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白老町立国民健康保険病院の運営に関する調査小委員会会議録 

平成１８年 ７月２８日(金曜日) 

   開 会  午後  １時１７分 

   閉 会  午後  １時４３分 

                                             

○議事日程  

―協議事項― 

今後の調査方法について 

 （道外・道内における先進事例の調査） 

                                                 

○会議に付した事件 

―協議事項― 

今後の調査方法について 

 （道外・道内における先進事例の調査） 

                                             

○出席委員（５名） 

委 員 長  大 渕 紀 夫 君       副 委 員 長  宗 像  脩  君 

委   員  熊 谷 雅 史 君       委   員  西 田 祐 子 君 

委   員  吉 田 和 子 君        

                                             

○欠席委員（１名） 

委   員  根 本 道 明 君 

                                                                                

○職務の為に出席した者の職氏名 

  事 務 局 長  上坊寺 博 之 君 

嘱 託 職 員  松 本 美 紀 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） 白老町立国民健康保険病院の運営に関する調査小委員会を開会いた

したいと思います。８月までの一定の日程、それから段取りについてはこれから局長からお話あ

りますけれども、だいたいつきましたけれども、その後のことで９月の定例会で若干予算の関係

もございますので、協議をしておきたいということがございますので、お残りを願いました。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうから先般の打ち合わせの中で８月中のおおむね調整し

ている内容すでにＦＡＸさせてもらっていますけど、概略を説明したいと思います。 

 一応学習会、吉岡経営コンサルタントお呼びしてやるという部分になってございましたが、

今病院の事務長のほうと調整してもらっていまして、まだ確定はしておりませんが、８月７日、

１０日、１７日のいずれかで組みたいということで進めております。時間は１５時からという部

分になっておりますので、その前に１時ぐらいから特別委員会組まさせてもらって、２時から政

策推進室のほうも視察に前段に伴いましての説明を受けるということで、１時ぐらいからおおむ

ね始めまして、流れの中で進みたいと今のところ考えております。政策推進室のほうにはお話申

し上げていまして、｢よろしいですよ｣という回答をもらっております。 

 それともう１つ視察のほうですが、穂別の病院の経過をお聞かせいただきたいということで、

先般のパークゴルフの時に、議長と委員長から向こうの正副議長にお話していただいていまして、

一応受け入れとしては最終週、２８日からの週、２８，２９，３０，３１の間でお願いしたいと

いうことで、向こうの局長と電話で話しています。穂別の病院の事務長と調整とって、その中で

決めさせていただきたいという回答を頂いておりますので、決まり次第早急に流したいと思いま

すが、ひょっとしたらぎりぎりにご案内行くかもしれませんので、よろしくお願いしたいという

ふうに思います。一応先般ＦＡＸでは全員に情報として流しておりますので、お申し付けたいと

思います。 

 それともう１点ですね、第３回定例会が再来月始まりますが、役場の事務処理の流れの中で、

８月１１日が補正予算の要求締め切りになるのです。あと十何日かしかございません。その中で

補正予算組むのですが、前回のお話で先延ばしになっていた道外旅費、道外に視察行かれるのか

どうかという部分と、今回穂別に行くバス代も一応組んでいないのですよ。ですからそれは組も

うと思っていますが、もう１つ政策推進室に上がっていた砂原、そういう部分本当に見に行くの

かどうなのかという部分をある程度決めていただきたいなという気がします。一応報酬が３月に

減額されていまして、議会の内部の減額予想というの４００万円ぐらい持っています。だからそ

れを当てると十分可能かなとは思っていますけれども。そういうところで議論を頂きたいなと思

います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今局長からお話ありましたけれども、今年は各常任委員会が視察を
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するということになっておりますけれども、それとは別ということで今のところは考えておりま

す。それでだいたいのどれくらいの、１つは何班対象ぐらいでいくか。３班にするか２班にする

かということが１つございます。まさか全員で行くというわけにはいきませんので、２班か３班

には分けなくてはいけないということが１つございます。それともう１つは、日数どれくらいに

するかということと場所ね、あらあらの場所。例えば東北とかね。東北太平洋側と日本海側に分

かれて結構良い病院がございますので、そういうこと含めて考えれば、２班に分けるのか３班に

分けるのかということでもありますけれども、それで考えて一定の方向だけ出して、あらあらの

予算を組んでいただくということにしたらいかがかなというふうに私自身思っていました。次と

言っていたのだけれども時間なくなってしまったものだから、８月までの日程以外に今回のやつ

は９月議会終わったらすぐ動くということになりますので、そこらへんでそれぞれの皆さんのご

意見伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 視察は全体で行くのは無理だと思いますので、２つに割るか３つに割

るかというと、数からいうと７と１０ですから、３つに割ったら７人と６人でしょ。１０人で２

つでいいのではないですか。２回受け入れしてもらう。穂別の病院１箇所でいいでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） 今言っているのは穂別じゃなくて・・・ 

○委員（熊谷雅史君） 道外視察の話ですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はいそうです。穂別はもう決まっていますから、穂別は２０人全員

で行きます。 

○委員（熊谷雅史君） ごめんなさい、ちょっと飛んでいました。病院の道外視察・・・所管

じゃなくて。 

○委員長（大渕紀夫君） 所管事務調査では行きますから、民生は振り替えることは可能なの

です。だけど他の所との関係ございますから、もちろん私は振り替えてかまわないと思っている

のだけれど、例えば産建のメンバーが振り替えるというわけにはいかないと思うのです。所管が

まったく違うわけだから。そんなことでいろんなことが出ると逆に面倒ですから、実質的に全議

員からそういうことが出るのだったらそれは受け入れますけれども、現段階としては所管事務調

査の視察と全く別に病院の特別委員会として、視察に行ったほうがいいのではないかと僕は思っ

ているということです。但し、何度も言いますけれども、振り替えが可能であれば私は振り替え

たほうがいいと思っています。ただ総務と産建がそうなるかというと、これは全く所管違うわけ

ですから、ですからそういうのは筋から言っても違う部分もある。だから実質的に皆さんがそれ

で良いと言う事であれば別だけれども、そうじゃないのにそれをやるというのはいかがなものか

なと思っていますので、町長と公式にお会いした時もぜひ視察予算は別に見るから、病院として

行ってくれというふうに言っていますので、それはそういう形で行くのは構わないのではないか

と。強いてはその予算は９月に上げなくてはいけないので、それで今ご議論願う。それでなけれ

ば議論する必要はございません。今聞いたら３常任委員会が行く分について、予算が２００万円

ぐらいで行けるのだそうです。ということは逆に言うと、今議員の報酬を削った分が４００万円
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あるということですから、１回行く分については予算としてはそんな面倒な難しいものでもない

と思いますので、そういうことで言えば将来の病院の問題ですから、俺の常任委員会つぶして産

建なのに病院で行ったとかならないようにしたほうが私は良いのではないかと今の段階では思

っているのです。ただ産建のメンバー、総務のメンバーから振り替えたほうがいいという意見が

出たら、うちは全く申し上げませんから。振り替えたほうが良いと思っているけれど。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今回の視察は一応東京以北で２泊３日ということになっていますよね。

だからその日程に１日自分達が行く目的で産建なら産建の行く目的で行く地域のそばに病院の

目的のところがあるとそういった場合、１日増やしてやるということは構わないわけですよね。

それはどうなのですか。その日程の組み方というのはまずくないのかな。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ派遣が変わるのですよね。民生で病院行ったら今民生でき

ないですから。いずれにしても特別委員会の派遣になるわけです。 

○委員（吉田和子君） それともう１つの考えとしては、分かれ方がありますからね。だから

民生がもしかしたら３つに分かれる可能性があるから、やっぱり別枠のほうがいいのかもしれな

いですね。わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員が今言われた後半のほうの意見に僕は賛成でございます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一泊増やしても多分１箇所なのですよね。３つ行って１箇所で

対比のないもの見て、１箇所でいいのかどうかという部分もあるのかなと。複数見たほうが・・・

２つ３つ。ここ良かった、こっち駄目だったという議論がないとやっぱり駄目ではないか。 

○委員長（大渕紀夫君） 費用がそんなに変わらないのだったら３つに割れば、見る量が増え

るわけです。 

○事務局長（上坊寺博之君） ９つ見える。 

○委員長（大渕紀夫君） 反映できる量が増える。絶対量が増えるから。だから例えば民生の

６人いるメンバーが２人ずつ分かれて各会派の構成も考えてうまくやれば、相当の資料と経験は

学べるというふうにはなる。３つにしたほうが。経費の問題はわかりませんけれども。 

○事務局長（上坊寺博之君） 同じですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 同じであれば僕は３つのほうがいいかなという気がしている。事務

局は例えば病院なり経営企画のメンバーが１人くらいは付くと思いますから。そこは事務局さん

含めて事務局に皆おんぶしないで、後は必ず安いビジネスホテル以外は泊まらないというふうに

すれば、事務局に対する負担はかからない。 

○委員（熊谷雅史君） そうなればいいですよ。するのですね。 

○委員（吉田和子君） なるように小委員会の方できちんと練って、別れたときにきちっと小

委員会のメンバーが中心になれるようぐらいの・・・ 

○事務局長（上坊寺博之君） 今どういうふうになるかわからない中で話しているのは、たぶ

ん日程的にもバッと出ていっぺんに出て行かなければならない状況になるかもしれないとした

時に、政策推進室は町立病院にお願いしたいという話をしているのですよね。一緒に事務局行け
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ないかもしれないけれども付いて行って欲しいという話はチラッとしているのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 逆に言えばね、政策推進室や病院が見ていなかったら行って見せた

ほうがいいのです。僕はそう思っています。私達が見ていて職員の皆さんが見ていないのなんて

駄目ですよ。 

○委員（宗像脩君） 皆が一斉にバーっと出るという仮定に立てば、３人は出てもらうでしょ。  

○事務局長（上坊寺博之君） 一応政策推進室担当は二瓶室長と岡村参事なのですよ。ですか

ら出るとすればこの２人になる。後は病院の事務長行ってもらう。 

○委員（熊谷雅史君） ３人だから１人ずつは付けるしね。 

○委員長（大渕紀夫君） だからそれに事務局から１人や２人付くのは構わない。人さえきち

っとなればだよ。 

○委員（西田祐子君） 同じ日に出て行けば一番いいのですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） そのほうが楽というか、ただ受け入れのところが選んでも受け

てくれないかもしれないし、それは何とも言えない。 

○委員（吉田和子君） 病院なんてわりと受け入れ難しいところあるかもしれないですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） いずれにしても受けてもらうだけ議会を通して受けてもらいま

すよ。前愛知県の新城市なんかうちに来たから頼みやすいかなという気がします。新城市、ここ

はこの間来て行ったのです。ガイアの夜明けで見られたと思いますってしゃべっていましたけれ

ども。だからそういうところ行ったら受け入れてもらえるかもしれないですね。いずれにしても

直接病院にはやらないで、議会を通してやるようになる。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員どうですか、３班で行くという案はいかがでしょうか。 

○委員（熊谷雅史君） 委員長にお任せします。 

○委員長（大渕紀夫君） いいですか。 

○委員（熊谷雅史君） 私磨り減らない仲間にしてくださいね。ご配慮いただければいいです。  

○委員長（大渕紀夫君） 少なくとも熊谷委員は副委員長ですから、その班のトップで動くこ

とは間違いありませんので、そういうふうに思って一つ広い心を持ってお願いしたいと思います。 

○委員（熊谷雅史君） 早く日にちも決めてくださいね。 

○委員長（大渕紀夫君） ここで決めるのですから熊谷委員の意見も十分含めて決めたいと思

いますので。今日必要なのは３班で、２泊３日で回れる範囲で、病院の特別委員会で視察かける

ということで、役場の職員の皆さんにも一緒に行ってもらって、共通認識にすると。３班で行く

という意味は何かというと、より広く見られるという意味でございます。３箇所ぐらいずつ見た

いと思っているのだけれども、３箇所見れれば少なくとも９つ、それが議会全体に反映したとき

には、影響はかなり大きいだろうというふうに思います。構成はもちろん民生が３つに分かれな

がらですね、各会派の状況も見ながら、すべて入るようなことを考慮して組んでいくというよう

な形で少なくとも１０月には視察かけると。 

○事務局長（上坊寺博之君） あとこっちの常任委員会とのバランスがある。だからほんと行

ったらまたすぐ行かなければならない。 
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○委員長（大渕紀夫君） １、２、３で１０月に先に特別委員会かけた方がいいと思っていま

す。他の委員会もですね、早く行こうと思ったら行ってもいいし、若干遅く行こうと思ったら２

月に行っても構わないのです。我々２月に行ったこと何回もありますから。だからそういうこと

で病院のほう先に動くというふうにすると。１０月なら１０月いっぱいを目途に動くと。１１月

の頭ぐらいまでかかるかな。 

○委員（吉田和子君） このスケジュールでは１０月の後半から１１月の前半になっています

よね。もう少し早くすると。 

○委員長（大渕紀夫君） なるべく引っ張れるものは引っ張ると。 

 前倒し１０月だったら１０月にやれること考えれば、例えば議運で今議論している定数問題で

町民の中に入るということも、逆に言えばスケジュール組み易くなるのですよ。前倒しでやって

いけば、決まっていれば・・・どこかが決まっていかないと決まっていかないから。 

○委員（熊谷雅史君） ９月のスケジュールをこなして穂別を１回経営状況の説明も受けて、

ある程度のノウハウを持った中で視察先を検討して、早めに行って、出てくる資料と今度すり合

わせをして、提言内容も考えながら・・・いいじゃない。作業早くしましょう。 

○委員長（大渕紀夫君） その間にもう１、２回は学習会を入れたいと思っております。穂別

行った後必要であればもう１回学習会をやって外出るというぐらいのことまでは考えたいと。 

○委員（熊谷雅史君） 吉岡経営センターの話聞いたらだいたい理解できる。やっぱりプロで

すから。 

○委員長（大渕紀夫君） どこが同じような形で大学の先生がいいのか、どこがいいのかわか

らないけれども、含めてもう１つぐらい考えたいなと思っている。 

○委員（熊谷雅史君） 学者に聞くのだったらみつぎ町の山口病院事業管理者の話聞いたら一

番いい。 

○委員長（大渕紀夫君） 公営企業会計の全部適用している小さいところあるよ。でかいとこ

ろは全部適用しているのだよ。小さいところで全部公営企業会計全適しているのはあまりないの

だよね。もしあれば今言ったみつぎ町だとか、僕みつぎ町行ったのだよね。 

○委員（熊谷雅史君） だけど小さい病院２つだって共存共栄で生きているのだから、周りは

町ができてしまっているし。 

○委員長（大渕紀夫君） そこら辺含めて勉強会もやりながらやりたいと。 

○委員（熊谷雅史君） 今回三連携の話を含めての病院の果たす役割の話というのは、山口病

院事業管理者の話聞くと見えてくると思う。忙しい人だとは思うけれども、もともと脳神経外科

の名誉教授ですから、いろいろなことでお忙しいとは思いますけれども、だからみつぎ町にその

人の考え方をきちっと伝授した人がいるのだったら、ただあの事務局長は話飛ぶから駄目だよ。

ポイントが出てこないから。 

○委員長（大渕紀夫君） いずれにしてもそういう形で講師を招いて勉強をきちっとすると。

それを僕やらないと行っても意味ない。 

○委員（熊谷雅史君） 駄目だと思う。 
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○委員長（大渕紀夫君） 是非そういうことも考えながら、１０月いっぱいを目途に視察組む

ということで・・・ 

○事務局長（上坊寺博之君） そういう部分の議員研修の費用見ますか。 

○委員（熊谷雅史君） 少し見てもらったほうがいいのではない。 

○事務局長（上坊寺博之君） それこそみつぎ町から来るというのはそんな中途半端な金額で

ない。委員長としてどのくらい渡すのか、交通費はもちろん見なければならない。 

○委員（熊谷雅史君） このくらいはかかるんじゃない。 

○委員長（大渕紀夫君） １０万円では終わらない。 

○事務局長（上坊寺博之君） １００万円は掛けすぎ。 

○委員（熊谷雅史君） そのぐらいは見ておいたほうがいいのではない。 

○事務局長（上坊寺博之君） １００万円果たしてかけて・・・ 

○委員長（大渕紀夫君） １００万円なら駄目だ。 

○委員（熊谷雅史君） だけど僕たちはアカデミーの時に山口病院事業管理者のその話を聞い

たんだよ。２時間あっという間に終わったけれど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 公立病院の医者なのですか。 

○委員（熊谷雅史君） 要するにみつぎ町というところにある、みつぎ町公立病院の脳神経外

科のドクターだったのです。介護保険の構築をして、それで町長のほうから病院事業管理者とい

うことで、医療、福祉、介護の３連携の重役的な権限を持つ立場なのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） そしたらそんなにかからないのではないですか。 

○委員（熊谷雅史君） みつぎ町ではそうなのだよ。だけど本人の所在地、自分の地位という

のは、あの当時は熊本大学脳神経外科の教授だから。今は名誉教授だけども。 

○事務局長（上坊寺博之君） そのような役割あるのね。２足のわらじ。 

○委員（熊谷雅史君） いやいやだから大学に行って今子供達に教えているのだとは思うのだ

けど。 

○事務局長（上坊寺博之君） せいぜい研修するといっても謝礼５万円とか１０万円で。 

○委員（熊谷雅史君） それは局長の腕だ。私達のことじゃない。 

○事務局長（上坊寺博之君） それ以上なかなか難しいと思う。 

○委員（熊谷雅史君） 話聞いたら、本当に目からうろこ落ちる。「はー」と思う。 

○委員（吉田和子君） ３連携積極的に進めて、介護保険制度が育つ以前から３連携できてい

たところだから、それはそれで・・・ 

○委員長（大渕紀夫君） 講師につきましては、何人かいい人がいないかということで、政策

推進室や病院にも聞きながら、やると。その時は議会オンリーじゃなくて町のほうとも教材にし

て全体が聞くというふうにすれば、経費もすべての点で良いと思うのだ。これやっぱり全町的に

進めることだから、例えば本当にそういうことが可能だったら、一般町民で興味のある方来ても

いいよというぐらいの広い講演会なんかも１回作ったほうがいいかもしれないなと思っていま

す。 
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 議会が少しずつリードできるようなことも含めて考えたほうがいいと思う。 

 そういうことで予算については宗像さんと私事務局と相談受けながら進めさせていただいて

よろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） そのような格好で今意思統一したのは、１０月いっぱいぐらいで病

院の特別委員会としての視察を行うということ含めて、この間８月までだと言ったけれど１０月

までにします。 

○委員（熊谷雅史君） 小委員会でそういう話決まったよと情報流したほうがいい。 

○事務局長（上坊寺博之君） 角度違うから補正予算の絡みなので・・・２日の議運でもしく

は間に合えば流そうかなと思っているのですけれど。 

○委員（熊谷雅史君） ２日の議運ね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会派に流れるはずですから。 

○委員長（大渕紀夫君） それではそのようなことで病院関係進めますので、よろしくお願い

します。                               

（午後１時４３分） 


