしたいのは医療費の問題なのですけれ

ども。こないだ言いましたけれども、介護保険は使っている量はほとんど変わらない、全国水準

とほとんど同じと、白老町の場合はね。ところが医療費が極めて多いという原因をどのように分

析されているか。同じ介護もある意味ではイコールではないけれども、非常に似通ってはいるも

のなのだけれども、介護保険の使っているお金というのは全国水準とほとんど変わらないのです

ね。だけど医療費は北海道の中でも極めて高いと、その原因を単なる周りに病院があるとかとい

えば介護だって条件的には同じことだと思うのだけれども、なぜ医療費だけが高いのかという分

析をされているかどうかお尋ねしたい。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 白老が老人会計の中で医療費が他に比べて多いのではないかと

いう、それを分析はされているのかということですけれども、端的にいうと、現在のところ我々

のほうは分析はしておりません。ただ道内でも高い位置にあるという捉え方は、我々でもしてい

まして、これがどんな状況でなっているのか、あるいはそれらを解消していくにあたってはどん

な方策があるのかという、これらについては今後の課題というか、今後詰めていきたいというふ

うに考えています。 

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 三連携の中で僕いつも言っているのですけどね、やっぱりそこがきち

っとされていないと方針建てができないのではないかなと思うのですよ。例えば白老町と極端な

例です、条件違いますから、別海町１万７，０００人、白老町は２万１，０００人ぐらいですよ

ね。医療費で比べたら２０万円ぐらい別海のほうが少ない。もちろんここは都市型だ。むこうは

農村の町だという違いありますよね。だけど１万７，０００人の人口ということで言えばそれだ

けあっても、下から数えて忠類だとかああいう村と並んで医療費が少ないのですよ。そういうこ

とをやっぱり本当に学ぶと、我々が入手できる議会の資料の中にも書いてあることですから・・・

今言っているのは老人保健の部分ですよ、老人保健の医療費の部分ですけれども、そういうこと

を本当に分析したりなぜそうなるかという資料を取り寄せて調べてみるとかそういうこととい

うのがなくてね、どうやって医療費下げることをしようとされているのか私には理解できないの

ですよ。三連携の基本は医療費を下げると、保険養護医療をきちっとして医療費を下げるという

ことが中心課題にあるのだけれども、そういうことに対する意識が極めて低いのではないかと思

うのだけれども、どうですか。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 医療費が老健の場合ですけれども、道内ではかなり高い数値に
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あることは我々も先程来お話しているように抑えています。それを下げるというかそれらを三連

携の中でやっていかなければならないというふうに我々も抑えていますけれども、ただいま先程

来お話しているように、まずは分析をしたいなと、なぜこの高い位置にあるのかということと、

その分析によって医療費を下げる方策が見つかってくるのかなというふうに考えていますので、

同じような答弁になりますけれども、なんとかそういう方向でこの三連携の中で進めていきたい

というふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が質問でいつも言うのはね、１年半も取り上げて今から分析やるの

なら間に合わないのでは。そうしたら１年半なにやってきたのかとなりますよ。もちろん前の課

長もいるしその課長さん退職になったからいないからかどうか知らないけど、これではあんまり

議会を軽視しているのではないかと、我々が１年半質問したことはいったい何なのだと。今から

分析したら次の担当課長さん定年なるころ方針出てやるのですか。さっきから言っているような

状況にあるのに今から分析して何ができるの、本当に僕はおかしいと思うよ。やっていないと同

じだと言われたってしょうがないのではないですか。三連携の担当参事さんもいらっしゃったし、

今政策推進室もあると、そこでこれから出された方針組んでこれから分析するというのでは、だ

から僕は前回だって担当助役がきちっと中心に座ってやりなさいと言ったのそういう意味なの

ですよ。そこら辺どうですか、本当にこれでいいのかということですよ。変だよ絶対、僕は思う

のですがどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君） 他の自治体と比較してどうかという分析というのがですね、当然そ

こそこの事情がありますから、なかなか一概にはこれは言えないと思うのですね。今三連携で取

り組んでいこうとしているということは、検診だとか健康相談だとかそれにまた１つの体力強化

だとかそういうことをしていって医療費をどう軽減させていくかと、こういうことを実は取り組

もうとしているのです。これはそれぞれ瀬棚の町の例ですとかね、他の自治体の例でもモデルで

取り組んでいるところあるのですが、これとて確かに瀬棚は医療費相当下がってきていますが、

他にモデルでやっているところもなかなかそこのところはどうなっているかというのは今実際

に何年間か取り組んでみないと分からないという部分が多いのですね。それで私どもの町もそう

いうことを中心にどう医療費の軽減につながっていくかということを今まさに取り掛かってい

るところですから、大渕委員言うように１年半確かに議論していますけれども、そこでこういう

結果でこういうことやればこうなってこうなるよということは残念ながら申し上げられないの

ですが、そこのところを先程から答弁なりますけれども、今どうして医療費の軽減につなげてい

くか、どういう結果が出るかということを取り組んでいこうとしているということでですね、決

して今までの議論は私無駄になっているというふうには思っていない。本当にこれからどうなっ

ていくかという、すぐ結果出るか来年出るか再来年なるか分かりませんけれども、そこのところ

を実際に経過を見ながら医療費の削減に取り組むような努力をしていくと、こういうことで一つ

ご理解をいただきたいと思います。 
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○委員長（吉田和子君） はい。 

○委員（大渕紀夫君） 私聞いたのは、今分析これからするのだと言ったのよ。その姿勢がど

うなのだと聞いているのですよ。１年半取り上げたことやってないなんて僕言っていませんよ。

担当参事も行っていろいろなことやっています。だけど医療費が高いという分析今からやって間

に合うのと、そういう姿勢で良いのと、そこのところ僕聞いているのですよ。そこを間違わない

で。やっていないなんて僕言っていませんから。１年半分析やってこなかったのかということを

聞いているのですよ、どうですか。 

○委員長（吉田和子君） 三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君） ですからそこのところは私言いましたように、それぞれの状況によ

りますよね。要するに年齢の高齢化率が高いとか低いとか医療環境はどうなのかと、そういうこ

とがあって、個々の町でそういう状況は違うというふうに思うのですよね。そういうことで課長

のほうからそこのところはしていないとは言いましたけれども、それはそれぞれの事情があると

いうふうに思います。ただ今うちの町でそこのところですね、そこのところの分析をするという

のはどう下げていくかと努力するということは、私今言った答弁の中でさせていただくと。そう

いうことでご理解いただけないかと。 

○委員長（吉田和子君） 暫時休憩いたします。 

休 憩  午前 １０時３１分 

                                           

再 開  午前 １０時４５分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。大渕委員先程の質問もう１

度最終的に取りまとめて質問していただいて、答弁をしていただきたいと思います。 

 １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。私が聞きたいのはなぜ高齢者医療の医療費が高いの

かと、その分析を町としてどのようにやっているか、低い市町村も沢山ある。そういう中でこの

白老町で医療費が高いという分析をどのようなされたかと、されていないという御答弁だったの

で、それは他市町村との比較なんかそんなことではないのです。比較含めてやったかということ

含めて例を出して聞いているのですから、分析をやられているならその結果をきちっと私に教え

て欲しいと、こういうことであります。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 大渕委員からの質問に的確にお答えできなくて議会を中断した

ことをお詫びしたいと思います。それで前段ですね、別海町の話もされたものですから、別海町

とうちとの医療費の多い少ない、これの分析をしたのかというふうに私解釈したものですから、

そこはしていませんという答弁をさせていただきました。後段いわゆるうちの医療費の高い状況

をどういうふうに捉えているかということはきちっと抑えてございます。現実的に１番目がうち

のほうはいわゆる成人病関係で、循環器系が１番医療費が高い原因と。２番目として新生物とい

う表現ですけれども、いわゆる癌ですね。こういうものがありますよということは捉えています
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ので、これらを基に三連携の中で進めていくというふうに考えております。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ということでよろしいでしょうか。 

 他に質問のございます方どうぞ。９番吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 吉田です。１５６ページの１目、医療費の償還金の問題なのでござい

ますが、償還金というのは取次ぎでお返しするお金だと思うのですが、これはどのような経過で

発生して１千万円近い金がこのように計上されるのか、教えていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 老保会計というのはいわゆる負担区分によってそれぞれのとこ

ろからお金が入ってきます。町も当然持ち出しがありますけれども、そこから概算でいわゆるお

金が来ます。１５年度は概算でもらった金額が決算上からすると多かったという状況になってい

ます。１６年度でそれを戻すということの償還金というふうに考えていただければと思います。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

他に質問のございます方どうぞ。 

次に進みたいと思います。１５９ページから１６４ページまでの公共下水道事業特別会計全般

について、決算書は２０２ページから２１１ページとなっております。質疑のございます方どう

ぞ。 

どんどん質問してください。ありませんか。なければ次に進みます。１４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） どこか資料請求もしてあったようですけれども、１つはですね、１６

年度で町長の執行方針の中ではですね、方針転換をしていないのですね。各団地特環を含めて進

めると、整備を進めてまいりますという表現になっているのですよ。５ページの町長の町政執行

方針ではそうなっているのですよ。時期がこの時期は昨年の３月ですから、その後急展開したの

かどうか分かりませんけれども、今は産建でもかなり議論された中身でございまして、資料も出

していただいたのですよね。財政的に極めて厳しい状況だということは皆さん認識しているのだ

けれど、この時点ではまったく方針転換の意思がなかったのかどうかね、僕はこの時点ぐらいで

は方針転換出てなければいけないのではないかなという気がしましてね、まずその点お尋ねした

いのですよ。これでは進めていくとなっているのだわ。そこら辺の整合性はどこで取ったり、ど

ういうふうに方針転換されるのか、それは一定での産建の中でも理事者ではないけれども意志表

示されたような記憶していますし、理事者も意志を表明したように思っているのだけれどもね。

そこら辺の経過についてお尋ねをします。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝夫君） 方針転換につきましては、１６年度で方針転換しているわ

けですけれども、１６年度で議会にもお話しているという意味での方針転換なのですが、実はそ

れ以前からですね、行革の中でも下水道整備ではなくてそれに変わる合併浄化槽というものを検

討していくということはですね、すでに方針として出しております。その間ですね、合併浄化槽

を進めていくための内部調整をですね図ってきております。１６年度に入りましてその内部調整

がとれたことによってですね、議会の産建にもお話をし、また若干住民にもですね、お話をかけ
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ていたということの経過でございます。 

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。この町長の執行方針であれば１６年度中は積極的に

下水道事業進めるという印象なのですよ。ですから政策転換をこの時点でしてないのであればし

た時点できちっとすべきだろうし、そういうところが表明をきちっとされていかないとこの決算

内容、繰上充用含めた決算内容も平成１９年までの出していただいたのですけれども、これを見

れば下水道会計も極めて厳しいという状況にあるというのははっきりしていましてね、ルール計

算分しか町の繰出金なければ、早晩これは大変になるというのははっきりしています。方針転換

とこの財政の関係で政策転換をしたのであれば、きちっとされたのかもしれないけれども、どう

もそういうふうな印象ないものですから、きっちりしてこういう理由で方針転換をするというの

が１６年度中になければいけないのではないかなと思うのですが、どうですか。 

○委員長（吉田和子君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 私のほうからお答えします。具体的なお話になりますけれども、今ま

で昭和４２年から下水道整備白老町始めてきまして、相当な８０パーセント台までの形になりま

した。その計画というのはご承知のように白老町全体を下水道で整備するということで、処理場

においてもそういう意味で全体計画をもって整備をしております。ところが合併浄化槽になりま

すとですね、本来的に処理場が本当にそれでよかったかという議論が出てきます。国のほうとも

ごく最近までですね、やはり今までの投資したお金をどうするかという問題がですね、国のほう

でも整理できないでいたということが事実なのです。それで国のほうの結論としては、やっぱり

下水道で当初計画したものは計画してやるべきだということになればですね、今我々が考えてい

る合併浄化槽というのは工法的に認められなくなりますので、その意味でも国のほうとしても非

常に今までの答申をどうするかということで議論して、結論が出ていなかったというのが実態で

す。最近になって国のほうでやはりそれは過去の話であってそれは致しかたないだろうというよ

うな結論になってきましたよ、ごく最近ですね。そういうことで具体的にこの何ヶ月間の間にで

すね、合併浄化槽という形で具体論として出てきて、国のほうと打ち合わせしておりますので、

ある程度はっきりいたしますので、１８年ぐらいになったら具体的に合併浄化槽で整備をすると

いうような都市計画変更も当然出てきますので、そういう形でですね、皆さんのほうに認知して

いただきたいというふうには考えておりました。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。その部分理解できました。ただ私言いたいのは、こ

の財政方針が出た段階でそういうことがきちっとどこかの場で政策的に話をされたり、方向付け

をされるべきであろうと。今助役が答弁したようにそうでないとしたら、この財政どうするのだ

という議論は徹底的にしなければならないという中身なのですよね。これは明らかにルール計算

分しか出さなかったら、赤字どんどんどんどん増えていきますから。それは繰出金で対応するの

か。繰出金出すとしたら今の財政健全化計画で改革プログラムが間に合うのかという、こういう

議論になってくるのですよ。ところが方針転換をされるということになってこれを凍結するとい
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うことであれば、またこれはどういう財政的な細かい分析していませんから分かりませんけれど

も、そういうふうな議論に変わるわけですね。ですから私が言いたいのは、決算委員会に出る場

合はそういうことがきちっと出されて議論しないと議論できないというふうになるのですよ。で

すからそこら辺は十分考えて、そしてこれが変わったというような形での議論が必要ではないか。

これやっちゃったらこっちの議論できなくなっちゃいますからそこで終わりますけれども、その

点だけお尋ねしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 今言われるように後手に回っていますけれども、やはり合併浄化槽で

今後方針転換をして進むということになると、要するに下水道の全体整備計画というのは当然変

わってきますので、今言っている下水道会計のことも当然見直さなければならないと思っており

ます。これが確定次第ですね、ちゃんと整理をした中でですね、お示ししたいというふうに考え

ております。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。 

９番吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 収納率についてお伺いいたします。別紙資料要求いたしました結果回

答いただきましたので、それに基づいて質問いたしたいと思いますが、現年度で３６９万５，０

００円の未集金がございます。収納率９８．８パーセントということは部署にとっては非常に収

納効率のいい仕事をされているのではないかと思うのでございますが、これらを含めて７９０件

の生活困窮者が未収対象になっているということでございます。これについての見解を１つお願

いしたいと思います。次に受益者負担の関係でございますが、同じくこれは１２３件の未収関係

の中で町外物件が９１件という数字が出ておりますが、この町外物件というのはいかがな内容を

もっているのかお伺いしたいと思います。次に前回白老町で指定管理者制度の考え方を打ち出し

てございます。下水処理におきましては、１７年度までに準備作業を完了して１８年４月１日か

ら導入検討するという内容のものでございました。この指定管理者制度に対する見解をお伺いし

たいと思います。以上３点。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝夫君） まず下水道使用料につきましては、高い収納率を示してい

るのではないかなと、こういう話でございます。しかしながらですね、滞納繰越分もですね、相

当数ございます。従いまして私どもの仕事としては１００パーセントになるまでですね、力を入

れてですね、この未収がないようにですね、やっていかなければならないという、こういう基本

的な姿勢をもっております。従いましてこの徴収料が高いという状況ですけれども、決してそう

いうことに驕る気持ちを持たないでやるということと、料金がですね、比較的小さい金額の場合

はですね、収納率も高くなるという傾向がございますので、決して驕ることのないようにやって

いきたいというふうに思っております。生活困窮などというふうにしておりますけれども、これ

にはですね、生活困窮ばかりだけではなくて悪質なものも当然含むわけです。本当に生活に困っ

て待ってあげなければならない方もこの中にはいるわけです。その辺の区分けをきちっと職員で
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もって区分けをいたしまして、強い姿勢である時にはですね、停水をしなければならない方も出

てくるでしょうけれども、そういう姿勢の中で実施していきたいというふうに考えてございます。 

 それから下水道の受益者負担金ですけれども、１６年度の１２３件のうち町外が９１件あるけ

ども、これは何かということなのですが、これはですね、現在下水道を管整備をやっている地区

がですね、温泉地ですね、旧宅造法で実施いたしました宅地造成した地区が多いということがあ

りまして、この地区の方が町外に住所を持っていると、白老に土地を持っていて町外に住所を持

っているという方が沢山おります。白老の特徴なのですが、固定資産税のうちですね、町外に相

当数が持っているというのもですね、これ白老町の特徴なのです。従って受益者負担金もそうい

うことになります。従って未収についても町外の方が結構おるわけですけれども、逆に町外の方

でありますので強い姿勢でもってですね、これ国税徴収法でこの受益者負担金やりますので、強

い姿勢でもって差し押さえも行うという姿勢でもってやっていきたいというふうに考えてござ

います。 

 それから指定管理者制度の関係でございますけれども、下水道の終末処理場つきましては、ご

承知のとおり現在クボタのほうにですね、クボタ環境サービスのほうに委託をいたしまして、管

理運営を行っております。指定管理者制度をですね、行う場合にはやはり相当の準備期間が必要

だということでもってですね、私どもとしては１８年の４月からの検討にさせていただきたいと

いうふうに考えてございます。 

○委員長（吉田和子君） ９番吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 概略分かりました。この町外関係者につきまして今姿勢を聞きました

けれども、ざっと見まして通年で７、８年の間町外関係者の未収があるわけでございます。そう

いうふうな意味で今課長さんおっしゃったような内容で町外関係者に対する徴収姿勢を明確に

打ち出すということについて、実際経過の中でやってこられたのかどうか、これを１つ伺いたい

と思います。データを見ますと結構長年の間町外関係残っているわけでございますけれども、こ

れらについての見解をお伺いしたいと思います。それから再度、この指定管理者制度の流れの中

で、現行指定管理者、もし回答できなければ後程機会見てまた質問いたしますから結構でござい

ますが、もしこの指定管理者制度そのものが白老町で実施する公の公募、その他によって行う対

象施設として見られるのかどうか、これを１つご回答いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝夫君） 経過の中でですね、強い姿勢、差し押さえ等も含めて強い

姿勢でやってきたのかということですが、正直申し上げてですね、この姿勢については今申しあ

げたような姿勢ではやっていなかったなと。また私どもも反省しなければならない点があるなと

いうふうに考えてございまして、これからそういう姿勢で望んでいきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○委員長（吉田和子君） 二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶充君） すでに委託しているというそういう施設の中でですね、公募の

施設というような形で対応していくのかというふうに理解したのですが。前の議員の皆さんにご
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説明したとおりですね、制度的な部分で自治法の改正によりまして制度的に今変えていかなけれ

ばならないと、言ってみたらこれをしなければならないという部分でですね、取り組むものと、

今後公募で行わなければならないという施設をですね、分けて進めていかなければならないとい

うふうにご説明したというふうに思っております。その中で１５年の９月に自治法が改正されま

して、白老町のほうで過日全員協議会のほうで方針を説明しました。これまで委託しているもの

につきましては、１２月の定例議会に包括的な手続き条例を提出いたしますと。その中で施設に

ついて該当するものに、既存の委託している施設ですけれども、公の施設ですね、それに該当す

るものについては、個別の条例を出して、１２月の定例会に出させていただきますと。それにつ

いては法律上１８年の９月までには期間としては衣替えしなければならないという部分ありま

すので、予算的な措置も考えて１８年の４月にこの既存の事業者については非公募という形の部

分の形で３年間という期間を定めてですね、今回は進めていきたいという事をご説明していると

いうふうに、私どもは思っております。その中で対象施設としては、公募の部分になりますけれ

ども、今回については暫定的にこの措置をとってですね、対応していくということでございます。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

○委員（吉田正利君） いいです。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。ありませんか。 

 次に進みます。１６７ページ学校給食特別会計全般について、決算書は２１２ページから２１

６ページになります。質疑のございます方どうぞ。 

 よろしいですか。なければ次に進みます。１６９ページから１７０ページまでの工業団地造成

事業特別会計全般について、決算書は２１８ページから２２１ページです。質疑のございます方

どうぞ。 

 １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。この工業団地の問題なのですけれども、１６年度は

ここに書かれている通りなのですけれども、実際に繰上充用がかなりの金額になっております。

今年がピークかなというふうにも思うのですけれども、この関係で実際に土地が全部売れても今

の状況でいけば黒字にはならにという見通しだと思うのですけれども、これは今後の方策といい

ますか、少なくともあと１０年間ぐらいでは全部決着つくという形になっていくと思うのですけ

れども、今後の方策について今年の繰上充用ピークだということ含めた形の中でどのように考え

ていらっしゃるかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 工業団地会計でございますけれども、今ご指摘の通りですね、

今私どものほうで試算している段階においてはですね、完売されたとしてもそうとうの赤字とい

うものが出てくるだろうと。当初はですね、議会にもご説明している中においてはですね、当然

この団地会計については土地の取得造成、その見合いの分譲ということでいけばですね、当然収

支バランスは取れるというのがまず基本になるのですけれども。１つはやはり企業誘致という面

からいったときにですね、ある面政策的な単価を設定してきたという問題、あるいは土地そのも
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のがですね、今いわゆる路線価の下落傾向がございまして、１５年１６年で分譲単価の単価設定

を見直しさせていただいたというような経緯もございますけれども、そういうようなことから全

体的に照らしていきますとですね、やはりどうしても完売したとしてもですね、赤字が生じるだ

ろうと、そういうような状況で実は試算をしているものでございます。それで今後の方策という

ことでございますけれども、基本的にはまず企業誘致活動の中でですね、今持っている土地をま

ず売るということが先決になろうかと思いますけれども、その中でも今後のその土地の路線価が

どういうふうになってくるかとかですね、そういうことで若干の違いは出てくるかなというふう

には思っていますが、なかなか今この現状からいったときに土地の価格が上昇するというのはな

かなか期待しずらい部分ありますから、どうしても赤字の部分というのはですね、縮小の方向に

はなかなか難しい部分があるだろうなというふうに思います。従ってですね、これにつきまして

は今後内部的に相当の議論必要になってくるかなというふうには思いますけれども、私どもも決

してこの特別会計を預かるほうとしてですね、そのつけを一般会計にという単純な考え方は持っ

ておりませんけれども、最終的には一般会計の支援というのも視野に入れていかざるを得ないの

かなと、担当としてはそういうふうに思っております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。分かりました。計画表では他会計の補助が計画され

ていないのですけれども、今の答弁含めて考えますとね、これ当然そういうことも課長の答弁も

そうだけれども、視野に入れて考えなければいけないだろうと。助役にお尋ねしたいのですけれ

ども、その目安というか、どれくらいの時期にそういうことを検討される考えなのか、もちろん

今土地あまり売れていませんからね、難しいところあると思うのですけれども、ただこのままず

っと放っておくわけにはいかないだろうし、改革プログラムとの関係でもですね、１９年度以降

になるということであればそれは構わないのだけれども、少なくともそういうことも視野に入れ

て財政を検討しなければいけない時期ではないかというふうに思うのですけれども、そのどれく

らいの時期などに考えていらっしゃるかお尋ねをしたいと思います。視野のこと含めてですね。 

○委員長（吉田和子君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 今三戸課長のほうから説明ありましたけれども、その前にですね、私

のほうの考え方を述べたいと思いますけれども。今工業団地会計が黒赤ということで議論はされ

ておりますけれども、やはり工業団地を造成したことによってですね、やはりいろいろな地域経

済だとか地域産業だとかそういうものに波及してその数字で表されないものがですね、相当ある

というふうに捉えております。例えば今までも説明していますけれども、工業団地だけでもです

ね、７００人から８００人の雇用もされております。それによって町民生活も安定に向かってお

りますので、そういうものが金銭的なところで跳ね返ってきておりませんので、やはりそういう

ものが技術的に証明できればいいのですけれども、今その計算方法というかそういう考え方にな

っていませんので、なかなか説明つかないですけれども、そういう意味でですね、赤字だからと

いってですね、何か次の手を打つというようなことというふうには捉えておりません。地域経済

に相当な影響を与えているだろうというふうに捉えております。そういうことから言いましてで
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すね、今言われますようにまた財政上のことも重要な話ですので、やはり若干景気は持ち直して

いるというようなお話も聞いておりまして、若干私のほうもですね、いろいろなところを通して

ですね、企業誘致のほうに手を出しておりますけれども、そういうものを見てですね、悪い感覚

はありませんので、そういうものを見た中でですね、もう１回時期的にはここで明確にお答えす

ることはできませんけれども、やはりその辺のあと２、３年の推移を見た中でですね、考えてい

かなければならないなというふうには思っております。以上です。 

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。私今助役の前段の部分大切なことだと思っています

し、評価の部分で欠落をしたなと自分でも思っております。こないだから決算委員会で評価すべ

きものは評価すべきだという考えでございます。そういう点で言えばですね、工業団地の果たす

役割というのは、私評価をしていないわけではございません。ただこの財政の状況を見たときに

ですね、そのことはそのことで評価はできるのだけれども、好転するかどうかということも含め

てですけれども、もう視野に入れて考えなければいけない時期だろうと。それは起債の償還のこ

と含めて終わっていくわけですね。ピークが過ぎるわけですから。これピークが過ぎた段階で売

れていけば問題ないわけです。上がらなくても赤字にはなりますけれども、売れていけば減って

いきますから。だけど今の状況で好転はしているといっても私はかなりきつい部分もあるのかな

と自分でも思っているのですよ。そうするとこの財政状況、最終的には相当何億という金額です

から、もう視野に入れてそういうところを財政改革の中に組み込まなければいけないと、緊急に

組み込んで数が多かったら町の会計がうまくいかなくなってしまうのではないかと、そういう懸

念もあるのですよ。そういうところから私今言っているのです。ですから評価をしていないとい

うことではなくて、これだけ赤だからどうするかということではなくて、そういう視点からいっ

たらやっぱり財政全般として見ないとですね、いけない時期じゃないかと思うのですけれど、い

かがですか。 

○委員長（吉田和子君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 私もまったくその通りだと思います。今の状況を数字的に見てもです

ね、それだけの数字が出ておりますので、今後についてはどういうふうになるのか皆目見当がつ

きませんので、やはり町財政を考えた場合にその辺の考え方をですね、町全体の財政の中に組み

入れて考えるべきだというふうには捉えておりますので、そういう議論もこの改革の中でしてい

きたいというふうに思っております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。ありませんか。 

 次に進みます。１７３ページから１７５ページまでの臨海部土地造成事業特別会計全般につい

て、決算書は２２３ページから２２６ページとなっております。質疑のございます方どうぞ。 

 １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。資料出していただきましたので、資料№１０という

のございますけれども、その他の収入はこれは中身なんでしょうか。まずそれをお尋ねします。 

○委員長（吉田和子君） 堀江水産港湾課長。 
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○水産港湾課長（堀江寛君） これほとんどが臨海部の土地の貸付の収入でございます。 

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。僕の思っているのと違うかもしれませんけれども、

昨日一般会計の港湾費で議論された土地の貸付収入とは別なものかどうかということでお尋ね

したいのですよ。ということはね、これはここで予算で見ている、一般会計でもあのように見て

いるとしたら、おかしいのではないのかなと思うのですよ。これ違うものですか。 

○委員長（吉田和子君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） ただ今のご質問ですけれども、ここの敷地というのは大きいわ

けで、３つに分かれております。今の特別会計でお話します臨海部の土地造成事業、それから港

湾機能ということで上屋の裏のほうに若干２０メーター弱の敷地がございます。それが港湾機能

の敷地という形になっております。それからあと岸壁周辺はすべて俗に言う一線用地ですか、国

有地ということで、それと一般会計の土地の貸付というのは今お話した一線用地の貸付けている

土地の収入、それが一般会計。それから今の臨海部、よくブロックなどが置いてあるあの辺が臨

海部になるわけですけれども、そこは今のここの特別会計の土地の貸付けに見られます。それと

次になりますけれども、港湾機能のほうは、分かり易く言えば室蘭海陸通運の事務所が建ってい

るあたりが、あの辺が港湾機能土地用地になります。このように大きく分けて３つに分かれてい

るわけでございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは、これ港で貸付けている土地の収入だけで７，０００万

円ぐらいあるという事に全部足したらだいたいなりますよね。それぐらい僕ぜんぜん分からなか

ったのだけれども、そういう点ですごいですね。それでそのことは分かりました。それで臨海部

の関係なのですけれども、この土地造成は第３商港区をこれからやった場合は、その背後地とい

うか、そこもこの会計の中に入ってくる部分があるのかどうか、出してもらった資料で質問が下

手だったから３回目になるからだけど、出してもらった資料で言えば、一般会計の繰入が３億８，

０００万円見て、土地が全部売れて大体トントンかというような試算なのですけれども、収入分

の単価をどのくらいに見てやられているのかということと、もう１つは第３商港区ができた場合

はこれにプラスの造成地ができるのかどうか、この点をお尋ねしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） 今の１点目の土地の売却単価ですけれども、これは１平方メー

トル当たり一律で１，４００円と見積もっております。その単価で全部用地の売却が決まればご

提示した資料の通り若干ですけれども一般会計からの繰入と土地の貸付を見ながら、若干ですけ

れども黒になるのかなという、そういう想定です。あと第３商港区につきましても、背後地がか

なりの面積、これどうしても国では施工いたしませんので、町のほうでですね、やはり臨海部と

いうまた特別会計の中でやっていくという、計画通りでおります。ただ国の施工部分と町の施工

部分の接点といいますか、なるべく町のほうの負担にならないように、なるべく国のほうにお金

をかけてやってもらおうと、こういうことで、今盛んに折衝しております。お答えとしては第３
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商港区の土地造成も臨海部土地造成会計の中でやっていきたいという考えをもっています。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。 

 次へ進みます。１７７ページから１７８ページまでの港湾機能施設整備事業特別会計全般につ

いて、決算書は２２８ページから２３１ページとなっております。質疑のございます方どうぞ。 

 １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。これも資料１１出していただきましたので、これで

お尋ねしたいのですけれども。１つは倉庫のその他の収入は分かりました。倉庫の使用料なので

すけれども、これは平成６０年というのでしょうかそこまでの使用料見ているのですけれども、

これは現実的にＲＯＲＯ船が入るという状況になった段階でここが減るということはありませ

んか。 

○委員長（吉田和子君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） ただ今のご質問ですが、この見通しはですね、今の上屋最大限

３６０分全面積を貸付けた場合の数字ということで提出させていただいております。今おっしゃ

いますようにロウロウ船というのが入ってこればですね、若干上屋の利用がその分今の紙に関し

て言えば減る可能性はあるかと思います。ただ他の荷物、貨物も入ってくることが想定されます

ので、こういった形で作らせていただきましたけれども、上屋そのものがですね、本来の目的と

しては、貨物の一時保管を目的としております。たとえば作業をしているとき雨が降ってきたと

かですね、それから船が遅れた、または早く着たとか。そういったときに一時保管する目的で作

っておりまして、その趣旨からいけばですね、なかなか３６５日全部使われるのはなかなか難し

い状況に・・・今は使われていますけれども、なってくるのかなと、そう考えております。 

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 分かりました。１つはＲＯＲＯ船が入る予定の年度が何年かというこ

とと、もう１つは日本製紙との契約は単年度契約でしょうか、それとも何年かかなり長期間の契

約で倉庫の契約がされているのかどうか、単年度の契約なのか、その点を伺いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） ＲＯＲＯ船につきましてはですね、今前回の議会でもお答えし

たように、平成２１年度を目途にマイナス１１メーター岸壁が暫定的に使えるようにしたいと、

そういうことで進めておりますので、そのときにもし船が入ってこれば暫定的ですけれども使え

るかなと。ただ今ＲＯＲＯ船予定しているのは、マイナス７．５メーター２バースできた時に入

港してくるということを予定しております。それはですね、まだ先の２３年、２４年あるいはも

っと先になる可能性がございます。日本製紙との上屋の賃貸の契約ですけれども、単年度、それ

も上期と下期に分けてですね、年２回しております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。ございませんか。 

 次に進みます。１８１ページから１８２ページまでの墓園造成事業特別会計全般について、決

算書は２３３ページから２３６ページとなっております。質疑のございます方どうぞ。 

 ありませんか。次に進みます。１８５ページから１８７ページまでの介護保険事業特別会計全
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般について、決算書は２３８ページから２４７ページとなっております。質疑のございます方ど

うぞ。 

 ありませんか。よろしいですか。 

 次に進みます。１８９ページから１９１ページまでの特別養護老人ホーム事業特別会計全般に

ついて、決算書は２４９ページから２５６ページとなっております。質疑のございます方どうぞ。 

 ありませんか。 

 これで特別会計の決算審査に関する質疑が終わりましたが、特別会計の歳入歳出決算全般につ

いて得にお聞きしたいことや質疑漏れがありましたらどうぞ。 

 ありませんか。 

 次に決算書の２５７ページからの実質収支に関する調書、２６０ページからの財産に関する調

書ならびに主要施策成果説明書の１ページ２ページの各会計歳入歳出決算額調べ総括表につい

てお聞きしたいことがありましたらどうぞ。ページ数何箇所かにいきわたっておりますので。 

 １８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １８番加藤ですが。２６０ページ財産に関する調書ですね。これも初

日の日監査委員に質問したのですが、財産というふうに表示されるとすれば平米数じゃなくて、

金額で表示しなければまずいのではないですかと。それで監査委員さんのほう見解伺ったのです

が、そこまでのはっきりしたご返事はいただけなかった。非常に今の時代借金の問題、地方債の

残高云々の問題が出ますが、投資したものが相手はこういう公共財産であったり、普通財産であ

ったりと形が変わっていくわけなのですが、それについては地方債を発行して財産になるという

ことから考えると,財産の金額は表示されないで、平米数で表示されると。借金だけは金額で表

示されるということで、町民にとってはですね、非常に誤解を招く面が多々あるということから

何年か前から私はバランスシートを作ってきちっと財産を表示すべきだという話をしてきたの

ですが、相変わらずこの現在高の報告書もですね、金額が提示されない。技術的に難しいという

ことは十分承知はいたしておりますけれども、その辺りの見解を賜りたいと思うのですが、いか

がでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） 私のほうからこの様式についてご説明を

させていただきたいと思います。この財産に関する調書の様式につきましてはですね、地方自治

法施行規則第１６条の２にですね、様式が定められておりまして、それに基づいてこの決算書の

調書を策定していることをまずご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 辻経営企画課参事。 

○経営企画課行財政担当参事（辻昌秀君） 今加藤委員ご質問の財産の部分での金額表示とい

う部分につきましては、今山本参事からお答えのように決算書に直接付属する調書としてはその

よう規定があるということでございます。そういうようなことで金額表示がないという部分を補

足する意味でですね、何年か前からバランスシートでそういうものを押さえるようにしていると。

ただこのバランスシートにしてもですね、実はこの決算委員会に間に合えばよかったのですけれ
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ども、例年１２月の財政事情の公表に関する調査の一環としてですね、作業進めている関係で、

決算委員会に間に合ってはいないのですけれども、１２月広報で公表すべく作業今進めておりま

すけれども、そのバランスシートの財産に関する金額表示の部分は一応取得金額の表示というこ

とでございます。それもその元になる過去の資料が決算統計という過去に決算を整理している調

書を使う関係で、それがきちっと管理されている昭和４４年からの分ということで、大正時代あ

るいは昭和４３年までですね、取得されたもの、あるいは寄付されたもの、金額表示実はされて

いないと、そういう課題がございます。そういうことでその部分についてはですね、かねてから

バランスシートの議論の中でもご指摘はありまして、一応課題ではあるという認識はしているの

ですけれども、ただすべて時価表示を毎年行うとなると、その数字を出すための作業として膨大

な作業を毎年そのために人員を割かなければならないということにもなりますので、その部分に

ついてはですね、これまで検討課題ということでお話させていただいております。ご質問の趣旨

はよく理解できるのもですから、そういうことが可能なのかどうかですね、再度検討していきた

いなというふうに思います。 

 それと地方債に関する調書についてはこれは決算書の付属資料になっていないということで、

これもバランスシートのほうでですね、これはきちっと全会計の分表示するということに毎年し

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） １８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １８番加藤ですが、自治法でこういう方式でやると、こういうことが

決まっていることも承知しています。ただバランスシートというのは別に自治法で作りなさいと

決められているわけじゃないのです。それは十分承知していてお話を伺っているのですけどね、

ただこれから三位一体が進んで行きますとね、何回も議会にもお話ししてあるのだけど、国から

来るお金が財源の移譲がある程度進みですね、地方交付税、それから補助金がカットされて１０

０パーセントというわけにはいかないだろうけれども、白老町には３０億円なら３０億円の財源

移譲しますよといって白老町に来た場合、交付税に頼る補助金に頼るような時代が将来は来なく

なる、頼れなくなるわけですね。与えられた財源でもって例えば３０億円なら３０億円のお金で

自治体としてやりくりしなければならないという場合にですね、このバランスシートというのが

ですね、非常に重要視されているということは、先進地でもそれを相当前から覚悟してやってい

るわけ。金融機関というのは必ずそういうものを見ますから。そうすると白老町というのはどう

いう状態にあるのか、財産がどれくらいあるのか、それを流動資産、固定資産ですね、いろいろ

な財産があるけれども、そういうものを見て融資をするとか、駄目ですとかとなろうと思うので

すよ。その為の準備体制としてやはり自治体としては考えていかなければならないというふうに

私常づね思っているものですから。なるべく早くそういう体制にしてきていただきたい。ある自

治体なんかは、係にバランスシート係まで作っている自治体もあるくらいでね、専門的に人件費

かけてそれに取り組んでいる自治体もあるのです。白老にはそれだけの仕事の場所がないから、

合間を見てバランスシートを作っておられるから、担当課としては大変だということは十分承知

しておるのですけれども、その辺りの認識をうかがいたいと思います。 
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○委員長（吉田和子君） 辻経営企画課参事。 

○経営企画課行財政担当参事（辻昌秀君） バランスシートは民間の会計基準に準拠したもの

ということになっておりますけれども、企業の場合は１つの企業価値をですね、財産の価値で表

していくという大事な部分かと思います。その企業活動を継続するかあるいは場合によっては解

散ということもありうるかということを判断する１つの基準だと思いますけれども。ただ自治体

の場合はですね、決して解散とかにならない永続的な組織ということでですね、この財産の価値

あるいはバランスシートに基づいてですね、単純に財政運営イコールということにはならないと、

そこを１つご理解いただきたいなと。道路を取得している用地をですね、決して財政状況厳しい

から売るということにはならないと。そういう意味では１つ民間との活用との仕方は違うのかな

と、そういうふうに考えております。そういう意味では今すぐという形にはならないのかなと。

今後の課題という部分では、バランスシートを作るその仕組み自体にいろいろと条件があってで

すね、十分イコール財産価値をすべて表示されていないということは我々問題意識持っています

ので、今後の課題ということで検討させていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他に質疑のございます方どうぞ。 

 ありませんか。質疑がないようですので、各特別会計における決算審査の質疑を終結いたしま

す。これで一般会計及び各特別会計の質疑がすべて終わりましたので、認定第１号、平成１６年

度白老町各会計歳入歳出決算認定についての討論に入ります。討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 採決いたします。 

 認定第１号平成１６年度白老町各会計歳入歳出決算認定について、原案の通り決定することに

賛成の方は挙手を願います。 

 賛成多数。よって認定第１号は認定すべきものと決定しました。 

 少し早いのですが、昼食の休憩に入りたいと思います。再開を１３時といたします。よろしく

お願いいたします。 

休 憩  午前 １１時４４分 

                                           

再 開  午後 １２時５９分 

○委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 認定第２号、平成１６年度白老町水道事業会計決算認定についてを議題に供します。別冊にな

っております別冊の決算書１ページをお開きください。１、平成１６年度白老町水道事業決算報

告書１ページから９ページまでの質疑に入りたいと思います。質疑のございます方どうぞ。 

 １８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １８番加藤でございますが、ここでは８ページの貸借対照表でいつも

疑問に思っていたのですが、この固定資産税の中で減価償却をしておるのですが、減価償却を累

計額で載せているということね。従って例えば建物４億１，２００万円減価償却の累計額が１億

７００万円と。累計額として載っているのですが、普通は建物というのは減価償却をした後載せ
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るというのが普通の会計だと思うのですが、下のイロハニホヘまで全部そうなのですけどね、こ

ういうふうにしなければならないものなのかどうか、その点が１点。これが自治法で決められて

いる記載の方法だといわれればそれっきりなのですが、その点が１つと。 

 その１番下のほうに三で繰延勘定で水源調査費５４５万円と、こういうものが載っています。

これは１０ページに書いてある総括事項でもお聞きしようと思っていたのですが、これは水源調

査費３年間の累計が５４５万円だと認識しているのですが、これはあくまでも水源調査費という

のであれば経費として落とすのが普通だと思うのですけどね、それを資産勘定のほうに載せてい

るというのはどういう意味なのか、その点伺いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） まず１点目につきましてはですね、不勉強でして、少し時

間を貸してください。それから２点目につきましてはですね、資料を今持ち合わせているのです

けれども、回答になるかどうか分かりませんけれども、繰延勘定償却というのはですね、公営企

業の収益収支、支出との内ですね、その効果がその後数年間に渡るようなもの、または人事的で

あるいは巨額であると、その年度だけで負担できないような場合にですね、繰延勘定ということ

で整理をさせていただいております。この水源調査費につきましては、試算として繰り延べられ

た費用ということで５年間で償却といいますか、そういうような考え方でやってございます。 

○委員長（吉田和子君） １８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １８番加藤ですが、水源調査費というのは普通何か物を買ったとか建

物で残っているとか、そういうものじゃないわけですね。これあくまでも経費なのですね。調査

費として。ですから、土地を求めたとか、施設を買ったとかじゃないから僕は資産勘定じゃない

と思うのだけれども、資産勘定との扱いをして５年間で減価償却してゼロにするのだと、こうい

う考え方分かるのだけれども、どうもその面からいけば他の固定資産、流動資産、繰延資産とい

うのは自治法でそういうふうに決まっているのだと言われればそれっきりなのだけれども、当然

調査費で後でまた質問しますけれども、失敗と言ったら語弊がありますが、水源として調査した

のだけれども、最終的には不可能と判断されたものなわけですよね。従って経費として当然落と

すべきものなのだけれども、５４５万円という金額が大きいので１度に経費として落とさないで、

５年間で償却するのだという考え方でこういうふうにしたのかというふうに受けたのだけれど

も、そういう考え方でいいわけですか。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 水源調査というのはあくまでも将来にわたってですね、今

現在はその水利権といいますかね、そういうものは満足しているわけですけれども。将来のこと

を考えてですね、あくまでも調査をしているという観点に立ってこういうような整理をしている

ということでございます。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

 ７番西田委員。 

○委員（西田祐子君） ８ページなのですけれども、そこのところで流動資産のところで未収
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金１，５７３万１，２４９円とありますけれども、この未収金というのは間違いなく資産として

入れれる未収金と判断してよろしいのでしょうか。その辺お聞きしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

 暫時休憩をいたします。 

休 憩  午後  １時０７分 

                                          

再 開  午後  １時０９分 

○委員長（吉田和子君） 会議を開きます。佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） １，５７３万１，０００円の未収金なのですが、これは水

道料金ですね。これが１，４５４万８，９８４円、それから受託工事費で古いのがございまして、

それですね。主なものを申し上げます。それから下水道のですね、下水道会計から受託している

分がございます。これの３月分、これが年度払いでして、下水道のほうからは４月にならないと

入ってこないということで、水道のほうでは未収金扱いをさせていただいていると。それが１１

６万円ほどあります。これが内訳でございます。 

○委員長（吉田和子君） ７番西田委員。 

○委員（西田祐子君） 未収金をどういうふうに考えるかという考え方の違いも多分企業とこ

ういうところでは違うのかなとは思ってはおりますけれども、ただですね、水道料とか工事費と

か未収金には未集金なのですけれども、これは１６年度分としてこの金額は考えてよろしいので

すね。そういうことも含めて先程聞いたのですけれども。その過去の分の未収、入らなかった分

というのは計算しないでよろしいのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 当期分の未収金もございます。それから過去の分もござい

ます。いわゆる滞繰というふうに言っているその分も含めてのものでございます。ですから未収

金そのもの全額ですね。 

○委員長（吉田和子君） ７番西田委員。 

○委員（西田祐子君） そうしましたらですね、この流動資産の中で水道料は当期分と過去の

分と両方入っているということになりますと、普通一般企業の会計でしたら当期分の未収金だけ

はとりあえず未収金として資産には掲示はするのですけれども、過去の分の未収金についてもや

はり流動資産としてこのように挙げといて、昨日も今日も質問した中で随分集金率が過去のもの

について非常に難しいようなこと聞いていますので、そうした時にですね、これをどのくらいま

で収益上げて、そしてこの未収金分をきちっと整理できるのか、その辺はっきりしないと、申し

訳ないのですけれど、下水道事業よりも水道会計事業のほうがですね、収納率も悪いものですか

ら、収納率数字的に悪いような気がしました。そういうことも含めてこれから先この未収金の分

どのように手当されていくのかお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 予算はですね、当期分の水道会計は企業会計ですから、発
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生主義ということで、予算ではですね、当期分のいわゆる現年度分ですね、その分しか計上はし

ないのですが、未収金ということになればですね、その滞繰分も含めて整理をさせていただくと。

これが１つのルールとしてやっている。未 収金の整理ですけれども、かなり他の税とかそういう

ものと比較しますと、徴収率なんかもいいわけでして、１６年度につきましては６７．８パーセ

ント滞繰分ですね、そういうような徴収率を上げております。下水道と比べるとということなの

ですが、実は下水道よりも若干水道のほうが下がるのです。というのは、下水道のほうで地下水

を使っている方がいるわけです。その方も下水道使っていますので、水道とは別に流量計を付け

ていただいて、その地下水を使っている分をですね、下水道料金としていただいているわけです。

ですから若干下水道のほうが高くなりまして、水道のほうが低くなると、こういうようなものが

ありますけれども、いずれにしましてもこの未収金を減らすための努力はしていきたいというふ

うには考えております。 

○委員長（吉田和子君） 他に質問のございます方どうぞ。 

 ９番吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 今の分に関してだぶっていれば回答よろしゅうございますけれども、

私が要求しました資料に基づいて２,３質問いたします。過年度の未収金で３００件４５０万円、

当該年度で９９２万円ということで１，５７３万１，０００円あるわけなのですが、これらを含

めてみたときに要するに過年度、１５年度以前４年間の未収金に対しては、先程来の説明からす

ると非常に回収が難しいという判断に達するわけですが、それについて課長さんいかがお考えで

ございましょうか。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 過年度分につきましては確かに難しいものでございます。

今税もそうですし、水道でもそうなのですが、やはり金額的に大きくなるとですね、なかなか支

払い意欲がなくなるといいますかね、そういう傾向が見えてはきています。また悪質な方もおり

ます。例えばですね、５年間分水道料持っていてですね、毎月１月分ぐらいずつしか払わないと

いうようなですね、悪質なのもおります。また払えない方もいますけれども、その辺のところの

見極めをきちっとした中で、強くこれから対処していかなければならないと。先程下水道料金の

ことで申し上げましたけれども、私どもの責任の中できちっとした姿勢で望んでいきたいという

ふうに考えてございます。 

○委員長（吉田和子君） ９番吉田委員。 

○委員（吉田正利君） １６年度の未収件数１，３５４件となっておりますが、非常に大きい

わけですけれども、これ何か特殊な事情ございましょうか。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 下水道料金につきましては、古い分から整理をさせていた

だいておりますので、古くなるとですね、件数が減ってくるということでどうしても新しい分が

件数が多くなると、こういうことでございます。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 
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○委員（吉田正利君） はい。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。 

 なければ次に進みます。次に１０ページをお開きください。２、平成１６年度白老町水道事業

報告書、１０ページから２０ページまでの質疑に入ります。質疑のございます方どうぞ。 

 １８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １８番加藤ですが、１０ページですね、総括事項としていろいろと報

告がされております。経営内容も監査委員さんがご指摘のように非常に良好であるというような

意見もいただいております。ここで私お聞きしたいのは、先程と関連するのですが、メップ川上

流の流量等調査３カ年計画を行ってきた調査の結果ですね、新規に水利権を取得することは不可

能と判断し、今後・・・という文章があります。先程の５４５万円がかかった経費なのですが、

現時点でのメップ川上流での新規の水源調査はできないのだというふうに判断したということ

なのですが、現在の３箇所からの水源地からで今の給水量が間に合うのは、人口何人まで今の給

水量で間に合えるのですか。町民が３万人くらいまでは大丈夫なのですか。そういうあれは設定

していると思うのですが、どうでございましょう。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 計画人口を２万７，５００人で、水利権といいましょうか、

水源を１万３００トンですか、そういうことで計画を持っておりますので、そのくらいの人口ま

では耐えられるということでございます。ただ最近ですね、１人の水を使う量が多くなってきて

おりますので、計画当時と現在の水の使用量からいけば、２万７千何がしにはですね、耐えれる

かなというものはございますが、一応計画段階ではそういうような計画を持ったわけでございま

す。 

○委員長（吉田和子君） １８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） わかりました。現在のあれでは２万７，０００人前後くらいまでは十

分間に合うだろうと。なかなか白老町の人口も２万７，０００人はいかないから、現状ではいい

のでしょうけれども、ただこれで満足しているわけには将来的にいかないと思うのですね。それ

でメップ川上流の水利権の調査は難しいということが分かったとすれば、他に今年来年というす

ぐそういう状態じゃなくても将来的には新たな水源地を考えておく必要があると、水源地として

利用するしないは別にしてですね、そういうことは私は必要だと思うのですが、そういう考え方

は現在持っておられるのかどうか、その辺りうかがいたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 水源調査につきましては、お分かりの通りですね、安い水

をということで水源を湧水に求めようという考え方でございますので、それについてはですね、

やはり将来的なことも考えて水源を調査していかなければならないだろうと。過去にもメップの

他にも水源を調査してございますので、それらも合わせてもう１度総合的に考えてみなければな

らないだろうと。またそれと同時にですね、お金をかければということではなくて、職員でいく

らでも情報さえあればですね、水源は調査できますので、現地に出向いたりしましてですね、湧
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水のあるところを中心に水源を探していきたいなと、そんなふうに考えてございます。 

○委員長（吉田和子君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 今水源地のことでご質問ですけれども、ご承知のようにメップ川のや

つは取水量だとかこれから恒久的に確保量が難しいという判断のなかで１つメップ川は無理だ

という判断になりました。そのこの報告書にもありますが、やはり現有の水源地を活用して先程

言ったように一番うしろに印ついていますけれども、計画の給水人口は２万７，３００人という

ことになっております。それまでには今言われましたように、若干時間がありますので、当分は

その形でいくというような考え方でおっしゃった。事態が変わりましたらですね、それはやはり

何らかの対応ということで、改めて考えていきたいというふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他に質疑がございます方どうぞ。 

ありませんか。次へ進みます。次に２１ページをお開きください。３、財務諸表付属書類、２

１ページから３２ページまでの質疑に入ります。質疑のございます方どうぞ。 

１８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １８番加藤ですが、２９ページから３０ページですね。この企業債の

明細、昨日もこの利率の問題で質問したのですけれども、ここでもですね、昭和５５、６年に発

行したのが８．１パーセントというのがありますし、これですね、８．１パーセントまともに払

っているのか別にしましても、金額として８００万円くらい元金がまだ残っているのですが、内

部留保もあるとすればこれをさっさと払ってしまったらどうかと、こういう金利の高いものはで

すね、全部払うわけにはいかないけれども、そういうふうにして払ったらどうかと。それが物理

的にできるのかという質問も兼ねて昨日ご質問したのですが、ペナルティーという言葉は語弊が

ありますが、そういうもの含めて払うから結果的にはプラスマイナスすれば繰上げ償還してもた

いした効果がないのだという辻参事さんのほうの話もありました。ですけれども、こういう金額、

元金少ないので８００万円くらいなら払ってしまってもいいのではないかなと。８．１などとい

う利息を払う思いしたら、徐々にできるものから、高いものから整理していくという姿勢が毎年

計画的に考えていかれないものか、この点についてもう１度伺いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 起債の繰上償還につきましてはですね、昨日も議論ありま

したし、たぶん辻参事のほうにお伺いしているのではないのかなと、そんなふうに思いますけれ

ども、その辺は後程お話を聞くことにしまして、まずご指摘あった８．１パーセントの５５年債

ですか、これにつきましてはですね、繰上償還が認められまして、今年度でですね、繰上償還し

てございます。これはですね、公営企業金融公庫の資金なのですよ。政府系のやつについてはで

すね、昨日お話の通り繰上償還できないというこうことなのです。今回の繰上償還につきまして

はですね、公営企業金融公庫資金で年利が７．３パーセント以上のもの。これでいきますとみず

らいのであれなのですけれども、今の８．１というのがありましたですね、５５年のやつ。これ

が２つ、１つ空いて下のやつで５６年のやつ７．４というやつです。また１つ空けて７．４とい

うやつがありますね。これです。今４本言いましたけれども、これについてですね、繰上償還し
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ております。今年の９月に補正予算組んだのですが、補正予算の時にはですね、この内訳を申し

上げておりませんので、分かりませんでしたでしょうけども、一応補正を組んで繰上償還をして

いるということで、ルール的なものはですね、昨日辻参事からありましたことでですね、対応し

ているということでございます。 

○委員長（吉田和子君） １８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １７年度でこれは繰上をしたと。結果的には不勉強で申し訳ないのだ

けれども、プラスマイナスしてどれくらい得になったのか、逆にマイナスになったのか。マイナ

スということはないと思うのだけれども、プラスになったのか、総額でいいですからお示し願い

たいと思うのですが。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 資料持ってきていないので記憶で大変申し訳ないのですが、

２２０万円ちょっとだと思います。２３０万円切れたのでなかったかなというふうに思っていま

す。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他に質疑のございます方どうぞ。 

 ９番吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 吉田です。３１ページの上部の統計でお願いしたいと思います。給水

人口の件でございますが、行政区域内人口と給水区域内人口のほうに２つに分れておりますが、

この違いがどうなのかを１つ説明いただきたいと思います。それから、普及率９８パーセントと

なっておりますが、２ パーセントの給水人口に対して大体どの地区に分布しているのか、それか

らその２パーセントに対して今後どのような対策を講じようとしているかを１つお願いしたい

と思います。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 行政区域内人口と給水区域内人口、それから普及率ですか、

この辺はですね、関連ございますので、併せてお答えいたしますけれども、森野の一部上のほう

になりますけれども、それから飛生地区ですね、この辺がですね、水道がいっておりません。従

いましてこういう違いが出てくるということでございます。対策といいますか、やはり問題とな

っております飛生地区がですね、これからも課題として残るのかなと、こんなふうには考えてご

ざいます。 

○委員長（吉田和子君） ９番吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 行政区域内人口と給水区域内人口の区分の仕方についてどうなのか。 

この統計で行政区域内人口、給水区域内人口とあるのですが、この区域内というのは行政と給水

区域の区分。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 今申し上げたのと同じ答えになるのですが、２１．３１５

の行政区域内というのは白老町全体ですね。給水区域内というのは今申し上げた森野、飛生を除

いた区域ということになります。 
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○委員（吉田正利君） わかりました。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

○委員（吉田正利君） はい。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。 

 次へ進みます。先程の質問の１項目。減価償却の累計額。佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 先程加藤委員の答弁漏れがございましたのでお答えいたし

ますが、貸借対照表はですね、公営企業法によって様式が定められておりますので、それに従っ

て記載してございます。その内訳につきましては資料のほうに出ておりますので、そういうこと

でご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 今の答弁に対して質問はよろしいですか。 

 これで水道事業会計の決算審査に関する質疑が終わりましたが、歳入歳出の全般について特に

お聞きしたいことや、質疑漏れがありましたらどうぞ。 

 １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。全体にわたってお尋ねしたいのですが。１つは水道

会計のみが極めて健全財政だなという印象を受けております。１６年度も利益が出ていますし、

積立金もしているということでいえば、その要因の１つに職員に関する事項の１１ページの部分、

これ定数が１３で今１０名の職員というふうに記されておりますけれども、これどうしてこうな

るのかという表現おかしいのですけれども、定員が多いのか、それとも努力をしてこうなったの

か、こういうことなんでも減ればいいとは思いませんけれども、ある意味で言えば今までの積み

重ねだと思うのですけれども、これでやれるというのがどこに起因しているかというかね、どう

いうふうに考えているかということが１つ。 

それから今答弁にあったのですけれども、飛生の問題をどうするかというのは、水源もそうな

のですけれども、財政が厳しくなるといろいろなことが全部できなくなっていくのははっきりし

ています。もちろん今利益が出ているから使ってもいいというそういう意味ではないのですが、

少なくても私は飛生の問題が何十年後か解決できないという状況であれば,方針だけでもあそこ

に給水するための方針だけでも、私例えばのこといえばあそこに愛泉園という大きな人がいる施

設がございます。あそこまで下から引っ張るのは何年までにするとかね、その間に１軒２軒３軒

くらいありますけれども、そういう方針を持つべきではないのかと。今持たなければもう持てな

くなるのではないかという気がするのですよ。実際には飛生のアートコミュニティがどうなるの

か分かりませんけれども、あそこは水あるからということにはなるかもしれないけど、いい水出

ているからね、だけどそういう方向を持つ、今の段階で持つべきでないかという必要性を考えて

いるということで、その点どうか。 

もう１つ企業債の繰上償還の話は先程のことで分かりましたけれども、この後７．３パーセン

ト以上というのはありますし、少なくとも今の金利から比べたら３倍も払っているわけだから、

国は必ずそうやってやってくるだろうと思うのだけれども、メリットがないのだったらやる必要

はないと思いますけれども、少なくても４本で２２０万円くらいのメリットがあるのであれば、
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これもお金を全部なくするという意味ではないのだけれども、少なくとも今のこの決算状況の中

では今後引き続きやるべきではないかと思うのですけども、いかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 職員につきましてはですね、浄水場を正規の職員から振興

公社に委託したということが大きな要因であろうと。また徴収関係もかなり職員もやってきたわ

けですけれども、件数が相当数減ってきているということはですね事実ありますし、業務量がそ

の分減ってきているということもございます。そういったことに起因しているのではないかと考

えております。 

それから飛生地区につきましてはですね、やはり採算ペースが合わないということの方針は変

えられませんけれども、水源を先程申し上げている水源をどこに求められるかという、仮に飛生

等に求められるのであれば、水を引くわけですから、そこに飛生の道路使うわけですから、サー

ビスはできるのではないかと、こんなふうに、これは仮の話です。従いまして水源の調査とどこ

に求めるかによってですね、変わってくるのかなという方法が１つあるだろうと。それから委員

がおっしゃるようにですね、下から持っていくということも考えられるわけですけれども、その

辺も併せて検討させていただきたいと思っております。今年度は無理かもしれませんけれども、

来年度にかけて１つ検討させていただきたいというふうに思っております。 

それから企業債ですが、この繰上償還につきましては私ども本当に積極的にやっていきたいと

いう気持ち持っております。しかし補償金の話が昨日も出ておりますけれども、この辺の問題を

もう少し詰めてみたいと。どのくらいの補償金を払わなければならないのか。多分それほど甘く

はないでしょうから、簡単な数字ではないと思いますけれども、この辺はもう少し詰めてみたい

ということと、それからそういう制度があれば積極的にやりたいと。ただし今年もそうなのです

が、あくまでも枠で言いますので、うちがいくらこの分も全部と言ってもですね、その枠の中で

白老はいくらと決められるものですから、どうしても思うようにいかないというのが現状として

はありますが、市中銀行から借りて払ったほうがですね、金利はずっと安いわけですから、そう

いう姿勢の中で今後もいきたいとは思っております。 

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。私これ評価すべきところは評価すべきということで、

是非決算委員会の中でもこの水道会計については評価をすべきだというふうに思っております。

ただ考え方として答弁で結構ですけれども、飛生の問題なのですけれども、考え方として町民が

いい水をきちっと飲みたい、これ健康上のことから含めて大きなものだと思うのですよ。同じ税

金を払っているのだけれども、うちは採算ベースに合わないたまたま遠いところに住んでいるか

ら採算ベースに合わないから水道来ないよというのが、それでいいのかどうかということが僕は

あると思うのですよ。だからといって赤字になってもいいのか、値上げしてもいいのかというと

そこはまた議論の余地があることは十分承知しております。承知しておりますけれども、去年起

きたことならいいのですけれども、何年間も経って非常に飲み水ということでいえば大変な状況

に飛生の人達はあるということなのですね。やっぱりそこはある意味では政策的な部分が必要で
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はないかというふうに思います。その点１つ。 

 それと前回の一般会計の中で企業債の問題でのお話ございました。やっぱり本当に詰めていた

だいて、国がどう言って中身がこういうことだからできない、保証金を積めというのはこういう

中身だよ。実際やったってこれしか利益にならないし、これは無駄だというならいいのですよ。

やってみなければわからないというのではなくて、プロなわけだから国がやっていることに対し

て町が一番利益になることをきちっとやってみるまでもなく、説明がきちっとできるような形で、

そういう形で調査をしていただきたいのですよ。そうでなければ何か保証金が取られるみたいだ

からやらないよとか、やってみてもよく分からないというのは駄目です。こういうやり方は。こ

れは一般会計の同僚議員の質問にも関わってそうなのですけれども、きちっとこういう理由で白

老町としてはプラスにならないからやらない。やってみればプラスになった、そのようにはぼく

ならないと思うので、そこらはきっちりやっていただきたいと思います。その点。 

○委員長（吉田和子君） 佐久間上下水道課長。 

○上下水道課長（佐久間輝男君） 飛生地区につきましては政策判断できるような資料を作り

まして、飛生地区につきましては考えていきたいというふうに思っています。 

 それから後段のほうの話につきましてはそういう精神の中で私ども進めていきたいというふ

うに考えています。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 私のほうからご説明したいと思います。今までの経緯、飛生にいろい

ろありましたことは承知をしております。事情知っておりますし、また町民の方が皆さん上水道

飲むというのはこれ非常に大事だというふうに思っております。ただその裏側に企業会計ですの

で、やっぱり財政状況がこの裏側に控えておりますので、そこも勘案しなければならないと思っ

ております。北海道の中にも上水道とまた違う方向の簡易水道という方法もあります。技術的に

は５０パーセント５０パーセントで簡易水道もありますので、やはりそういうものも検討してい

かなければならないだろうというふうに思います。ただ今現実にアートコミュニティだとか他の

ところの一部にお方も井戸水を使っておりますので、その中でやはり問題があるかというと、特

に問題はなくて、飲用に適しているとかということもありますので、やはり地域の皆さんに聞い

てどうしても上下水道でなければならないということになればですね、上下水道にならなければ

ならないのかということも伺いながら、そういう財政的なものも含めてですね、飲料水として適

した水を確保するということも地域の人がたともう一度お話しする機会が必要でないかなとい

うふうに思っております。またそういう形で進めたいというふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君） よろしいでしょうか。他に質疑のございます方どうぞ。 

 質疑なしと認めます。これをもって平成１６年度白老町水道事業会計決算の質疑を終結いたし

ます。これより討論に入ります。討論はありませんか。  

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 なしと認めます。これをもって討論を終結します。採決いたします。 
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認定第２号平成１６年度白老町水道事業会計決算認定について原案の通り決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

全員賛成。よって認定第２号は認定すべきものと決定しました。 

認定第３号平成１６年度白老町立国民健康保険病院事業決算認定についてを議題に供します。

別冊の決算書１ページをお開きください。１、平成１６年度白老町立国民健康保険病院事業決算

報告書１ページから６ページまでの質疑に入ります。質疑のございます方どうぞ。 

１８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １８番加藤ですが、２ページの損益計算書、これを見まして医業収益

９億３，０００万円、給与費、医業費用ですね、これが５億５，７００万円ですね。資料として

実はお医者さん、薬剤師さん、看護師さんの給与の明細書を提出していただいております。その

ほかにですね、実は近隣の市町村の公立病院の医師の資料というふうにお願いしておいたのです

が、今日まで間に合わなかったというのですが、後から事務長に聞いたら口頭ではお知らせでき

る状態だとうかがっておりますので、参考のためにですね、近隣の市町村の医師のとか看護師さ

んなどのあれをお聞きしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 資料が要求がありました件につきましてですね、胆振日高の町

立の病院と診療施設について調査をしてございますので、その結果についてご報告をさせていた

だきたいと思います。まず胆振日高には９つの町立病院がございます。西側からいきまして豊浦、

白老、穂別、日高、平取、門別、新冠、静内、三石となっております。なお穂別町につきまして

は、１６年度は町立病院でございますが、１７年度からは国保の診療所に変わっております。１

６年度の数字ということでご理解をいただきたいと思います。この病院の医師の平均給与の月額

等について施設については申し合わせで申し上げるわけにはいきませんけれども、白老の町立病

院がどの辺の位置にあるのかということにつきましてはご説明させていただきたいと思います。

白老の町立病院の医師は５名おります。最大の医師がいるところは６名の静内町でございますが、

最小が日高町の１名と。各病院ばらつきがございますが、高いほうの順番からいいまして８番目

の値におります。平均の金額の１割減くらいの数字かというような状況になっております。看護

師でございます。看護師も同じようにですね、上から順番に数えまして６番目の順番にございま

す。ちなみに事務職でございますが、事務職は９病院中一番下の９位と、こういういような状況

になってございます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） １８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １８番加藤ですが、できうれば差し支えなければ印刷で皆さんに配布

していただきたい。今後の参考にしたいと思いますので、お願いしたいと思います。それでです

ね、私別に医師の給料が高い安いという議論をここでする気はございません。ただ高いか安いか

というのは医業収益がそれに伴って上がっているかどうかということなのです。従って現在の１

６年度の決算を見ますと、監査委員さんのあれにも出ていましたが、医業収益に対して給与費が

６１．２パーセントを占めておると。この（３）の経費の中にですね、実は出張医師の報酬が入
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っているのです。報償費というのですか、出張医ですね、これを加えますとですね、６８．８パ

ーセントという数値を示しているのですよ。ですからこれで見るとですね、医師の給料に割合し

て医業収益が上がっていない。従って６１．２だとか６８.何ぼだとかいう数値になるわけです

ね。これが分子になるわけですね。ですから医業収益が上がれば上がるほどこれが５０なり３０

なり４０なりにずっと下がってくることは分かるわけなのです。ですからそれだけの医業収益が

なぜ上がらないのかと、こういうことが１つの問題点として何回か議論されてきていることだと

思うのです。監査委員もまた町長の執行方針演説の中でもできるだけ経費は抑えて収益を高める

ようにと、こういう考え方が出ていますが、しかし病院側とすればいろいろな経費は一生懸命節

減に努めていると思うのですが、あといじるところといったら正直なところないのですね。あと

医業収益が上がるのであればいいのです。たまたま私資料請求しなかったのですが、どなたか資

料請求したときにですね、病院経営状況推移表というのがございます。平成８年から１６年度ま

で載っておりますが、ずっと減っているのです。医業収益は。これを見ますとなかなか平成８年

は１１億円を突破していますね。ところが平成９年は１０億円と、あとはずっと１１年も１０億

記録しておりますが、１６年度決算は９億３，０００万円ですね。このようになかなか売り上げ

の努力をしているに関わらず上がらない。今の医療行政を見ますと、国も医療費が上がってどう

にもならないということで見ますと、診療報酬は下げますと、それから薬価もこれは切り下げて

いくという傾向にあります。そういうところで医業収益を上げていくという事はなかなか至難の

技でないのかなと、こういう時期に私は来ていると思っているのですが、これについてですね、

町長の政策としては平成１９年までには病院をいよいよ根本的に考えると、どういうふうになる

かは別にして考えるという意志表示をされておりますが、１７年度、１８年度、ことによっては

１９年度まで今までの町立病院が続くとすればですね、他会計からの繰入金というものが非常に

多くなっていくのではないのかなということで、いつも言われるように財政を圧迫している大き

な最たるものだろうというふうに認識しているのですが、このあたりについて漠然としています

けれども、どのようなお考え持っておられるかですね、その点についてうかがいたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず最初に他の病院とので数字出せるような形でちょっと加工

させていただいて、生の数字では出すわけにはいかないものですから、できるだけ差し支えない

範囲でお出しをしたいと思っております。 

 それと病院の収益の推移状況ですが、資料１６に載せてありますとおり、残念ながら１０億円

程度あった医業収益がここ数年９億３，０００万円前後ぐらいで推移をしているというような状

況になっております。資料１７のほうにですね、入院外来患者の調書を提出させていただいてお

ります。その時その時々によってお医者さんの不在、あるいは長期間出張医というような形の中

でですね、なかなかお医者さんが固定されないことによってですね、やはり外来患者が減ってき

たというようなことも１つ事実にあろうかと思います。もう１つはやはり一番大きな要件としま

してはですね、入院の患者さんの数が大きく減ってきていると。去年は若干持ち直しをいたしま

したが、基本的には減ってきている傾向についてはほとんど変わりございません。１７年度の９
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月末の数字を資料１７の右の端のほうに入院患者載せておりますが、残念ながら去年は増えまし

たが、今年は４月から若干減少傾向が続いていると。この傾向について分析をしますとですね、

１つには町内に老健施設さんができてですね、そちらのほうに町立病院の療養ベットから患者さ

んが移られたと。それと広い意味で見てみますと、例えば室蘭の市立病院さん、日鋼病院さんも

以前よりきれいになったということで、そういった形で入院患者がそちらのほうに行かれている

と。私どもも医療の需給状況がどうなっているのかなということで、病院独自で実は調査をいた

しました。調査をいたしました結果、国保の入院患者さんの５割、半分が苫小牧に入院されてお

られるというような状況でございます。残った５割のうちの３割が白老町内、そして残った２割

が室蘭や札幌という形となります。従いましてですね、何とか５割苫小牧に出ている入院されて

いる患者さんをですね、何とかもう１度町立病院に戻せないのかなと考えておりますが、如何せ

ん、建設以来もう４０年経っておりましてですね、施設があまりにも老朽化だということがござ

いますから、今後この医業収益を上げていくためにですね、どういった形でどれだけの投資をし

なければならないか、その辺も含めてですね、来年３月までに病院としての検討結果を出して、

それを理事者のほうにお見せいたしまして、最終的な判断を町長にお願いしたいと、このような

段取りで持ってですね、今いろいろな検討をしている、準備作業をしている状況でございます。

以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） １８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １８番加藤です。３回目ですのでこれで終わらせますが、いまだいた

い話をうかがってそうだろうなという感じは受けたのですが、昨日の大渕委員の質問で町立病院

の利用率がね、パーセントがどの程度かという記録が調査していないのだというこういうような

お話で私も愕然としたのですが、私も病院審議会をやらせていただいているときには全町民の３

０パーセントが白老町内の病院に行っていると。そのうちの半分１５パーセントが町立に行って

いると。あとの１５パーセントは他の民間病院に行っているという話を聞いた記憶をしているの

ですが、今まだ町立病院の利用者がですね、１５パーセントにあるのかどうなのかですね、まだ

きちっとした数字は国保のほうで調べていないようですから、小数点何ぼまでは分からないにし

てもどういう傾向にあるのかですね、１５パーセント増えているのか、増えることはないと思う

のだけれども、どの程度減っているのか、それをまず１つうかがいたいということです。 

 それからもう１つはですね、昨日も一般会計の中で聞いたのは、地方交付税を当てにする病院

会計の予算のあり方、当然町立病院ですから国保病院ですから、そういうものが来るということ

は法律的にわかってはいるのだけれども、それは当てにしないような、できうれば町立病院の経

営をやっていってくれるのが一番いいわけなのですけれども。なぜそういうことを申し上げるか

と、おそらく早晩ですね、三位一体改革でそういう地方交付税的なものも病院のほうにもですね、

潤沢には来るという時世でないと思うのです。ですからできるだけ白老町の町立病院ですから、

一般会計からの繰入金の何がしはある程度やむをえないと思うのだけれども、国のほうの財政に

頼るような姿勢はですね、なるべく今後は当てにしないようなやり方で考えていかなければなら

ない時代が早晩来ると思うのですけれども.その辺りについての決意をうかがっておきたいと思



 35 

うのです。できうれば助役さんにお願いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 先程の数字的なものは病院事務長から。 

○病院事務長（丸山伸也君） 町立病院に国保の方がどれくらい来ているかということに関し

まして、実は調査を病院としてしております。１６年度はじめて初診を受けた方の保険証の種別

を実は調査しております。年間を通しますと、保険の種別でいきますとですね、政府管掌保険、

いわゆる社会保険ですね、これが３３．４パーセント、共済組合が１１．９パーセント、これは

地方公務員、国家公務員、組合健保が１３．１パーセント、これは日本製紙さんとか、国保組合

持っているところの組合ですね、それと生活保護３．４パーセント、それと国保が３３．３パー

セント、その他４．９パーセント、こういうようになっております。国保の患者さんがですね、

大体３割、ちょうど３割を占めて、社会保険が３パーセントという形になっております。それと

病院として押さえている数字で国保のほうとは関係ないですが、町立病院として押さえている外

来患者さんの割合を説明いたしますと、件数別で言いますと、全体を１００といたしますと、町

内が３３．３、苫小牧市内が４９．２と、残りが室蘭、登別、札幌というような形になります。

やはり３分の１程度の外来の患者さんが来ていないというような状況になってございます。ただ

これがどのように変化しているかについてはですね、これまた数字の取りかたがいますので、そ

の辺は多分これから国保のほうでかなり詳しい分析をされるのかなと。私どものほうも１つ三連

携の進め方の中でですね、是非こういった医療費分析をやっていただきたいと。そういった数字

もですね、私どもの病院の経営にいかしていただきたいと、このように三連携の当初からお願い

をしているような状況でございます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君） 病院経営ですね、交付税当てにするような経営ではということのご

質問なのですけれども、ご存知の通り一般会計のほうから２億８，０００万円前後のベースで支

援していくよと、これは財政健全化プログラムの中でもいっているのですけれども、そういう中

で前もいろいろ議会の議論の中でもですね、町立病院として公営病院として存続するために、町

の負担としてどれくらいが許容範囲なのよということも議論があったというふうに思うのです

が、その中で（２）が平たく言うと２億８，０００万円のうちの１億８，０００万円くらいが地

方交付税できています。その中で純粋な町の持ち出しというのが１億円ぐらいで、町民１人当り

にすれば大体５，０００円くらいの負担ですね。これぐらいはやむをえないのではないかという

ような議論もあったというふうに記憶しているのですが。今実際に現状お話しますと、今年も約

２億８，０００万円の繰出しなのですが、交付税昨日も話しありましたけれども、普通交付税、

特交合せてですね、１億５，０００万円ぐらいが交付税として入ってきておりまして、それを繰

出していると。純粋の一般財源では１億３，０００万円ぐらいですね、繰出しているという状況

でございます。国の財政状況もございますから、交付税下がってきておりましてですね、一般的

に言われているのも、交付税これは厳しくなってくるよというのは、一般的に言われている状況

でございます。そういう中で今後の病院のあり方というものを今検討する町長も平成１９年度ま

でといいますから、１８年度中ぐらいまでには一定の結論を出さなければならないのではないか
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なというふうには思っておりますが、そういうことも踏まえながらですね、今後のことは今後の

病院の運営のあり方考えていかなければならないと思いますが、いずれにしても加藤委員おっし

ゃるように交付税を当てにしないような運営のあり方ということになるとですね、結論から言え

ば、これは公立病院としてはやっていけないということになってくるのではないかと,これはい

えると思います。ただ公立病院としての使命、町立病院の今後の運営のあり方、どういう病院が

町民のためにいい病院なのか、例えば市立だと王子だとか、また室蘭の日鋼だとかと連携してい

くという事もありますけれども、そういうことも含めて町民の皆さんにとってどういった医療を

提供できるのか、町民の皆さんにとってどういう病院のあり方がいいのか、ということは今後十

分検討して結論を出していきたいと、このように考えております。 

○委員長（吉田和子君） ここで暫時休憩をしたいと思います。再開を１４時２０分にしたい

と思います。 

休 憩  午後  ２時０９分 

                                          

再 開  午後  ２時２０分 

○委員長（吉田和子君） 会議を開きます。他に質疑のございます方どうぞ。 

 次へ進みます。次に７ページをお開きください。２、平成１６年度白老町立国民健康保険病院

事業報告書、７ページから１５ページまでの質疑に入ります。質疑のございます方どうぞ。 

 ９番吉田委員。 

○委員（吉田正利君） ９番吉田です。１２ページの１７、薬品費の関係で私データ頂きまし

た。２、３質問させていただきます。病院事業の中で支出の内訳のこの薬品費用の３億３，４０

０万円というに大きな数字なのですが、この薬品の購入にあたっての現在のシステムはどうなっ

ておられるか１つ報告願いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 最後のほう聞き取れなかった。 

○委員（吉田正利君） 薬品購入にあたっての手続きについてどうなっているかですね。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 薬品の購入についてはこれ当然多額になりますので、１品目ご

とに全部単価の見積もり合わせをおこなってございます。一番安いところから品目を決めて購入

をしていると、そのような形になります。 

○委員長（吉田和子君） ９番吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 今ここでデータいただきますと大体４社ぐらいが主体的に７０パーセ

ント。８０パーセントのウエイトを占めているわけですけれども、大体この程度の業者が多いわ

けでございますか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 実はですね、ちょうどそのこともうちの薬局長に聞いてきたば

かりなのですが、昔は会社が沢山あったと。それが会社の合併、統合、倒産、こういった形の中

でどんどん集約を図られてきて、現在１,２,３番、４番目は血液になりますのでこれは別になり
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ますが、大体この室蘭から苫小牧に限られた地区で薬品を納められるの４社ぐらいと聞いており

ます。そのうちの３社がうちのほうの見積もり合わせに札を入れていただいていると、このよう

な状況になってございます。 

○委員長（吉田和子君） ９番吉田委員。 

○委員（吉田正利君） いずれにいたしましても現状の購入システムがそのような方法であれ

ば問題ないと思うのでございますが、やっぱり薬品単価そのものが非常に大きいわけでございま

すので、特に今後の体制の中で十分ご配慮いただきたいと思うのでございますが、もう１つこれ

に関連して医局との関連については医薬品購入にあたって特に関係がないのでございましょう

か、あるのでございましょうか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 医局とは直に購入する薬品には関係はございませんが、お医者

様によって多少使われる薬が違いますので、基本的な薬品はきちっと買うわけですけれども、そ

の先生独自に使われる薬はですね、また別途用意をさせていただくと、このような形になってご

ざいます。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他に質疑のございます方どうぞ。 

 １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。資料１７があるのですが、これを見ますとですね、

入院外来ともお医者さんによってずいぶん差がございます。聞きたいのは何かというと、一昨日

の質問でもしたのですけれども、例えば人間ドックをやった場合狭いというのは物理的な問題で

しょうがありません。ただ医者の所見のなかなか頂けないとかという話もあったやに記憶してい

るのですけどね。これ見ますと、例えば１６年度の第１内科と第２内科、違うお医者さんなのだ

ろうけども、これ１日入院で１４．５で片方は４．１は片方は７．２と。下にいたっては内科全

体足しても外科の先生よりも１日診ている患者さんの数が少ないのですね。どうしてそれで所見

ができないとか、忙しいとかとなるのか。仕組みが分からないからそういうふうに言うのだとき

っと思うのです。これ見る範囲においては片方３７人見ているのに片方６人しか見ないで同じ給

料払うという仕組みがよく分からないのです。そこの辺。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 疑問ごもっともかなと私も思います。最終的にはこの患者の数

というのは患者さんがこの先生をという具合に指定をされてきますので、例えば初診で内科では

内科に入りたいということであればその日の診察の状況に応じて振り分けはさせていただくの

ですけれども、最初からこの先生でなければ駄目だといって指名されてこられる方が実は大半で

ございましてですね、そういった関係からどうしてもお医者さんによって見ていただく、あるい

は入院して見ていただく方の数もどうしても違ってくるという現状が出てきております。ただ今

年度もですね、右側見ていただけば分かるかと思いますが、例えば外来でも第２内科の先生のほ

うはですね、少しずつ患者さん増やすような努力もされております。そういったことで院長先生

もとにかくきちっとノルマとは言いませんけれども、きちっと患者を診てくださいということで
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は、各先生方のほうにお願いをしていると、このような状況でございます。是非ご理解いただき

たいと思います。 

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。分かります。ただ公で聞くと聞かないとでは後で大

分影響が違うと思いますので、もう少し聞かせていただきます。例えば患者さんが選ぶというこ

とで言えばこれはしょうがないことです。ただそれ以外のお医者さんの業務に例えば３７人見る

人と６人見る人では時間の余裕が必ずあるはずです。そういうお医者さんが他の業務といったら

おかしいですけれども、例えばさっき言ったドックの担当ができなかったらしょうがないですけ

れども、できないのかどうか。それから検診なんかでこういう方に行っていただくとかね、合理

的に動いていただいてやるとか、それくらいのことはこの中身を見れば本人だって私は分かると

思うのです。あまりこういうことを言っては駄目なのかもしれませんけども。ただそういうふう

にしていかないと、これやっぱり改善するという方向が見えなければ駄目ですから、もっと他に

そういうことがあれば、もっとそういうこと。例えば介護保険の委員会に行っていただくとか、

そういうことでうんとやって働いていただくということはできないのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 実はこの表に現れてこない業務についてですね、もうすでに担

っていただいております。例えば町立病院でやっております健康教育の関係も講師もお願いした

りですね、更には介護保険の認定審査会の委員さん等もやっていただいておりますし、訪問診療

のほうも受け持って何件かやっていただいていると。決してこの数字では現れませんが、これ以

外の面でも業務を行っていただいているというような現状でございます。 

○委員長（吉田和子君） ドックとかの方に向いてくことはできないのかどうかというのは。 

○病院事務長（丸山伸也君） 全体的な診療の、ドックも含めて診療体制の問題になりますの

で、少なくとも私ども院長のほうにこういう話があるということもお伝えしますし、病院全体の

中で役割分担を見直すことが年度末にあろうと思いますので、そういった中でですね、是非検討

させていただきたいと、このように感じます。 

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番大渕です。お医者さんとは関係なく今度は看護師さんなのです

けれども、この給料見ますとかなり高額な給料だなというふうなものが率直な印象ですけれども、

これはやっぱり３交代、後は年齢構成、そういうことに起因しているのか、また先程同じ胆振日

高管内の看護師さんのお話もございました。うちは決して高くないというようなことなのですけ

れども、なぜ公立病院ではこういう状況が起こるのかね。こういうことを給料下げれとか首切り

なさいとかというのではなくて、そこのところを解決する手立てを考えないと、きっと公立病院

はみんな駄目になるだろうと、北海道のほとんどの公立病院黒なとこございませんのでね。その

共通原因がきっとあるのだと思うのですよ。そういうものにまでメスを入れるだけのですね、自

治体に力があるかないかというようなところが問われているような気もするのだけれども。この

看護師さんの給料についてはどのようにお考えですか。 
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○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 看護師のお給料につきましてはですね、確かに平均額から言う

と低いほうから６番目で、決して高いほうではないと思っています。ただ年齢構成含めてですね、

きちっと夜勤をした後にですね、きちっとフォローを、明けがきちっと取れる、あるいは時間外

がそんなにないというような形の中で、体的には非常に働きやすい、お年の方の看護師さんでも

非常に働きやすい職場だということで，比較的長くキャリアを積んで病院におられる方が多いと

いうようなことの中で、全体的には給与が上がっているのかなとは思っています。できれば本当

は年齢構成もひっくるめてですね、きちっとした階段状で作ればいいのですが、その時その時の

看護師の需給によって、やはり状況が違ってきているということが１つあろうかと思います。も

う１つは、実は看護師が非常に足りません。正職員の看護師もぎりぎりのような状況でやってお

ります。一番問題になるのは、臨時の看護師さんを集めてもですね、臨時の看護師ならやりませ

んと、正規の看護師ならやりますだとか。もう１つは看護師さん資格の問題がありまして、私ど

もとしてはやはり正看護師をとりたいと、正式採用したいと。それがなかなか思うようにいかな

いと、こういうような状況があります。決してうちの看護師が仕事をしていないとか何とかとい

うわけじゃなくて、きちっとした職務を果たしておりますが、比較的勤務条件がきちっとしてい

るということに伴ってどうしても高齢の方が多いということになります。これも順次ですね、今

後定年退職等を迎えていきますので、今できれば正式採用する看護師さんは３５歳以下という形

の中で、年齢を区切ってですね、採用を進めておりますし、来年はまた１名看護師が勧奨退職を

いたしますので、その分をできるだけ若い看護師さんを入れて埋めていきたいと、極力年齢構成

を平準化というか滑らかにしていきたいという形の中で、人事担当としては考えております。以

上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。 

 ありませんか。これで白老町立国民健康保険病院事業会計の決算審査に関する質疑が終わりま

したが、歳入歳出の全般について特にお聞きしたいことや質疑漏れがありましたらどうぞ。 

 よろしいですか。 

 質疑なしと認めます。これをもって平成１６年度白老町立国民健康保険病院事業決算の質疑を

終結いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。採決いたします。 

認定第３号平成１６年度白老町立国民健康保険病院事業決算認定について原案の通り決定す

ることに賛成の方は挙手を願います。 

全員賛成。よって認定第３号は認定すべきものと決定しました。 

 報告第１号、平成１６年度白老町各会計歳入歳出決算に関する付属書類の提出についてを議題

に供します。本件に対する質疑のございます方はどうぞ。 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。採決いたします。 

 報告第１号、平成１６年度白老町各会計歳入歳出決算に関する付属書類の提出について原案の

通り決定することに賛成の方は挙手を願います。 

全員賛成。よって報告第１号は原案の通り報告済みとすべきものと決定しました。 

 報告第２号、平成１６年度白老町水道事業会計決算に関する付属書類の提出についてを議題に

供します。本件に対する質疑のございます方はどうぞ。 

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。採決いたします。 

 報告第２号、平成１６年度白老町水道事業会計決算に関する付属書類の提出について原案の通

り決定することに賛成の方は挙手を願います。 

全員賛成。よって報告第２号は原案の通り報告済みとすべきものと決定しました。 

 報告第３号、平成１６年度白老町立国民健康保険病院事業決算に関する付属書類の提出につい

てを議題に供します。本件に対する質疑のございます方はどうぞ。 

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。採決いたします。 

 報告第３号、平成１６年度白老町立国民健康保険病院事業決算に関する付属書類の提出につい

て原案の通り決定することに賛成の方は挙手を願います。 

全員賛成。よって報告第３号は原案の通り報告済みとすべきものと決定いたしました。 

 以上をもちまして本特別委員会に付託されたすべての議案の審査を終了いたしました。なお、

本委員会の審査報告書の作成については、これを正副委員長に一任していただきたいと思ってお

りますが、意見として付けていただきたい、申し述べておきたいということがありましたら各議

員さん，会派でまとめて提出をしていただければ、報告の中に入れていきたいと思いますので、

後は正副委員長でまとめていきたいと思いますので。いつまでですか。１１月１０日までに是非

入れていただきたいということがありましたら、提出をしていただければありがたいとおもいま

す。そのものを持って正副委員長にして一任していただければと思いますが、よろしいでしょう

か。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 ご異議なしと認めます。それではそのように取り扱いをさせていただきます。 

 これをもって決算審査特別委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

（午後２時４０分） 


