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平成１８年決算審査特別委員会会議録 

平成１８年 ９月２１日(木曜日) 

   開 会  午前 １０時００分 

   閉 会  午後  １時３７分 

                                             

○出席委員（１８名） 

委 員 長  及 川  保          副 委 員 長  山 本 浩 平  

委   員  熊 谷 雅 史         委   員  小 西 秀 延 

委    員  鈴 木 宏 征          委   員   玉 井 昭 一 

委   員  土 屋 かづよ         委   員  西 田 祐 子 

委   員  近 藤  守          委   員  吉 田 正 利  

委   員  氏 家 裕 治         委   員  吉 田 和 子 

委   員  斎 藤 征 信         委   員  大 渕 紀 夫 

委   員  中 出  正          委   員  谷 内  勉 

委   員  加 藤 正 恭         委   員  根 本 道 明  

議   長  堀 部 登志雄          

                                             

○欠席委員（０名） 

                                                  

○説明の為に出席した者の職氏名 

  助         役      三國谷 公 一   

 助         役      煤 孫 正 美 

  教    育    長      山 崎 宏 一   

総  務   課  長      白 崎 浩 司 

  税  務   課  長      辻   昌 秀   

  出  納   課  長      長 内 正 男 

町  民   課  長      五十嵐 則 夫 

  健 康 福 祉 課 長      山 口 和 雄    

健康福祉課介護保険担当参事    武 岡 富士男 

  寿  幸   園  長      千 石 講 平    

経 営 企 画 課 長      岩 城 達 己 

  病 院 事  務  長      丸 山 伸 也  

  消    防    長      前 田 登志和 

政 策 推 進 室 長      二 瓶  充 

  政策推進室特命担当参事      岡 村 幸 男 

  生 活 環 境 課 長      須 貝  貢 
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  産 業 経 済 課 長      三 戸 功 二 

  水 産 港 湾 課 長      堀 江  寛 

  建  設   課  長      後 藤 光 雄 

  上 下 水 道 課 長      佐 藤 克 悦 

  学 校 教 育 課 長      目 時 廣 行 

  社 会 教 育 課 長      坂 本  譲 

  子 ど も  課  長      渡 辺 裕 美 

  監  査   委  員      岡   英 一 

  監  査   委  員      宗 像  脩 

                                            

○職務の為に出席した者の職氏名 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 

主     幹    中 村 英 二 
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◎再開の宣告 

○委員長（及川保君） 昨日に引き続き決算審査特別委員会を再会いたします。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] 

○委員長（及川保君） 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

会計の審査から行います。 

 特別会計に入ります。145 ページから 149 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 172 ページから 187ページでございます。質疑のあります方はどうぞ。 

 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 国保の関係では私は何度も質問しているわけですけれども、今回のこ

の 17 年度の決算見ますとですね、１つ人件費がかなり減っていると、事務局員が１名でしょう

か、レセプト点検も１名になっているのだけれども、どこか違うところで１名あるのかわかりま

せんけれども、そういうことで言えばこの人件費の節約、滞納繰越分の収納率が若干ですけれど

も上がっているということですね、それと単年度実質収支が赤から黒に転換していると。こうい

うことでは国保の職員の皆さん方の努力がこういう形で現れているということは、非常に評価で

きるなというふうに私は思っております。特に滞納繰越分の調定額が若干ですけれど上がったと

いうことについてはどういう努力をされたのかということをお尋ねしたいということが１つあ

るのです。ただですね、それにしても前年度の調定額が３億 7,900万円という金額、現年度分の

約半分といえるくらいの滞納繰越分があるわけですよ。ですから当年度分が９０パーセント以上

になってもですね、全体に通してみると極めて低い収納率になってしまうということだと思うの

ですけれども、これの対応策、約３億８千万円の対応をどうするかと、当然その不能欠損に応じ

たりいろいろなことあるのですけれども、ここが一つですね、国保会計で言えばかなり大きなウ

エイトを占めているのかなと思います。それでこれに対する特に滞納繰越分に対する対応策をか

なりきちっと見たほうがいいのではないかと思うのですけれど、その辺の見解を伺いたい。そう

いう中で収納率がどうして上がったのかという点についてもまずお伺いをしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） 国保税の納入の関係でありますので、私のほうから御答弁させてい

ただきたいと思います。まず収納率が上がった部分のご質問でありますけれども、昨日一般会計

のほうでもお答えしておりますけれども、これは納税、税務課のほうで行っておりますけれども、

毎月月末の１週間をですね、夜間徴収と定めまして、同時に夜間納付窓口を開設しておりまして、

日中仕事等で納付できない納税者のための対応を行ってございます。また併せて滞納者に対して

ですね、連絡をとって納税相談を実施しております。また昨年度からですね、国保グループとの

連携を深めるということで１名の対応を得まして、２ヶ月に１度休日における訪問による納付奨
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励を実施しまして、併せて休日の窓口を開設しております。これは昨年度から国保グループの連

携をより密にしてということで行ってございます。また保険証の交付の部分ではですね、これは

町民課の対応になりますけれども、短期交付を行いまして滞納者との折衝をですね、小まめに行

ってきていると。そういうような体制でございます。次に滞納繰越の部分のご質問でございます

けれども、３億数千万という部分につきましては過去の部分の繰越ということでございますけれ

ども、実はこの約半分ぐらいが滞納処分、あるいは交付要求、更に執行停止ということでですね、

そういう仕分けの中である程度整理していく部分でございます。この執行停止が結果的にはです

ね、３年後には不能決算につながるということでございますけれども、残りの部分につきまして

は、約半分につきましては先程来御答弁させていただいておりますけれども、それは納税者との

いろいろな相談の中でですね、分割の納付を頂くということでですね、納入について働きかけを

している部分でございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） そういう努力をされているということは理解するのですけれどもね、

３億 7,000万円というのはある意味では異常な数字というかな、そういうふうにいわざるを得な

いと思うのですよね。例えば私も国保に切り替わりましてですね、いろいろな書類だとか来るの

ですけれども、昨日も保険証の切り替えで来たのですけれども、中に入っている文章入っている

のですけれども,裏表びっしり書いていまして、これは勝手なことばかり言うように聞こえるか

もしれないですけれども，町民の方本当にこの国保の対象者の方読むのかなと、率直に言ってそ

ういう感じするのですよね。同時にこの金額が国保の加入者町民の方々が「えっ」３億 7,000

万円も払っていない分があるのというのわかる。特に国保の対象者の方付方がわかるような仕組

みが１つは必要じゃないかなと思うのですよ。私もこれを見てびっくりしたのですけれど、３億

７,000 万円の滞納繰越金というのはいくら７億数千万円のやつを毎年度のやつをがんばっても

ですね、これが減らない限り財政的には好転しないのではないかなというふうに思うのですけど

ね。ですからこの３億数千万円という滞納繰越の位置づけが、特に国保安定化計画含めてですね、

考えたときに、これをどうするかということがかなり大きなウエイトを占める。もちろんもう１

つは医療費を下げるということは当然のことなのだけれども、この部分もう少し我々も町民の皆

さん方もすっきりする方法、不納欠損にしなさいという意味ではないのだけれども、もう少しす

っきりするような形になっていかないものなのだろうかと思うのですけれども、そこら辺どんな

ものでしょうかね。 

○委員長（及川保君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） ご指摘のとおりなのですが、３億 5,000 万円の滞納繰越ですね。数

字上は調定額８億近くありますからご存知のとおり現年度の徴収率はやっと 91 パーセント超え

る程度ですから、現状１割近くが滞納繰越になってしまします。ですから 7,000万円代後半の滞

納額が１年で繰り越されると。それで５年間貯まりますからこういう数字になって、数字を滞納

繰越分の徴収率というのは頑張っていますけれども、やはり 10 パーセントには到底満たないと

いう状況です。これは１つにはですね、委員も十分ご存知のことだと思いますけれども、税法上
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は滞納繰越分を優先して取るのがこれは原則ですが、やはり滞納者の納税意欲を喚起するという

か少なくとも現年度分はきちっと治めていただいて、滞納なってしまったものはきちっと対応す

る中で先程から課長言っていますように、誓約書ですね、取りながら計画的に収めていただいて

いるということで、一気に滞納部分の徴収率が上がってこないということでございます。 

もう１つはペナルティの関係がございまして、やはり一定の現年度の収納率を確保しなければ

ならないということで、私どもも現年度どうしても中心の徴収という方法とってございます。そ

の結果が今回トータルでマイナスから単年度収支黒字にできたというのは、その辺の収納率が上

がったことが認められて、道からの調整交付金が増えた結果ですね、今までペナルティがあった

のがなくなったとかですね、そういうことでこういう数字の結果になってございます。要は収納

率の強化ということになると思うのですが、昨日来から課長が申し上げていますように、本当に

今徴収のほう小まめに対応してございまして、滞納処分のほうも 17 年度も 150件程やっている

のですね。給与を始め、預貯金それから年金、生命保険なんていう例もあるのですが、そういう

ことで本当に負担の原則というのですか、そういったきちっと対応しなければならない方には対

応していますし、本当に困窮されている方にはそういう分納で決めこまやかく少しづつでも収め

ていただけてるような対応とっているということですね、なかなか滞納繰越分の成績上がってま

いりませんが、そういうようなことで収納対策としてはですね、本当に目配り気配りしながら一

生懸命徴収のほうがんばっているということで、その辺は一つご理解をしてやっていただきたい

なと、そのように思います。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 一番最初に申しましたように、私は努力をしているということは本当

に評価をしたいと思いますし、いかなる理由があろうとも赤字から黒字に単年度で転換したとい

うことは、金額はいざ知らず続けるということが、それと滞納繰越もほんの少しだけれども上が

ったと。これが来年度も上がると、10 パーセントまでいかなくてもいいですから、５パーセン

トでもいいから下がらないで上がっていく、もっと言えば当年度分で収入未済額の分が滞納繰越

に落ちていきますけれども、その分を上回るだけの徴収ができればですね、要するに３億数千万

円というのは減っていけば私は極端な改善じゃなくても結構だと思うのです。もちろん今助役さ

ん言われたように、きちっとするところはする、生活困窮者にはやっぱりそれなりの対応をきち

っとするということが私は必要だと思っていますから、一気にやりなさいとは言わないのですよ。

ただこういう努力が続いていけるような、今年１年で終わってしまった来年になったらまたとい

う状況にならないようなですね、そういう方策をきちっとたてて、そうじゃなかったから今こう

なったとは十分理解するのだけれども、従来の延長線上にとらわれないで新たな方策を３億数千

万円を何とか３億円割ろうじゃないかと、みんなの力で割ろうじゃないかというような取り組み

が今とても求められていると。極めてオーソドックスだけれども、そういうものが最後はやっぱ

り町民との理解を得られるというふうになっていくと思うのですよね。ですからそういう危機感

含めてですね、町民に周知する方法も考えていただきたいと思うのですがいかがですか。 

○委員長（及川保君） 三國谷助役。 
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○助役（三國谷公一君） この問題につきましては、単に国保の問題だけではなくてですね、

昨日からいろいろ議論ございますように税ばかりじゃなく税外収入のほうもですね、同じことだ

というふうに私思っております。温度差の問題も監査のほうから指摘されておりますが，来年に

向けてはですね、そういった徴収体制も整えながら、やはりこの辺も貴重な財源ですから、財政

運営上もどう確保していくかということは大変重要なことだというふうに思います。一方では医

療費も今回ある程度抑えられたということで、医療費も抑え、歳入確保していけばですね、慢性

的に続いていた他国保会計であっても何とか黒字体質にできるという１つの我々自身も付きま

したので、十分町民に対するＰＲということもございましたが、そういうことも含めて来年もこ

ういう数字が残せるようにですね、最大の努力をしてまいりたいと、このように思います。 

○委員長（及川保君） はい。他ございませんか。 

 ございませんね。それでは次に進みます。151 ページから 156 ページまでの老人保健特別会

計全般について、決算書は 189 ページから 196 ページでございます。質疑のあります方はどう

ぞ。ございませんか。 

[｢なし｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（及川保君） それでは次に進みます。159 ページから 165 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 198 ページから 207 ページでございます。質疑のありま

す方はどうぞ。14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 本当に簡単なことお尋ねしたいのですけれど。主要成果説明書の 161

ページの真ん中ぐらいにに処理状況というのがあるのです。その中に年間脱水汚泥処分量という

のありますよね。いいのですけれど、これは去年の主要成果等説明書見ますとこの数字がぜんぜ

ん違うのですよ。前年度 871 トンとなっているでしょ。これ僕の見方が悪いのかわからないけ

れど、去年のやつ見ると 160 ページなのだけれども、当年度分が 1,705 トンになっているので

すよ。事実かどうかわからないけれど、単純なこと指摘するのではなくてどうしてこういうふう

になるのか、悪いとかいいとかそういうことではないですから誤解しないでください。ただこれ

見ていて変なものだから・・・ 

○委員長（及川保君） 保留の取り扱いをいたします。後で・・・ 

14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ごめんなさいね今の質問は。それでこれは下水道の職員が５名から４

名になったというふうになっているのですよ。今年１名減っているというのは努力の結果なので

しょうけれども、各会計随分こういうふうに減っているのだけれども、業務の問題で問題全くな

いのかということと。どうして聞くかというと、合併浄化槽に変わりますよね、それでかなりな

エネルギーをこちらに使っているのではないかなというふうに私自身は思っているのですよ。で

すから嘱託職員さんの対応なのか単なる努力で、今下水やりながら両方やっていますよね。です

からこちら終わってしまったというのなら別なのですが、そうでないからこれは人員的には大丈

夫なのですか。 

○委員長（及川保君） 佐藤上下水道課長。 
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○上下水道課長（佐藤克悦君） まず先程保留にさせていただいた質問にお答えします。当初

配布しました印刷物に先程指摘ありました訂正箇所ということで、別枠で修正してくださいとい

うことでお渡ししているということでございます。それからただ今の１名減につきましては、

17 年度に上下水道課が１つの課に合併になりまして、管理職の給与を水道のほうで見るという

ことで実質下水道の特別会計からはずしたということもございますので、そういったところで１

名減、なかなか苦しい会計なものですからずらしたということになっています。それから浄化槽

は 18 年度から実質開始ということですからその担当参与というものが配置されておりますので、

当面の間はＰＲ活動、今年は 11 件ほど決定しましたが、今のところはまず１人で十分かなと。

それ以外のところは当然私も含めてみんなで対応していくということになっております。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。ありがとうございます。 

○委員長（及川保君） 暫時休憩します。 

休 憩  午前 １０時２０分 

                                           

再 開  午前 １０時２３分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて委員会を再開します。佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） 先程の年間脱水汚泥量のもう１度お答えをさせていただきま

す。最初に配布しましたのはやはり 1,075 という数字でいたものを修正させていただいて、871

ということで昨年お渡ししているということで、今年度の 17 年度決算に記載されている 871と

いうのが正解でございます。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。他ございませんか。 

[｢なし｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（及川保君） それでは次に進みます。167 ページ学校給食特別会計全般について、決

算書は 209ページから 212 ページでございます。質疑のあります方はどうぞ。 

 ７番西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 167 ページの給食費のことについてお伺いさせていただきます。今年度

の決算で、17 年度で不納欠損額 87 万 4,000 円と大幅に減ったわけなのですけれども、以前から

何度もこの問題は取り上げられておりますけれども、この不納になった方とか実際に払っていた

だけない方というのは実際には何世帯あるのか，またその世帯数を教えていただきたいというの

が１つと。長期にわたっての未納なのかどうかその辺も教えていただければと思います。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 不納欠損の関係でまず世帯というか人数ですね。まず生活困

窮で不納欠損になった方が 23 件、それから居所不明ということで６件合せて 29 件でございま

す。それから長期にわたってということですが、平成 12 年度の部分が不納欠損という形でござ

いますので、だいたいですね、多い方で８万円ぐらいですから２年分ぐらいでしょうか。以上で

ございます。 

○委員長（及川保君） ７番西田祐子委員。 
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○委員（西田祐子君） だいたい 29 件と今教えていただきましたけれども、長期にわたって約

２年分ぐらいの方がいらっしゃるということなのですけれども、私はこういう家庭は正直申し上

げまして平たく言ってしまいますと子供虐待につながっているのではないかと。給食費払えない

とか払うとかという問題いろいろありますけれども、確かに大変で払えないという部分もあるか

と思いますけれども、やはりその辺はどうなのでしょうか。極端なこと言ってしまいますと、子

供にご飯を食べさせないというのと同じような状態ではないかと私は若干受け取る部分もある

のですよね。確かに本当に生活が大変であればなんだかの手続きをとるなりして，減免処置なん

かもいろいろあると思うのですけれども、その辺の考え方はいかがでしょうか。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 昨日も準要保護あるいは要保護の関係ですね、母子家庭とか

あるいは働けない方がいらっしゃる場合は生活保護という形で要保護ということで、手当つきま

すし、また生活保護は受けられないにしても所得の低い方についてはですね、生活保護世帯に準

ずる形で認定を受ける制度があります。準要保護児童生徒の制度ですね、援助制度がありますの

で、そちらのほうで給食費全額手当をするような形になっております。以上です。 

○委員（西田祐子君） それ以外は・・・ 

○学校教育課長（目時廣行君） それ以外はあくまでも認定を受けた方という形で、所得で認

定されるようになっています。 

○委員長（及川保君） ７番西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 教育長のほうにお伺いいたしますけれども、今お話聞きますとそれな

りに所得の低い方とかはきちっとした保護政策があると。その中でなおかつ給食費払っていない

方がいらっしゃるというのはですね、あくまでも払えるだけの能力がありながら払っていない。

これですね、変な話ですけれども、給食費の払っている子と払っていない子といますよね。そう

すると子供達の中であそこのあいつは給食費払っていない、そういう噂なんかも私何度か耳にし

たことございます。やはりその中で子供が給食費払っていないということで給食をきちっと食べ

てはいらっしゃるとは思いますが肩身の狭い思いをしている、そういうことはつまり子供に対す

る親の虐待だと、今の中で考えられるのかどうなのか、それはそれで仕方ないのだと親の最良だ

と思われるのか。私はむしろ虐待に近いのではないかと思っております。その辺をどういうふう

に考えてこれから対応されるのか、その辺お伺いしてみたいと思います。 

○委員長（及川保君） 山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 給食費の納入関係でございますけれども、今給食費の徴収につきま

してはですね、もちろん学校を通じてやっているわけではございませんので、学校の中で先生対

子供、子供同士というかそういう学校通じてやっている場合ですとやはり未納の方に通知書を渡

したとか渡さないとかということが生じるかもしれませんけれども、今は学校でやっておりませ

んし、もちろんセンターの職員と税務の職員でこの徴収をしていただいているということになり

ます。従って、子供同士でそういうことはわからない状況にもありますし、親のほうはですね、

当然これはセンターと税務のほうから徴収に伺いますのでそういう状況というのはご本人はわ
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かっているのでしょうけれども、それが一般的な生活の中であの方が払っている払っていないと

いうことは、給食費に限らずですね、あるのかもしれませんけれども、少なくとも今の納入され

ている環境というのは学校通してやっておりませんので、それは自動的にわかるなどということ

にはなっていないということでございますし、またそれが家庭内の虐待という今お話なのですけ

れども、どういう意味での虐待なのか今のご質問の中で私のほうで理解できないものですから、

その辺も少し聞きたいなと思っておりますけれども、少なくともそういう形でやっているという

状況にございます。それと支払能力があるにもかかわらず払っていない方がというお話でござい

ますけれども、確かに給食費ばかりではなく税、税外含めてですね、そういう状況が絶対ないと

思います。しかし私どものほうもご父兄の方と夜間徴収という形でお会いしながらですね、その

辺のことを理解していただきながら収めていただいているというのが現状でございます。 

○委員長（及川保君） 他。12 番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 給食食材のことでお伺いしたいのですが、今地産地消ということがか

なり言われておりますけれども、給食の食材の中で地元白老町はなかなか食材といっても野菜等

作っている所があまりありませんので、率としてどのくらいの率になっているのかお伺いしたい

と思います。給食費の納入の話がありましたが、昔それぞれ袋を持って給食費を収めていました

よね。それがだんだん支払わない方に通知をお渡しするようになって、それをすることがいじめ

につながるのではないかということでそういうことはしないほうがいいのではないかというこ

とで止められたというふうに思うのですが，その中で自分が給食費を持ってくる、自分が学校へ

持ってきて給食費を収めるということをしなくなったことが給食費の納入の低下につながって

いるのか、それとも今の経済状況なのか、その辺どのように把握されているか、今いろいろなも

のを読んでいると若いお母さん方というか今の子育て中の父母の中に給食費は払わなくても良

いのだという感覚の方もいる。これは他の税にもつながるのかもしれませんけれども、やっぱり

目に見えてこないという部分で払える人が払わないという状況も出てきているのかなという状

況もありましたけれども、私はあまりそう思いたくないのですが、やっぱり持っていって目に見

えるのと見えなくなったことでの収納率の低下というのは影響がありるのかどうなのか、その辺

どのように捉えられているか伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 食材の関係で率ですね。これは地元の物というと、これ考え

方なのですが、道内の物か町内の物か。道内の物でしたらまず米ですね。それから牛乳、これだ

けでだいたい 27 パーセントぐらいいっております。あと町内では率出すの難しいのですが、卵

と椎茸、これは 100 パーセントですね、あと肉類、鶏肉ですか、それから魚類が率どのくらい

かわかりません。町内業者のほうから約 1,000万円程購入しております。例えばこれ地元産とい

う考え方するとですね、道内と町内併せて 30 パーセント超えるという形になります。 

それから袋ですね。給食袋を口座振替とかそういう形に変えたことによって低下したのではな

いか。確かに給食袋から口座に自主納入する形にした場合下がるということは言えると思います。

それ以外にですね、このずっと長い間経済情勢が悪化してですね、日本経済が今上向いていると
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はいえですね、やはり経済格差というのは逆に広がりつつある部分で、給食費あるいはその他の

ものも支払いが非常に困難な家庭も多いのではないかと。そういった影響で効率は納入率が下が

る傾向にあるというふうに考えております。 

○委員長（及川保君） 12 番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） この食材の率を伺ったのは、実は食育推進計画の中で給食食材も地産

地消で地元のものを 30 パーセント使っていこうという目標値があるのですね。こういうことか

らいくと、道内は私は食材の宝庫ですので、30 パーセントは超えるだろうという頭はあったの

ですが、今後そういう計画する中でしっかり地元の食材をどう利用するべきなのかということを

検討して、食材の地元活用ももっと増やしていっていただきたいと思うのですが、その辺割合を

もう少し上に持っていくというようなことも含めて考えていただきたいと思うのです。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） なかなか白老で生産されるものが限定されていますし、当然

子供達の栄養バランスも考えなければならない部分とか、それから低額で安全安心な食材を提供

しなければならないというこういった部分もありまして、非常に難しい部分もあると思います。

なるべくですね、地元でですね、できるだけ旬なものとか季節にあったものとかそういったこと

はその予算の範囲内で配慮しながらやっていくべきだというふうには考えております。今北海道

学校給食会のほうでパンの原料ですね、小麦粉については今まで外国産、だいたい小麦というの

はほとんどが外国産なのですが、その半分を北海道産を混ぜてパンを製作していく。このような

ことがですね、平成 19 年度から実施するようになっておりますので、また更にですね、地元の

食材を使うと、こういうような形になっていると思います。私どももまだまだ勉強しなければい

けない部分もあるので、これからですね、そういったことも考えながら検討していきたいという

ふうに思っています。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。他ございませんか。ございませんね。 

 それでは 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 214 ページから 217ページでございます。質疑のあります方はどうぞ。 

 ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 工業団地の関連の中で現状 14 億数千万円というお金が寝ているわけで

ございますが、現状の企業誘致の状況から判断するとそう簡単にはなかなか成立しないのではな

いかという結論出すわけです。それで、これらを効率的に考えた場合、この 14 億円のお金を寝

せておくという考え方と、効率的に企業誘致を図るという抜本的な考え方を変えて、もう少し政

策を考え直す必要があるのではないかと考えるわけですが、これらの点について何か現状の中で

考えはないでしょうか。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 確かに工業団地会計 14 億円の赤字の現状ございます。これま

でもご答弁申し上げておりますけれども、私ども基本的には未分譲地となっている所をなんとか

企業誘致を進める中で小売してこの会計の赤字に何とか含めていきたいという考え方しており
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ます。今お話しのあるような抜本的なという部分でございますけれども、当然これまでもお話し

申し上げておりますけれども、今分譲地をすべて売ったにしてもですね、いろいろ単価の問題と

か含めて最終的な決算からすれば赤字が残るよという状況も実はあるのですね。この辺について

は会計だけ見ますとそういうことでありますけれども、他のいろいろな経済効果とかですね、い

ろいろな部分を考えた時にご理解いただける部分もあるのかなと思いますが、ただですね、これ

を団地会計だけでどういう形で最終の処理をできるのかということについてはですね、非常に難

しい課題があるのかなというふうに実は考えております。この辺につきましてはですね、今財政

改革プロジェクトの中でも一般会計のみならず特別会計含めての総合的な対策という形でいろ

いろと検討している最中でございまして、私はそこに委ねるという気持ちはありませんけれども、

いずれにしても総合的な中で検討せざるを得ない課題なのかなと。ただ一方ではいくらかでもこ

の赤字を解消するための企業誘致の努力はこれは引き続きやっていきたいなと、このようなふう

に考えております。 

○委員長（及川保君） ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 昨年来いろいろと工業団地に対する誘致政策で言うと、税制の優遇措

置とかその他の優遇措置をとっているわけですが、あのような当面の小手先的な優遇措置でこれ

からの事業というのはまず立地が難しいのではないかと思うのです。やるなら思い切り土地単価

を下げてしまうというような他でやっていない白老だけという感覚の中で政策を立てていかな

ければ、この工業団地の活性化というのは難しいのではないかと思うわけです。そういうふうな

ことで今課長おっしゃったように、いろいろと政策は考えているようですけれども、そのような

内容でもう少し役所全体でこの工業団地の現在の寝かせている 14 億数千万円というお金に対し

てやはり一時は挺色するかもしれないけれども、やはり時期的な問題とかその他のいろいろな観

点から生かす方法をもう少し積極的に考えていかなければならないのではないかと。何年経ちま

してもこのお金がさっぱり減らないということでやっていきますと、これは大変なことになるの

ではないかと思うのですね。そういうふうな意味で私はともかく工業団地という名目の中で開発

したこと承知しておりますけれども、今の段階ではやはりそのように抜本的な改革を開拓をする

ためには、もう少し役所もただマンネリ化してやっているということではなくて、これに対して

いかにしたら前進するのかという政策的な政策を打ち立てていかなければいけないと思うので

す。再度一つ考え方について回答いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 私のほうからお答えしたいと思います。ご指摘のとおり工業団地会計

非常に 14 億円という金額になっておりますけれども、以前にも私のほうからご説明した経緯が

ございますけれども、現在の工業団地の企業進出、企業誘致の関係について今運用しているとい

うような形での、具体的に述べさせていただきたいと思います。今言われますように、工業団地

の価格についてはですね、ある一定の価格は決めておりますけれども、やはり企業にとってはだ

んだん右下がりの時代から平らな時代になってきて、この近年企業の動きがあるということ、こ

の１，２年出てきました。その中でいろいろお話聞きますと、やはりどこかの町と競争している
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ということで、天秤に掛けているというのが結構あります。今言われましたように、やはり勝ち

抜くためにはやはり価格が決めた価格より更に下げるというようなことも当然出てくると思っ

ておりますし、そういう形で進めていきたいというふうに思っております。そういう面でやはり

隣の町に負けない、競争している町に負けないような条件を出すということも必要だというふう

に思っております。ただ規定から外れますので、そういう時になりましたらやはり議会だとか土

地を処分する財産管理委員会だとかそういう形の中でご説明をして理解を得てですね、そういう

対応をしてまいりたいというふうに考えております。 

 それともう１点が言われておりましたように、仮にこの土地をそのまま寝かせておいて 10 年

間でどのくらいの金利になるかということを考えれば、やはり今時点でそれを安い価格で売却し

たとしてもそれに対してプラスになるということであればですね、そういう選択の方法もあると

いうことで、そういう形の中でですね、企業誘致のほうを進めているということでございます。

ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） ９番吉田正利委員。 

○ 委員（吉田正利君） そういうふうな考え方で積極的に対処願いたいと思うのでございます。 

最後に１点現在工業団地を取得いたしまして未成立の企業が何箇所かあるようでございます

が、これに対する役所の姿勢としてそのまま放置しているのかあるいはその企業とどのような対

応をして接触して見通しを立てているのか、一言お聞かせを頂きたいと思います。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） すでに買い求められてまだ立地がされていない企業、おっし

ゃるとおりいらっしゃいます。私どももそういうところといろいろ情報の交換させていただいて

おります。一番大きい面積を持っておられる、名称は避けますけれども、そういうところにつき

ましては、どうも今の会社のほうの全体の不要資産の整理と申しましょうか、そういうような中

でですね、どうも立地までに至らないような情報実は出ているものですから、私どものほうとす

ればそちらのほうから町のほうの買戻しの話も相談はありましたけれども、残念ながら私どもの

ほうは今の環境にございませんということで申し上げてございまして、実はそういうご意向であ

れば実際に今買い求められている会社の所有物ではございますけれども、私どものこれからの企

業誘致の斡旋できる土地としてお考えさせていただきたいというようなこと含めて、いろいろな

情報交換させていただいております。基本的に今一番大きな土地についてはそういうような考え

の中で、今企業誘致進めていく上ですでに所有権ある土地ではありますけれども、それも斡旋の

土地ということで進めさせていただいていると、そのような状況ございます。 

○委員長（及川保君） 他。７番西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ７番西田です。ここの工業団地のところで何件かの企業があるわけな

のですけれども、実際に光ファイバーというのですか、そういうものがまだこちらのほうはまだ

ぜんぜん整備されていませんですし、白老町としても全然なっていないのですけれども、実際に

工業団地の中にいる企業、うちも離れてはいるのですけれども、光ファイバーがないということ

で非常に不便をきたしているという話も聞いております。実際にうちあたりもそういうものがな
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いものですからダウンロードできない、そういうことでフロッピー送っていただいたりしている

という現状もございます。その辺ですね、今後の見通しとかそういうもの、たぶん企業誘致に決

められる一つの条件としてそれなんかもあるのではないかと思うのですけれどもいかがですか。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） ただ今のご質問の件については私どものほうも企業からそう

いうお話を実はうかがっております。実は総合計画の中にもこの光ファイバーの関係については

推進する項目うたっておりまして、私どものほうも１つの課題として実は捕らえておりまして、

現実にはそのためにＮＴＴと何回かにわたってお話しをさせていただいております。私どももそ

ういう光ファイバーをぜひ導入していただきたいというふうに思ってお話をしております。その

中で今ＮＴＴが北海道全体で見たときにまだ光以前の現状のシステムがございますね、それすら

も入っていない地域が実はあるのですよというふうなことでですね、まずそういう最低限のとこ

ろの整備が各地域から来ているものですから、そういう部分ではですね、将来的にはお考えいた

だけることにはなるのだと思うのですが、なかなか早い時期にご要望にお答えするというのは難

しいというようなお話も聞いております。その中で私どものほうとしてもですね、それでは町の

姿勢として例えばそれなりの負担金を払ったときにどのくらいまでお考えになるか、そのような

ことも含めてですね、ご相談をさせていただいておりますけれども、実は結構な金額がかかりま

すし、それと一番問題は、利用がある程度固まらないと駄目なのですね。確かにご要望されてい

る企業、直接的に聞いておりますけれども、全体がまとまらないと結局実際に整備について町が

負担してやったにしてもですね、実際の利用にあたってそれぞれの利用者がかなり高い金額で利

用せざるを得ない、そういう状況実は出てくるのですね。いずれにしてもこの光ファイバーはで

すね、現状の方もそうですしこれからの誘致活動の上でもですね、やはり今の時代ですから、あ

る面当たり前といえば当たり前の整備ととらえるのが適当かなというふうに思っております。そ

のようなことで数回ＮＴＴと協議させていただいておりますけれども、これからも何かいい方法

ないか含めてですね、協議させていただきたいなと。ただ現状においてはなかなか厳しい状況。

かなり利用者の件数がまとまらなければ駄目だという問題、なかなかクリアしにくい部分がある

のかなと、そのようなふうにとらえております。 

○委員長（及川保君） 他ございませんか。 

 それでは次に進みます。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219 ページから 222 ページまででございます。質疑のあります方はどうぞ。  

 ございませんか。それでは次に進みます。 

 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 224

ページから 227 ページでございます。質疑のございます方はどうぞ。 

 ございませんね。それでは次に進みます。 

 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 229 ページ

から 232 ページでございます。質疑のあります方はどうぞ。それでは次に進みます。 

 185 ページから 187 ページまでの介護保険事業特別会計全般について、決算書は 234 ページ
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から 243 ページでございます。質疑のあります方はどうぞ。 

 12 番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） ２点ほど伺いたいと思います。17 年度の白老町の歳入歳出決算書、意

見書の中で、もちろんこちらのほうの決算書のほうの主要成果説明書にもあるのですが、この会

計の収支が剰余金が出ているということで評価をされておりますけれども、私も介護保険グルー

プの対応の仕方を見ていてかなり努力をされているし、対応も早いですし、介護度を少しでも軽

く収まるように早く手を打つということのいろいろな努力を包括支援センターも早くにできて

いますし、そういった努力それから徴収関係もいろいろな面で努力をされている結果なのかなと

思いますけれども、担当課としてどのようにそれをとらえていらっしゃるか。道内の中でもかな

り指導受けているとか、いろいろなことで大変なこと苦労されているところもあるようなのです

が、その点１点と。それから今年は保険給付費の中の不要額 1,362 万 4,000円があるのですが、

これはどういうふうにとらえていいのかなと。結局そういういろいろなものの中で健康教室とか

いろいろなことを町としてやっていますよね。そういったものの結果で予定した、予算した給付

額を下回ることができたのか、それとも何かの課題の中で給付が増えるだろうということでこれ

だけ予算を組んで不要額が出たのか、その点伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） １点目の剰余金の関係でございますが、こ

れにつきましては記載のとおり、当初の計画、国の負担、基金の負担、これにつきましては従来

は途中で変更申請ができたのです。11 年度から当初の予算で足りない場合は変更申請しますけ

れども多い場合は精算で一括精算をするという形になったわけでございます。従いまして記載の

とおり６月の補正でも計上いたしましたが、国支払い基金の還付剰余金これでございます。それ

と還付未済金、未済部分でございます。それでどのような努力と・・・確かに今のところ赤字に

はなってございません。大きく取りあげまして、確かに一昨年も介護保険の制度の改正がござい

ましてですね、いろいろな分野で新しく取り組みながらの事業が多くありました。そういう中で

道内でも例えば虐待防止ネットワークなんかも実は設立させていただいたのですが、これも道内

では一番早いということでかなり評価を頂いてございます。そういうことで介護保険料につきま

してもですね、大体中間を維持しているということで、全体的には去年の決算総括で申し上げま

すと 17 年度においては実は今まで介護保険で給付費がだいたい８パーセントぐらいの前年比の

伸び率なっています。昨年におきましては 2.7 パーセント。これは介護報酬の単価の改正もござ

いましたしいろいろなことがありましてですね、前年比 2.7 パーセントの増ということで、近年

にない低い伸び率になっている。そういうことも１つの大きな決算状況に反映しているのではに

かというふうに思っております。 

 それからもう１点の不要額につきましても先程ご説明しました余剰金の関係でございます。そ

ういうことでございます。以上でございます。 

○委員長（及川保君） いいですか。 

 14 番大渕紀夫委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 私も今同僚議員がお話しをされましたように、本当にそういう点では

努力されたんだなというふうに思っています。それで、もしわかれば 17 年度の全道一人辺りの

給付額の全道平均、全国平均との関係でどういうふうになっているか、もしわかれば。この段階

ではまだわからないのかな・・・それが１つと。 

 主要成果等説明書の 185 ページの賦課の状況なのですけど、普通徴収の被保険者数が昨年よ

り減っているのですね。どうしてこういうふうになるのか。特別徴収は増えていますよね。普通

徴収が減るということは、所得の年金もらっている人が少なくなったというふうに考えていいの

か、一定基準より少ない人が増えたというふうに考えていいのかどうか。 

それからもう１つ今確かに経営状況が良いのだけれども、普通徴収が年々若干ですけれども徴

収率が下がってきている。国保のようにならなければいいがというふうな感じを、それは国保が

悪いという意味ではございませんので、すみません。そういう意味でなくて少し心配になってい

るのですけれど、この傾向についてどのように抑えられているか。 

○委員長（及川保君） 武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） ３点のご質問でございますが、１点目の介

護給付費の全国の比較でございます。まだ速報値は出てございません。我々の想定でございます

が、今まで公表していますとですね、だいたい中間の位置、極端に全道平均より高くなるような

ことはないというふうに実は想定してございます。もうしばらくすれば速報値が出ると思います。 

それから２点目の普通徴収の関係でございますが、実は介護保険には普通徴収、年金額が年額

18 万円以下の方々で、それももらっていない方が普通徴収になる。あとは特別徴収というのは、

年金額が 18 万円以上もらっている方が年金から天引きになる特別徴収になるわけです。それと

もう一つ併合徴収というのがございます。この関係で数字が行ったり来たりするのですが、これ

は年によって変わりますけれども、年金 65 歳到達になりましてですね、その翌月から年金から

引かれるわけではございません。これはですね、今まで国の厚生年金のほうで引いてくれるのは

年１回だったのです。最短で１年６ヶ月で投げられてそれから年金から引いていただける。その

人数の関係で誤差が出てまいります。これもですね、法律の改正によりまして今回の４月からで

すね、年複数回年金から天引きしていただけるような手続きができるようになりました。そうい

うことでですね、普通徴収の併合徴収の方が若干減るのではないかということでございます。そ

ういうことで普通徴収につきましてはさほど上限がないと。併合徴収の関係で出たり入ったりす

るという関係でございます。 

それと介護保険料の収納率でございますけれども、確かに前年より 0.5 パーセントほど決算審

査でも実は下がってございます。実は私どもの現課でできることはできる限り気も盛んに実はや

ってございます。この未納者というのはほとんどが、普通徴収の方でございます。従いまして年

金額が 18 万円以下の方です。そういうことでおのずから本税の国民健康保険税と同じ方々にな

るということでございます。そういうことで税務のほうでは日々ですね、特例に頂いております

が、その他に私どもの課でできる範囲で実は努力してございます。そういう中で今回の制度改正

でですね、多少明るさが見えてきたというのは３点ほどございます。１点目につきましてはです
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ね、今まで年金から天引きされるのは身体障害者の障害年金、それから遺族年金、これは年金か

ら天引きされなかったわけです。今年の制度改正から 10 月からその方々も年金から天引きした

というように実はなったのです。それともう１点は生活保護の方。今までは生活保護費の中に介

護保険料相当分を含んで給付されてございました。そしてご自分で収めると。これがですね、生

活保護費の険者、要するに胆振支庁が直接白老町の保険者に払えるように実はなりました。 

それと先程言いました３点目には年金に天引きしていただける回数が今まで年１回が最長で

１年６ヶ月もあったものがですね、年複数回、６回ですね、年金から天引きしていただけるよう

な手続きができるようになりましたので、そういう面で若干未納に対する取り扱いは明るい材料

が増えてきたのかなという、いずれにいたしましても、徴収率をこれ以上下げないようにですね、

日々努力していく考えでございますのでよろしくお願いします。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。関連で普通徴収の方で全く無年金の方が何人いるとか

参事のほうでわかるのですか。 

○委員長（及川保君） 武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 今現在ではわかりません。ただし調べる方

法はあると思います。当然課税をしていますから、その中で年金をもらっているかもらっていな

いのかをチェックしていけば、もらっていないという事は無年金だというふうにとらえますので、

時間はかかりますけれども、調べることは可能でございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 他ございませんか。暫時休憩いたします。 

休 憩  午前 １１時０８分 

                                           

再 開  午前 １１時２５分 

○委員長（及川保君） 引き続いて会議を開きます。189 ページから 192 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 252 ページでございます。

質疑のあります方はどうぞ。 

14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 極めて単純なこと１点だけ。192 ページの正式な看護師さんと臨時職員

の看護師さんがいらっしゃいますけれども、これは正看護師さんでしょうか準看護師さんでしょ

うか。それだけお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 千石寿幸園長。 

○寿幸園長（千石講平君） 臨時の看護師の資格の関係でございますけれども、２名おります

けれども、１名が正看護師、もう１名が準看護師でございます。正職の方は準看護師になってお

ります。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。他ございませんか。 

[｢なし｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（及川保君） 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
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計の歳入・歳出決算全般について、特にお聞きしたいことや質疑もれがございましたらどうぞ。 

 ７番西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 先程の学校給食会計のことで１つ単純なことなのですが、ご質問させ

ていただきます。17 年度はアメリカ産牛肉が輸入されてなかったわけなのですが，今年度にな

りましてからまた輸入再開ということになりまして，危険部位が混入されていたということで昨

年 12 月に一時また輸入停止になりまして、保護者の方々の不安もございますので、学校給食の

中で牛肉についてはどのようになっているのか、それだけご質問させてください。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 学校給食の牛肉の関係ですが、今まで牛肉の関係は地元の白

老牛のハンバーグを地元の団体から提供いただいて学校給食として出しております。その他牛肉

はあまり使っておりません。鶏肉と豚肉を主体的に使っておりますので、アメリカ産の牛肉は使

っておりません。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。他ございませんか。 

 11 番氏家裕治委員。  

○委員（氏家裕治君） 主要施策のほうの 162 ページ、公共下水道事業会計の部分ですけれど

も、162 ページの上の役務費から委託料ありますのね。だいたい有機汚泥の運搬手数料これたぶ

ん苫小牧の苫ウエーブのほうに運搬処理かかっている経費だと思いますけれども、570 万円。こ

れわかりました。委託料についての処理場の運転管理費、それと脱水汚泥、有機汚泥の処分費、

これを分けた形の中で教えて欲しいのですけれども。それともう１つ苫ウエーブでの処分量、当

年度でいきますと 1,000トン弱なのですけれども、苫ウエーブではどのくらい、また毎年ですね、

一般町民の方々にも無料であげている部分ありますよね、その部分もしあるとすればその辺の数

値教えていただきたいです。 

○委員長（及川保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） それでは委託料の件についてお答えします。大変申し訳あり

ませんが、今資料は作っていましたのですがこちらに持ち込んでいないもので、有機汚泥の処分

と脱水では処分委託料、これは後程お答えをさせていただきたいと思います。これまでの農地還

元といわれている町民向けの分なのですが、脱水汚泥の処理の 17 年度の合計は 1,522 トン、そ

のうち農地還元といわれて一般の方に無償で提供させていただいているトン数は 456 トン、こ

れは平成 17 年の実績でございます。それとその他の役務費だとか処理場の運転費の費用の区分

も後程お答えをさせていただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 11 番氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） わかりました。それは後で教えていただきたいと思います。161 ページ

の処理状況のところの数字なのですけれども、年間脱水汚泥処分量、この当年度分という 1,065

トンというのはこの農地還元の 456 トンを引いた数字だということでとらえていいということ

ですよね。まずそれが１点です。 

 従前ですね、この年間処分量と運搬費を含めますと 1,500万円から 1,600万円くらいの経費が
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毎年かかってきていると思うのです。運搬費がだいたい 500 万円前後、処分量が 1,300 万円だ

とか 1,200万円だとかいう数字だと思うのですけれど。従前から言われているのはなぜこれ有機

汚泥なのに堆肥化できないのかと。その結論は結局は重金属が入っているからできないのだとい

う話を聞きます。各自治体札幌市なんかも見ますとコンポスト政策の中でもって厚別工場だとか

有機堆肥にして処分していると。ただこれについてもランニングコストがかかりすぎるので、今

後見直しの検討の課題にもなっているという話も聞いています。ただ厚別区といういうかそうい

う地域自体は重金属が入っていないからそういう有機肥料になっているのだなと、僕は理解して

いるのです。白老町の場合はどういったところから重金属が含まれたものが入ってくるのですか。

工場施設なのかどこなのか、その辺をもし分かっていらっしゃればお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） 有機汚泥と脱水汚泥という２種類ございまして、有機汚泥と

いうのはどちらかというと下水道の管渠清掃等したときの処理前のものを私達は有機汚泥と表

現しています。重金属の部分につきましては脱水汚泥でいろいろな試験をした結果、たまたまそ

のサンプリングの中から検出されたということなのですが、原 因といいますか、それを分析した

結果、温泉排水が混ざるということで、化学反応を起こしまして、重金属微量ですけれども出る

という結果になっております。ですから、白老町特有の温泉団地以外の地域のところから集めら

れる汚泥につきましてはそういったものは先程おっしゃった不慮の事故で混入したとか不法に

投棄したとかいうことがない限りは、そういうものは出ないと承知しています。白老町の場合は

どうしても温泉排水が混ざるということで発生しているというふうに推察しております。 

 161ページの年間脱水汚泥処分量、これは先程言いましたように実際処分した量ということで

１トンほど先程私が言った数字と合いませんけれども、農地還元、いわゆる町民に還元した分を

除いてお金を払って処分した量ということでございます。 

○委員長（及川保君） 11 番氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） ３答目の質問になりますので、全般的に聞きたいのですが。町長は 17

年度の政策から環境面にわたって例えば燃えるごみを今燃料化にしようとしていろいろなプロ

ジェクトの中で政策推進室を中心としたプロジェクトを組んで今取り進めております。そういっ

た形の中で考えると、例えば生ごみに対しても登別市さんとの連携の中で年間２億 5,000 万円と

か３億円とかいわれるごみの処分料をお願いしていたものを今そういった形の中で財政難の中

でやろうとしている。例えばこの汚泥処理に関しましても年間１千数百万円かもしれませんけれ

ども、例えば原因がはっきりしていて温泉排水が原因で・・・微量と言いましたよね。それが有

機肥料に影響及ぼす数値なのか、例えば僕すみません、勉強不足だと思うのです、重金属が微量

でも入っていたら有機肥料としては使えないものなのかどうか、そういったものをどういうふう

にしてとらえていらっしゃるのか。また今まで苫小牧の苫ウエーブでもって燃やされていたと思

うのですけれども、そういったことに対して今後白老町としてはもう１歩踏み込んだ形の中で軽

減策というものをこれから考えていかれないものかどうか。今までどおりで進んでいっていいの

かどうかうががいたいと思います。 
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○委員長（及川保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） まず重金属を含んでいるという部分の安全性ということかな

と思いますので、そういったところからまずお答えをさせていただきますが。我々のほうで排出

している脱水汚泥には当然今説明したとおり若干のものが入っていると。ただ普通肥料という指

定を受けまして、これは肥料としていかしても大丈夫ですよということで、一般的な肥料として

は使えるということで登録は受けておりますので、そういった部分では肥料として使うという部

分では安全であるという、支障はないと。農地転用の場合は今度は農地のほうの基準があります

ので、年間ヘクタール辺り何トン以上まかないようにしましょうとかという農地のほうの基準が

ありますので、それはそれで違う所管の省庁の基準でやっているというふうになっています。 

それと固形燃料化ですよね、リサイクルという意味でいきますと、確かにこれまでもいろいろ

とバイオマスの関係で議会で報告したり答弁したりしていると思うのですが、処理場から排出さ

れる脱水汚泥につきましても当然供試体、いわゆる固形燃料化の一つのパーツというとらえ方を

していろいろと見当はしていただいております。ただ今氏家委員がおっしゃったように燃えるご

み燃えないごみというほうの大きな費用がかかっているほうのごみをいかに減らしていくかと

いうことから、対象にはなっているのですけれども、まずは一般家庭系とか事業系のごみを軽減

していってその次にということになっていますので、全然燃料化にしていかないのかということ

ではありません。検討はしていますし、ある程度カロリーが出るというふうには出ています。 

 先程ご質問にお答えしておりませんでしたので、堆肥化ということもお答えしますが、町内に

堆肥化して肥料生産している会社ございまして、そちらのほうから数年前から試験的に供試体と

いうことで提供していろいろと分析していただいています。ここ２年間ぐらいでいろいろと商売

になるのかならないのかというところで相手のほうもいろいろと研究をしていただいています。 

今年も６月くらいから本格的に来年から堆肥化したいという申し出もございましたので、たま

たま本議会と重なってしまいましたので相手のほうには待ってくださいということでお待ちい

ただいていると。これが終わりましたら一度週末処理場のほうを見学していただいて，本当に受

け入れが可能なのか，それが堆肥化になるのかどうかというそういったところも踏まえて見学を

していただいて、これから進めていきましょうということになっております。ですから脱水汚泥、

有機汚泥も含めて今後なるべくお金がかからないような方向でいきたいとは思っていますが、先

程の堆肥化についても無償というふうには当然なりません。中間処理業者という相手方に対して

我々がお金を払って受け入れをしていただくということになりますので、若干のその辺の処分料

とか苫小牧に運ぶまでの運搬距離が短くなるとかという意味では経費は削減されていくのかな

と。それとできたものが町民に堆肥として還元されていくと考えれば、大きな意味でいけば町内

の中で処理できるものであればというふうに考えておりますので、もうしばらくお待ちいただき

たいと。 

○委員長（及川保君） いいですか。他ございませんか。ございませんね。 

 それでは決算書の 253ページからの「実質収支に関する調書」、256ページからの「財産に関

する調書」ならびに「主要施設成果説明書の１ページ、２ページの「平成 17 年度各会計歳入歳
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出決算額調（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。 

 ございませんか。よろしいですか。ございませんね。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 17 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。討論はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。認定第１号、平成 17 年度白老町各会計歳入歳出決算認定について原案のと

おり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

［挙手多数］ 

○委員長（及川保君） 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。 

 暫時休憩します。 

休 憩  午前 １１時４６分 

                                           

再 開  午後 １２時５８分 

○委員長（及川保君） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 次に認定第２号、平成 17 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

の決算書１ページをお開きください。 

 平成 17 年度白老町水道事業決算報告書１ページから９ページまでに質疑に入ります。質疑の

ございます方はどうぞ。ございませんか。 

 次に 10 ページをお開きください。平成 17 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はどうぞ。 

14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 毎年私言っているのですけれども、水道事業会計につきましてはいろ

いろなことがあるのですけれども、なかなか健全経営で公営企業会計としては極めて良好だと思

うのですけれども、１つ職員に関する事項で１名減になっているのですけれども、これはどうい

うふうなことでこういうふうなことができたのかということだけお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） この１名減の理由につきましては、北海道のほうとの職員の

交流ということで、１名今胆振支庁のほうに行っております。これは環境という部分で白老町が

推進していこうというそういう目標を持って北海道のほうに研修をさせていると。本年度で２年

目を迎えますので、一応は戻ってくるというということになっています。減になったことでの業

務につきましては、グループ・課をあげてみんなでバックアップをしているということでござい

ます。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。他ございませんか。 



 21 

 それでは次に進みます。次に 21 ページをお開きください。財務諸表附属書類 21 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はどうぞ。ございませんね。 

 これで水道事業会計の決算審査に関する質疑を終わりました。歳入・歳出の全般について、特

にお聞きしたいことや質疑もれがございましたらどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） ございませんね。それでは次に進みます。 

 これで質疑なしと認めます。これをもって平成 17 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］ 

○委員長（及川保君） 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２号、平成 17 年度白老町水道事業会計決算認定について原案のとお

り決定することに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 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。 

 続きまして認定第３号、平成 17 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。平成 17 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はどうぞ。 

 ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 昨年もお伺いしたのでございますが、病院会計の支出の欄で薬剤材料

関係の内訳書、先般調査いただきまして大変ありがとうございます。これを見る限りにおいて薬

剤費がだいたい３億数千万円要しているわけで、非常に大きい額でございますが、これらについ

て合理的な購入方法という見地に立ったときに、病院側ではどのような手段を講じているか伺い

たいと思います。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 病院の薬品類の関係でございます。これにつきましてはですね、

まず１品目ごとに例えばＡという注射薬がありましたら、Ａについてうちに薬品を納入を希望さ

れる業者の方すべてにＡという薬品の見積もりを頂くと。その中で一番最低の見積もりをされた

業者に薬品を発注していると、こういうようなことになっております。当然この４社、赤十字は

別ですれでも、３社につきましては同じ薬を全部見積もらせて、その中で一番安い値段の物を全

部購入をしているというような形になっております。 

○委員長（及川保君） ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） だいたい見積もりを取って併せて合理的に発注されているとは思うの

ですが、具体的にはよりそれ以上にどのような手法で購入してコストを下げるかということにつ

いて気を配らなければいけないと思うのでございますが、ただ見積もりを取った段階でそれを検
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討した中で発注ということでございますが、それ以上の手を現在は打っていないのですか。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） それ以上の手ということになるかどうかわかりませんが、当然

薬の値段必ずしも年間通して一定ということにはなっていないようですので、うちの薬局長のほ

うが値段の上下、他の病院でどれくらいで入っているか等について情報を得ながらですね、安い

方に安い方にと同じ薬であれば少しでも安いような形の中で納入をさせているというふうな努

力をしているというふうに聞いてございます。 

○委員長（及川保君） ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 一般的な見解からすると、見積もりを取って見積もり合わせをすると

いうそういう段階で３億数千万円でございますので、これをまた５パーセントとると 1,700万円、

約 2,000 万円近い金額になるわけでございます。そういうふうなことでできるのであれば最終的

に見積もりを合わせた段階で最終発注業者に対して念をすると、要するに発注の細部を価格合わ

せをするというような努力が必要でないかと思うのでございます。再度ご意見お伺いしたいので

す。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 吉田委員の言われているものそのものかどうかわかりませんが、

当然薬局長のほうで先程申しましたとおり価格等も全部自分で独自に調査をしまして引き下げ

の交渉等は行っていると聞いていますので、そういう形でより安く、例えば見積もりがこうであ

っても年間の中で主従力関係をひっくるめて変動あると思いますので、それについてはやってい

るというふうにお聞きしたと思います。 

○委員長（及川保君） 他ございませんか。ございませんね。 

それでは次に進みます。次に７ページをお開きください。平成 17 年度白老町国民健康保険事

業報告書７ページから 15 ページまでの質疑に入ります。質疑のあります方はどうぞ。 

 18 番加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 決算審査特別委員会初日に私監査委員さんに伺ったことなのですが、

それらを含めてですね、今日は事務方のほうの考え方を伺いたいと、このように思います。 

今、私も 17 年度の決算について詳細に企業会計なものですから、会社簿記と同じような感覚

で詳細に分析を今自分なりにしております。と申しますのは来月視察するという重要な問題があ

るものですから、白老の町立病院は 17 年度でどのような状態にあるかということで、自分なり

に分析しようと思って今やっている最中ですが、過日もお聞きしたのですけれども、報奨費を私

は人件費に入れるべきだという基本的な考え方を持っているのです。金額が大きい小さいの問題

もありましょうが、この経費のうちの 4,400 万円という金額が報奨費で支出されているというこ

となのですよ。ここの７ページの事業報告書の概要の真ん中診療の状況の下のほうにですね、特

に小児科診療においては医師が定着したことにより前年度より 1,099人の増加になったと。１日

平均４人の増になったと。１人の医者が居ることによってこれだけのお客さんが増える、当然医

療収益も上がるということなのですね。ですから一般の会社の広告宣伝費というか経費として落
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とすと売り上げが増えると、病院はそういうものではないのですね。やっぱりお医者さんなので

すよ。人間が人間を診るわけですね。そういうことが病院の経営にプラスになっていく。居なけ

れば減る。これははっきりしているのですね。ですから報奨費とはしないで人件費は掛けても構

いませんが、それに応じた売り上げがあるというのが当然だと思うのですよね。いろいろな数値

でいけばパーセントという考え方でいくと思うのです。  

私５年前も少し調べたのですけれども、ずっと報奨費で出しているのです。それは慣例化して

いるのではないか。去年もそうだから、一昨年もそうだから今年も 17 年度も報奨費で出すのだ

という悪い言葉で言うと役人の悪いところなのですね。悪いところは直すという、考え方として

わかり易くするという方法をしなければならないのではないかなと。例がないとか慣例としてそ

ういうことはやっていないのだということではなくて、正すところは正してどなたが見てもわか

るようにしていただいたほうがいいのではないかと。こないだの監査委員の報告では格差を自分

で分析される場合は給与費に報償費を足してやったらいかがですかというご答弁もあったので

すが、私はある程度わかるからいいけれど、わからない人は人件費が売り上げに対していくらあ

るという計算は単純にこの数値だけでやってしまう危険性があると思うものですから、他の自治

体の町立病院との比較云々じゃなくて、やっぱり私は町立病院の国保の現状というものを正確に

知るためには、そういったきちっとした数字を出すべきだと思うのですけれども、そういう考え

方についてはいかがでございますか。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 考え方２つあると思うのですが、まず１つ給与の実態がわかる

ように報奨費も含めて人件費も出したらどうかと。それについてはそのとおりだと思っています。

ですから今回今年の３月で出しました経営分析の中でこれらに関わる出張医、当直医に関わる人

件費については給与費等々の中に含めて分析を行っています。それともう１つ地方公益企業法の

中で経費の区分の中でこういった出張医だとかについては報奨費のほうで挙げるというふうに

規定をしているというふうに理解をしていたものですから、報告書上はこの形をとらざるを得な

いのではないかと、このように考えてございます。 

○委員長（及川保君） 18 番加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） そういう決め方になっているとすればですね、ああだこうだ言う事に

ならないのかもしれないのだけれども、それで正確な売り上げに対してですね、医業収益に対し

ての人件費等がそういう諸経費が出るかということなのです。売り上げに対して経費が多すぎる

のではないかという指摘が出るかもしれませんね。これだけの売り上げしかないのに経費が多す

ぎるのではないかという，その中には人件費が入っているのですよという説明がいちいち必要に

なってくるわけですよ。ですから分析する場合ストレートにできるような数値を載せてもらえる

ほうが私どもにしてみれば非常に良いというふうに思うのです。先程申し上げたけれども自治体

との比較、今度の視察の問題も私どもには病院の問題については重要な問題だと認識しているも

のですから、新聞にも大きく全員が視察に行くと、あの新聞も好意的に書いているのか悪意的に

書いているのか、私は善意に解釈しているのです。善意に解釈しているのですが、町民の中には
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悪意に解釈している読者がいるのですよ。非常に批判的な読者もおります。わたしの所にも何人

かあんなにお金かけて行かなければならないの。自分のここら辺で何とか勉強できるのではない

かという批判も確かにあるのですよ。ですけれども町長のご理解も得てですね、町独自の見解と

いうものを出そうと、私どもは真剣に取り組もうと思ってやっている最中なのですけれども、こ

れからもそうですが、そのためには白老町の国保病院の実態を十分に知りたいなと、そういうふ

うに自分自身は思っています。それがすべて他の自治体と比較になるかどうかは別な問題なので

すが、そういうふうにして誰が見てもさっとわかるようにしておいたほうがいいのではないかと

私はそう思うものですから、何回も去年もこの質問をしたような記憶が実はあるのですけれども、

もう１度その辺りについては伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 加藤委員の要望される趣旨は十分わかりましたので、この報告

書は報告書としてこの中に盛り込めるかどうかは別にしてもですね、いわゆるお医者さんの経費

ひっくるめて人件費、給与費もひっくるめて給与費がいったいどうなっているのか、人件費総体

で常勤のお医者さんの分がこれだけで、出張当直のお医者さんの分がこれだけであと事務職員看

護職員全部合わせてこれだけになりますよと、こういうような表を早急に作りましてですね、早

急にお出ししたいなとこのように考えています。来年度以降ももし区分ができればそういった表

も作るような形ですね、はっきりわかるようにさせていきたいなと思っていますので、それでご

理解いただきたいのです。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。他ございませんか。 

 ３番山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 最初に質問をいたしました同僚議員に関する質問を再度質問させ

ていただきたいと思います。この薬品費の取引業者等に関する資料の中から質問させていただき

たいのですけれど、このトータル金額の中においていわゆる薬の後発品ですね、ジェネリック医

薬品ですか、これの占める割合と金額をまずお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） この中にはジェネリック医薬品についてはゼロです。入ってお

りません。現状ではまだ購入をしていないという状況でございます。 

○委員長（及川保君） ３番山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 最近いろいろと話題になっていると思うのですけれども、患者さ

んの医療費も下がりますので、町民も喜びます。い ろいろなメリットがあると思うのですけれど

も、検討はされてきたのかどうか、今後どのようなお考えなのかどうか、この点についてお尋ね

したいと思います。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） ジェネリック医薬品については院長からお聞きしていますのは、

まず医局の内部でもって検討は十分しております。１つはですね、ジェネリック医薬品の中で薬

としての評価がまだ決まっていない薬品がかなりあると。医局の方針としては先発品の中で有効



 25 

性がきちんと確認されている薬品をまず使って一日も早く治っていただきたいという形で使っ

ていると。それともう１つはジェネリック医薬品の中で今後評価がきちんと出てくる薬がどんど

ん出てくる、もうすでに出てきているものもあるように聞いていますし、これから出てくるでし

ょうと。医局の方針としましてはですね、今後使えるものは順次使っていこうと。ただその時期

が先生によって考え方が若干違うように聞いておりますので、いつからというふうには聞いてお

りませんが、基本的な方向性としてはジェネリック医薬品で使えるものは使っていくというふう

に聞いてございます。 

○委員長（及川保君） ３番山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） ３問目になりますので最後です。他の自治体の動向はいかがでし

ょうか。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 金額的にとかパーセント的に品目的にどうというのはわかりま

せんが、すでに苫小牧の市民病院では院外処方している分についてはもうジェネリック医薬品を

使ってもいいよと、院外処方出す場合はそういう形でやっておられるのと、品目とか何使ってい

るか聞いてはいませんが、一部もうすでに使っているとは聞いてございます。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ８ページの職員に関する事項がございますけれども、これお尋ねをし

たいのですけれども、初歩的なことで申し訳ありません。看護師さんと準看護師さんの職務の違

いというのは厳密になっているのでしょうか。勉強不足で申し訳ございません。なぜそういうこ

とを聞くかというと、そこから発生する給与の違いもあるのかどうかということなのです。今や

はり今年の 10 月ですか、医療法の関係で正看護師が一定限度従属されないと駄目だというふう

になっているように聞いたのですけれども、そういうことも含めてですね、準看護師さんと看護

師さんとの関係、そして給料の差がどうなっているか、それともう１つ嘱託職員の中で看護師さ

んや正看護師さんがいらっしゃるかどうか。嘱託職員の中でいらっしゃるのかどうか。この点に

ついてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず嘱託職員の中に看護師がいるかということは、看護師の中

に嘱託職員は１名もおりません。当病院の嘱託職員は、医師が１名と夜警員が３名という形にな

ってございます。それと看護師と準看護師の仕事の差があるのかということですが、私も詳しく

はわかりませんが、看護師と準看護師で処置のできる範囲が違うというふうに聞いてございます。

つまり医師の指示を受けてできる行為に差があるということでございます。当然給与につきまし

てもですね、一番最初の格付けからランクが違ってきますので、給与には差があるという状況に

なってございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 同僚議員も質問されましたように私も病院の関係で随分いろいろな本

を読んでいるのですけれども、もちろん準看護師さんが果たしてきた役割を否定するつもりもご
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ざいませんし、果たす役割が十分あるというふうに考えております。ただそういう中で一番大き

な要因、これ正しくないかもしれません。民間病院の場合は準看護師さんの給与が上がる割合が

極めて低い。平たく言えば正看護師さんは上がるのだけれども準看護師さんはあまり上がらない。

ところが公立病院の場合は同じペースで上がるというのがかなり大きな影響があるというふう

に書かれている本が圧倒的なのですよ。それはもちろん私も働く者の立場に立つということが原

点にありますのでなかなか辛いところなのですけれども、そういうところが事実としてあるのか

どうか、そしてそこを改善する手立てというものは今の状況では難しいのでしょうか。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） ご指摘のとおりですね、当然年功序列といいますか、年功で決

まってきますので、給与の昇給ベースについても出発給に差があってもですね、よほど懲戒処分

でも出ない限りはそのままずっとという実態があると思います。もう１つは病院の経営形態にも

根幹に関わってくる問題だと思うのですが、現状ではこれを変えるということは非常に難しいと

いうふうに思っています。この後たぶん病院の論議の中でその辺の話も出てくるかと思いますが、

当然経営形態の問題、地方公営企業全部適応だとか大胆な手法をとらない限りはこの点に関して

だけは変わりようがないのかなと考えています。 

○委員長（及川保君） 14 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 正看護師さんが募集しても今来られないという状況だとうかがってい

ますけれども、そうしますとね、経営の問題で言うと今度医療法の改正の中ではそのことがネッ

クになってきますよね。そういう意味では準看護師さんが一定限度いらっしゃってもそれに代わ

るということはできないという判断になりますよね。そうするとやっぱり正看護師さんが今来な

いのだけれども来られたとしたら余ってしまうよね。そうするとそれはどういうふうに考えれば

いいのかよく分からないのでけれども、それをやらないと収入が上がらない、収入上がる方法と

れば人が余ってしまうというふうになりませんか。先程実は寿幸園のことを聞いたのはそのこと

で聞いたのです。ところが寿幸園の正職員の方は準看護師さんだということですから、準看護師

さんがいらっしゃるということはそこにはもう駄目ですからね。ですから本当に今白老の病院考

えれば正看護師さん入らなかったら駄目なわけだから、正看護師さんをきちっと入れてそれなり

の処置をとっていくという方法というのは他には考えられないということになりますか。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） これも考え方だと思うのですね。基本的に病棟の看護師、正看

護師が少ないばっかりに診療報酬が受けられないということなのですよ。それで入院病棟の看護

師、正看護師を増やすことによって、例えば職員に失礼ないい方ですけれども、余剰人員が出た

という場合は、これはただ外来に振り向けるとかもう１つは今相談窓口、これはできる方とでき

ない方が多分いるとは思いますが、そういうところに配置転換をするとか、あるいは介護業務に

近い部分やっているところがありますので、そういったところに配置転換が可能かどうか、これ

はいろいろな問題あるかと思いますけれども、そういった形の中で決して解雇とかそのようなこ

とではなくて、病院の中で十分吸収はまだできるのではないかなと。１つはですね、今回の４月
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１日の改正の問題で、正看護師と準看護師の正看護師の比率が 70 パーセント必要だと。それと

今うちがどうしてもクリアできないのは、夜勤の時間 72 時間、これクリアできない。この２つ

の問題あるものですから、これを解決するだけの正看護師を入れてですね、その分を例えばこう

いった形で振り向けることによって多少の対応は十分可能でないかなというふうに考えていま

す。ですから配置転換以外のことを考える必要はないのかなと、そのようなふうに考えておりま

す。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。他ございませんか。 

 １２番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） すみません素朴な質問なのですが、今のやり取りを聞いていて正看が

少ない、その割合があってそれが達しないということから医療報酬が下がるというお話だったの

ですが、準看の方々が正看に挑戦するということはできないのですか。その辺確認したい。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 私の聞いている情報では正看に現在挑戦されているのは２名い

ると聞いています。準看から正看に上がるためには当然学校等も用意されていますし、通信教育

を受けてスクーリングを受けて正看護師の試験を受けて合格すれば正看護師と。今うちの病院に

いる正看護師の中にもですね、うちの病院に来る前に準看護師さんで務めながらどこか正看護師

の学校に行かれて努力をされて正看護師になっている方が結構おります。ですから本人の努力し

だいで正看護師にはなれると思っていますので、私も機会があれば若手の準看護師さんにはがん

ばってちょうだいという話はしてございます。 

○委員長（及川保君） 12 番吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今ずっとお話やり取り聞いていて不可能なのかなと思っていたのです

けれども、今事務長は若手と言いましたけれども、在職年度にどれくらいの試験の勉強にかかる

のか分かりませんけれども、町立病院、行政側がバックアップするということで、そういったこ

とを・・・募集しても来ないわけですから、来てくれるのではあればそうする努力する必要はな

いのですけれども、やっぱりそういう積極的にやっていこうとする職員には何かバックアップで

きることがあれば勤務時間をやっての、かなり厳しい勤務時間ですので、なかなか挑戦といって

も大変だと思うのですけれども、今後そういうバックアップ体制も考える必要があるのかなと。

それができるものかどうか全然分からないで言っているのですけれども、そういう意欲のある人

に対しては何か方法がないものかなというふうに思っていますけれども。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今吉田委員のおっしゃられたことというのはとても大事なこと

だと思っているのですよね。通常の新聞広告だとかはハローワークに出しても看護師が来ないと

いう状況は全国的にはっきりしていますから、大都市に集中していると。うちの病院に来ていた

だくための何か条件ないのかということでですね、今回経営分析の中で同じこと指摘されており

ますので、今般今まとめています経営分析の検討結果の中でですね、一つ職員全体の問題として

どうすればそう条件を設定すれば来てもらえるのか考えましょうと。話に出ているのは、院内に
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託児所、保育所、夜間保育も含めてそういったものを何とか用意できないのか、あるいはプリセ

プターという制度がありまして、先輩の看護師さんが新人の看護師さんを教育をして一人前に育

てていくという制度もありますし、今言われたような準看の人が入ってこられて正看の学校に通

って何とか正看の資格を取っていただいて末永くうちの病院で働いていただくようなことも全

体の問題として１つ考えようと、こういうことで今話をしておりまして、少しずつ具体化させて

いきたいなというふうに思っています。 

○委員長（及川保君） いいですか。他ございませんか。ございませんね。 

 次に進みます。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もれがありましたらどうぞ。 

 ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。これをもって、平成 17 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。討論はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。認定第３号、平成 17 年度白老町立国民健康保険病院事業決算認定について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 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。 

 次に報告第１号、平成 17 年度白老町各会計歳入歳出決算に関する附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。 

 ございませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 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。討論はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。報告第１号平成 17 年度白老町各会計歳入歳出決算に関する附属書類の提出

について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。よって報告第１号は原案のとおり報告済みとすべきものと

決定いたしました。 

 次に報告第２号、平成 17 年度白老町水道事業会計決算に関する附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。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 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。討論はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。これを持って討論を終結いたします。 

 採決いたします。報告第２号、平成 17 年度白老町水道事業会計決算に関する附属書類の提出

について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。よって報告第２号は原案のとおり報告済みとすべきものと

決定いたしました。 

 次に報告第３号、平成 17 年度白老町立国民健康保険病院事業決算に関する附属書類の提出に

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。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 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。討論はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。これを持って討論を終結いたします。 

 採決いたします。報告第３号、平成 17 年度白老町立国民健康保険病院事業決算に関する附属

書類の提出について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。よって報告第３号は原案のとお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

思いますが、これにご異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 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。 

（午後１時３７分） 


