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平成１８年第１回白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第３号） 

 

平成１８年３月２３日（木曜日） 

   開  議  午前 ９時５９分 

   閉  会  午後 ２時４３分
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    ◎開議の宣告 

〇委員長（及川 保君） ただいまから昨日に引き続き予算等審査特別委員会を再開いたしま

す。 

 本日の会議を開きます。 

（午前 ９時５９分） 

                                           

    ◎議案第１０号 平成１８年度白老町国民健康保険事業特別会 

            計予算 

〇委員長（及川  保君） 議案第10号 平成18年度白老町国民健康保険事業特別会計予算を議

題に供します。 

 恒例によりまして、歳出から質疑に入ります。別冊の特別会計予算書72ページをお開きくだ

さい。 

 それでは、質疑に入ります。72ページから77ページまでの１款総務費全般について、質疑の

あります方はどうぞ。 

 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。75ページの国保税の徴収にかかわってなのですが、一つ教

えていただきたいのは、国保税を集めて、徴収も大変厳しくはなってきているというふうに伺

っているわけですけれども、それにかかわって短期保険証の発行、それから短期保険証は３カ

月、６カ月で発行されていると思いますが、それと資格証明書の発行がどういう状態になって

いるのか、ここ二、三年でもしわかりましたら教えていただきたいと思いますが。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 資格証明書と短期の給付関係ですけれども、15年度では資格証

明書が２件発行してございます。それから、短期は95件、16年度では資格証明書が１件、それ

から短期が159件、それから17年度、２月20日現在ですけれども、資格証明書は１件、それから

短期が101件という状況になってございます。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤でございます。資格証明書の発行が２件とか１件でおさまってい

るということは何よりかと思いますけれども、短期保険証が相当数ふえてきている。100件を超

えたということです。それで、短期にするということは、その都度面談をしながら納税する方

法なんかを相談するというようなことだろうと思うのですけれども、その面談に当たって改善

の方向というのは、納税する側が誠意を持って納めてくれるという人が多くなっているのか、

それともやっぱり払いたくても払えないという人がますますふえてきているのか、そのあたり

はどうなのか。もしそうだとすれば、１カ月短期の保険証なんていうのは発行するというよう

なことがあり得るのかどうなのか、そのあたりを伺いたいと思いますが。 
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〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 短期の関係で、今斎藤委員言われるように納税相談等を行って、

例えば資格証明書の該当者であっても短期を発行するだとか、それは先ほど言われたように誠

意の関係、いわゆる納税意識の関係、ここら辺でいわゆる期間を長くする、３カ月のものを６

カ月にしたり、そういう状況があるということでございますけれども、基本的には国の方では

いわゆる滞納額の多寡とか、それから期間によってそれらを発行しなさいという取り決めとい

うか、そういう形で行ってございますけれども、ただうちの場合は基本的にそのとおり実施し

ていないという状況がございます。ですから、今斎藤委員言われるように納税相談等を行って

ケース・バイ・ケースで期間を長くしたり、そういうケースで発行していますので、ケース・

バイ・ケースで対応をしているということで、すべて一律そういう国の方の基準等で発行等を

行っていないということで、よりよい方法で今進めているという状況で、総体的には我々はそ

ういうとらえ方をしてございます。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） １カ月なんかの短期を発行しないということも一つのまちの努力なの

かなというふうに今お聞きしたわけなのですけれども、この６カ月の短期なんかが普通の保険

証に戻るというケースがどのくらいの割合であるのか、それだけ伺いたいと思いますが。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 割合というお話ですけれども、ちょっとそこまで数字をきっち

り押さえ切っていません。ただ、いわゆるケース・バイ・ケースということで、短くするとい

うことはほとんどない状況にございますので、６カ月のものを正常の１年間というケースはご

ざいます。ただ、割合はどうなのかとなると、そこまで押さえ切っていませんので、そこでご

了解いただければと思います。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次へ進みます。 

 78ページから87ページまでの２款保険給付費、３款老人保健拠出金、４款介護納付金、５款

共同事業拠出金全般について質疑を受けたいと思います。質疑のある方はどうぞ。ありません

か。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次へ進みます。 

 88ページから97ページまでの６款保健施設費、７款基金積立金、８款公債費、９款諸支出金、

10款予備費全般について、質疑のある方はどうぞ。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。89ページの一つは国保のヘルスアップ事業の関係で、

どれぐらいの効果というか、これをやることによる達成目標というか、どういうものをねらっ

ているかというようなところが１点と、きのうかな。おとといも聞きましたけれども、肺炎の
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関係は多分ここだと思うのですけれども、肺炎の予防接種、この間は答弁いただきましたけれ

ども、やっぱり私はよく考えるとこれはきっと必要ではないかと再度思いましたので、ちょっ

ともう一回聞いてみたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） ヘルスアップの関係で、その目標というのですか。医療費がど

のぐらい下がるかという、そういう具体的なお話かと思いますけれども、正直言ってこのヘル

スアップを実施して、どれだけの医療費を削減できるかというところまではまだ押さえ切って

いない状況にございます。ただ、ヘルスアップ事業はご存じかと思いますけれども、いわゆる

成人病等の予備軍という方をできるだけ予備軍にとどめると、あるいはもっと言うと改善させ

るという事業なものですから、いわゆる成人病にならせないためのいろんな方策を講じていこ

うということで考えていますので、成人病になれば医療費は当然かかると。それらをできるだ

け抑えていこうという考え方でこのヘルスアップ事業は進んでいると思いますので、我々もそ

ういう意識で当たっていこうと思っています。ただ、大渕委員言われるように医療費がどれだ

け下がるのかというそこまで、目標のところまではきちっと押さえ切っていないという状況な

ものですから、ご理解いただければと思います。 

 肺炎の予防接種の関係で、一昨日でしたっけ。お話をさせていただきましたけれども、2,000

人接種を予定してございますけれども、そのほかにというか、それとあわせてというお話だと

思いますけれども、前回のお話も、答弁もさせていただきましたけれども、それらはいわゆる

予防接種の状況をこの１年、２年見て、それで医療費がどの程度抑制できるのか、それらの状

況等を勘案して次の段階に進めれれば進めたいというふうに考えていますので、まだそこまで

きちっとこうしますとか、ああしますとかという答弁はできませんので、ご理解いただければ

と思います。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。わかりました。一つ、国保ヘルスアップ事業、これ

は全額が国、道からのお金かどうかということが１点。 

 それから、インフルエンザのことは聞いていましたけれども、例えば肺炎をやるとしたら道

や国の補助というのがあるのかどうか、それだけ。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 予算は850万円ということで計上していますけれども、ヘルスア

ップについては。全額国の方から来ると。ただ、実は一般財源、いわゆる国保会計の一般財源

として50万円見ています。というのは、まだ正式に、委託料として予算は組んでいますけれど

も、今後詰めていく段階で予算の編成というか、それをもう一回組み直さなければならない部

分が出てくる可能性もありますものですから、それで予備的に50万円、国保会計で予備費とい

うか、一般財源で見ているという状況でございます。基本的には800万円、全額国の方からもら

えるというふうに考えています。 

 それと、肺炎の補助なのですけれども、そこまでは、インフルエンザの予防接種については
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道の調整交付金の中で見られるというふうに押さえていますけれども、肺炎に関していわゆる

補助対象になるかどうかというところまで、ちょっと申しわけありませんけれども、押さえて

おりませんので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） ３番、山本浩平委員。 

〇３番（山本浩平君） 私も同じ項目でちょっと質問させていただきます。 

 89ページの健康づくり指導経費と国保ヘルスアップ事業経費を両方足しました88ページの保

健衛生普及費、これが前年度から比べますと約３倍近くになっていると思うのですけれども、

どういった部分が約３倍ぐらいになったのか、内容をちょっとお尋ねしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 項目的には、まず今ちょっと大渕委員からもお話がありました

予防接種委託料という460万円、これがいわゆる皆増というか、全額新たに出てきてございます。

あと、禁煙要治療業務委託料、これが18万円ですけれども、これも新たにいわゆる３連携の中

で取り組んでいこうという事業でございます。あと、短期人間ドック、これが250万円を今計上

していますけれども、前年はたしか半分の125万円だったと思いますので、125万円増額になっ

ているということとヘルスアップ事業、これがいわゆる全部新たに今年度出てきたという状況

でございます。お手元に保健・福祉・医療施策・個別事業等一覧という３枚物で皆さんのとこ

ろに配付をさせていただいていますので、詳細はそれを参考にしていただければと思いますけ

れども、今言ったような形で国保会計としては物すごく、去年よりは大幅に予算を増にしてい

るということでございます。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。町の健康診断並びにいろんな年間のスケジ

ュールについて、町民に対してどのような方法で啓蒙されていこうという考えを持っているか

お伺いしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 国保会計だけの話でよろしいのか、要するに町民全体というお

話もありましたけれども、基本的には広報等で周知する。それから、いわゆる今病院にかかっ

ている方等がおります。そういう方たちの方に連絡等を行うことも必要かと思いますし、あと

レセプト点検等でいわゆる要治療と思われる方も中には出てくるかと思います。そういう方た

ちにもご連絡等をして、いわゆる大きな意味のヘルスアップ事業を進めていきたいなというふ

うに考えております。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） 各部署でいろいろな啓蒙の方法を考えながら、ケース・バイ・ケース

であると思うのですが、私いつも思うのですけれども、広報で毎月出ておりますが、例えば予

防健診の場合の一つの計画あるいは検診日の通知などについては年間カレンダーで、各部署連

携をとって年間カレンダー１枚をきちっと製本した中で各町民に配布をして、そしてその中で

進めた方が非常に効果があるのではないかと思うのでございますが、その考えについていかが
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でございましょうか。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） それでは、総体的なお話を私の方からさせていただきますが、

なかなか年間のカレンダーをつくりましても、その場その場で見ていただかなければなかなか

対応できないという問題、忘れてしまうという問題もありますし、家の方に自分で意識を持っ

て張っていただければそれは効果があるのかもしれませんが、なかなかそこまでにはならない

のかなというふうに思います。したがいまして、その都度広報等で啓発した方が効果があるの

と、もしくはチラシ等によって直近の場合にお出しした方がいいという場合もありますので、

その辺は判断しながら今後進めたいというふうには思いますが、基本的にはチラシと広報と、

それから40歳に達した方については個別の通知で啓発をしているという、こういう状況もあり

ますので、そういうものを組み合わせながらやっていきたいというふうに考えてございます。 

〇委員長（及川  保君） 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 周知の方法といいますか、そういうことで全体的なことでちょっ

とお話ししますと、健康診断に限らず、行事、イベント等の周知も含めて今後の方法としては、

各地区に総務の方でやっていますけれども、同報無線をこれからやりますけれども、いわゆる

災害だけの周知だけでなくて、そういうものを使って各地区ごとだとか、それから行事ごとだ

とか、そういうような周知方法がこれからもとれるのかなということで、これからの事業展開

になりますけれども、そういうような周知方法もこれから検討していきたいというふうに思っ

ています。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） 私の経験で、北海道ではないのですけれども、ある地方で年間の予防

健診の予定を１年間のカレンダーにしまして、そして各家庭でそれをきちっと貼付して、そし

て年間の自分の計画も含めて先々でそれを確認していくという方法をとって非常に効果を上げ

ているところがあるのでございます。そういうふうな意味で、今課長がおっしゃったような内

容で、ケース・バイ・ケースでやらなければならぬところもあると思うのですが、そういうふ

うな意味でご検討いただきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） 委員の考え方を参考にさせてもらいながら、内部でもちょっ

と検討させていただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） 89ページ、よろしかったでしょうか。ここの健康づくり指導経費とい

うところに禁煙要治療業務委託料となっていまして、健康福祉課と、それから町立病院とでた

ばこ対策事業として３カ年計画を実施すると書いているのですけれども、町立病院の方で目標

値20人程度、禁煙治療費助成事業というふうになっておりますけれども、この詳しい内容を教

えていただければと思います。 
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〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） この個別事業の一覧の中を見ていただいているかと思いますけ

れども、４ページ目にあります禁煙治療費助成事業、国保の方であります。これは、町立病院

に国保として委託しようというふうに考えていまして、その該当者はどんなことで抽出するの

かということですけれども、それは一般健康診査の中でいわゆる禁煙した方がいいという方を

抽出して、その方たちに対して町立病院に委託するという状況で考えてございます。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） それでは、例えば私がたばこをやめたいから、ぜひこの対象にしてほ

しいということではないということですね。何らかの疾患とか、そういうものがあって必要な

方を対象にというふうに考えてよろしいのでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） 今回は別紙の方で資料をお渡ししていますが、この中で述べ

ておりますたばこ対策事業と、それからその下段の国保・禁煙治療費助成事業の関係ですが、

まず病院の方に委託するというのは後段の部分の国保・禁煙治療費助成事業でございます。こ

れは、４月から禁煙の医療費の適用が始まるというふうに言われておりますが、状況的にはか

なり厳しい条件が付されてかなり厳しい状況もあるのですが、この中でうちの方で今国保の方

と詰めておりますのはどういうふうに進んでいくかという、いわゆる募集をかけまして国保周

知して、それからピックアップしまして、その方が禁煙の対象者としてなっているかなってい

ないかを判定しながら対象者を20人に絞りまして、その中で禁煙パッチ等、効果的な指導を病

院の先生と、それから保健師と連携を組みながら、費用の負担については国保の方の費用を使

いながらやっていこうと、こういうものでございます。ですから、具体的には今担当レベルの

方でやり方、周知方法については詰めておりますので、もうしばらくお待ちになっていただき

たいなというふうに思ってございます。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次へ進みます。 

 これで歳出が終わりました。 

 次に、歳入に入ります。48ページから69ページまでの歳入全般について、質疑がありました

ら、どうぞ。 

 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 49ページ、国保税の収入にかかわって、この算出、所得割、資産割、

均等割、平等割、いろいろ書いてあるのですが、この国保税にかかわって応能割と応益割の比

率というのがどういうふうになっているのか、それを教えてください。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 応能割、応益割の関係ですけれども、所得割と資産割がいわゆ

る応能です。という考え方でございます。それから、応益の方が平等割と均等割ということで
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ございますけれども、17年度当初ではおおむね６・４、応能の方が６なのです。応益が４割、

そういう状況になってございます。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） わかりました。共同事業交付金の欄を見ますと、昨年よりも減ってい

るわけなのですけれども、収納率によってこの交付金がペナルティーがあるというふうに伺っ

ております。実際には、18年度の予算で89％の収納率を見ているわけですけれども、そうする

と９割を切るということになると５％の交付金のカットというような、そういうペナルティー

があるのではないかと。今までもずっと続いているのかどうなのかということと、それから金

額にするとどのくらいのものになるのか、そのあたりを教えていただきたい。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 収納率が89％ということで、前年までは94％という計上をして

いたと思うのですけれども、いわゆる89％にすることによってペナルティーが多くなるのでは

ないかということにはならないのです。ペナルティーというのは、収納率によって当然違いま

すけれども、ここで出ているのが89％、今まで88.何ぼとか、昨年の場合で88.47という状況で

ございまして、いわゆる退職分と一般分と二つに収納率そのものを分けます。一般分の収納率

が下がるとペナルティーの対象になるということでございまして、今現在は平成16年度が先ほ

ど言いました88.47ですので、７％のペナルティーがかかってございます。２年ほど前までは、

平成14年では86.78という収納率でございまして、その場合ですと９％のペナルティーがかかっ

てございました。ですから、この二、三年はいい方向というか、以前よりは改善されているの

かなという状況にございます。金額的には、幾らペナルティーになるかというところまではち

ょっと申しわけありません。押さえてございませんので、申しわけありません。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） わかりました。あと一つだけ、先ほど応能、応益が６対４という話だ

ったのですが、国の指導で平準化せいという話というのは大分前にありましたよね。５対５に

まで持っていくということになると、これはやはり払う側としては大変な負担になるというこ

とで、そういう国の指導の５対５、平準化に持っていくというような国の指導というのは今も

あるのでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） いわゆる５対５、平準化しなさいよと、それに向けて努力しな

さいということは、今も現在国の方から指導等はございます。ただ、今斎藤委員言われるよう

に平準化することによって、いわゆる平等割と均等割が上がるという状況になります。そうす

ることによって、いわゆる低所得者の方に負担がかかる可能性が大きくなるのかなというふう

に想像いたしますので、ここら辺は18年度のいわゆる税の税率の改正、国保税の改正、これら

も当然視野に入れているわけですけれども、そこら辺の平等割、均等割のいわゆる５割に持っ

ていく、平準化に持っていくというのは、なかなか税を上げないようにして平準化していくと

なると難しいというか、やっぱりどこかにしわ寄せが行くというか、そんな状況にならざるを
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得ないのかなというふうに私は考えていますので、かといっていつまでもこのままの税率でい

いということにもならないというふうに考えていますので、18年度は考えなければならないな

と私個人的には思っております。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。一つは、第三者行為の関係でちょっとお尋ねをした

いのですけれども、これがなかなか隠れてきちっと請求されないという状況があるように思い

ますので、その取り組み状況についてお尋ねをしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 第三者行為の関係ですけれども、特に交通事故が主な状況だと

思います。方法としてというか、流れとしてはレセプト点検をやっていく。その中で、それら

しく思われる物件、これらを抽出しますと。その後、いわゆる加害者、被害者、それから当然

中には保険会社が入っていますので、保険会社と連絡等をとって過失割合だとか、そういうも

ので当然金額の持ち出し等変わってきますので、それらを整理して医療費の請求をするという

形になってまいります。ただ、けがの状況ですとか保険会社とのやりとりの中でなかなかすん

なりいかない部分があります。なかなか進まないという状況が現実的にはございますけれども、

ただ、今言われるようにこれらはきちっとチェックしていかなければならない部分なのかなと

私も考えています。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。物の本によりますと、第三者行為の被保険者の取り

扱いについてということで、交通事故被害は法律により直ちに保険者に届けなければいけない

義務があるから、広報等で徹底せいというふうに書いているものもあるのです。ですから、交

通事故が起こった場合、被保険者が町に届ければ、それははっきりわかるわけです。黙ってい

れば国保になってしまうとかということもありますから。ですから、正確ではないですけれど

も、年度によっては何百万円というふうにきちっと入っているときと何十万円というときとの

違いがあると。これは、やっぱり何百万円と何十万円といったら、国保の会計にとってみれば

かなり大きな金額です。ですから、やはりここはきっちり取り込めるように広報でもやるし、

それから今課長が答弁されましたように損害保険会社だとか医療機関だとかを含めて、ここは

やっぱり何百万円の単位できちっといただけるようなものはいただくというふうに強化すべき

だと思うのですけれども、いかがですか。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 確かに第三者行為で今年度で29万4,000円ほど収入がございます。

ただ、これがすべてなのかということになると、まだ言い方は悪いですけれども、隠れている

部分というか、見つけられない部分があるかと思います。今委員言われるように何百万円にな

るかどうかは別にしてもきちっと手だてを講じて、いわゆる歳入確保というか、本来あるべき
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ものをいただくということで進めなければならないなと思っていますけれども、ただやり方、

方法は例えば国保連合会に委託するだとか、そんな方法もあるというふうに聞いていますので、

そこら辺も国保連合会あるいは内部的にも１回協議して、詰めて歳入確保というか、本来いた

だけるものはいただくというふうに進めていきたいと思っています。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。ぜひ今までの経過も調べていただいて、多分私の記

憶では何百万円というときがあったと、白老町でもあったと思います。その取り組みなんかを

参考にして、ぜひここは強化をきちっとするというふうにしていただきたいと思います。 

 それで、最後に17年度の決算見通し、どんな状況になっているのか、それだけわかる範囲で

ちょっと教えていただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 17年度の決算見込みということで、実は３月10日で内部的には

押さえてございます。ただ、これからまだ医療費が２回支出しなければなりませんので、はっ

きりしたことは言えませんけれども、歳入の方もいわゆる税を初めとしていい感じできていま

す。それなりに伸びてきてございますので、歳入も予算以上に確保できるかなというふうに考

えてございまして、あと歳出の方が大きいのがいわゆる医療費、これが先ほど言ったようにあ

と２回支出が残ってございますけれども、歳出の方もそれなりに抑制されてきているというか、

抑制の結果が出てきていますので、これはあくまでも想定ですけれども、17年度末ではいわゆ

る単年度収支としては赤字にならない可能性もあるのかなというふうに押さえていますけれど

も、ただ累積赤字が２億1,800万円ほどありますので、繰り上げ充用等はやらなければならない

なというふうに考えていますけれども、こんな状況で幾らかずつでも好転していけば単年度的

にはいい状況で累積も少しずつでも減っていくのかなというふうに、まだ確定ではありません

けれども、そんなふうに押さえてございます。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ５番、玉井昭一委員。 

〇５番（玉井昭一君） ５番、玉井です。56ページの２項２目、北海道国民健康保険調整交付

金、これの57ページに普通調整交付金１億1,169万9,000円、特別調整交付金500万円とあります。

これの算出根拠になるものをちょっと教えてほしいです。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 北海道の方の調整交付金の関係ですけれども、12月の補正のと

きにたしかちょっとお話ししたかと思いますけれども、国の方の調整交付金が減って道の方に

一部移管されていますという状況がございまして、予算書でもたしか国の方の調整交付金は減

っている状況にあると思いますけれども、国の方が例えば40％を今まで見ていましたというも

のがございまして、それが国の方では36％、道の方に４％移管しますよという、いわゆる配分

を変えている状況がございまして、それらがいわゆる道の方の調整交付金として18年度では大
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体６％ぐらい国の方から移譲になって町の方へ、道の方に１回入ってそれから町の方へ来ると

いう状況になろうかと思っています。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） これで歳入が終わりました。 

 ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れのある方がおりましたら、どうぞ。 

 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 済みません。ちょっと今見落としていたところがありましたので、81

ページの出産一時金についてちょっと伺いたいのですが、きのうでしたか。同僚委員もちょっ

と質問していましたけれども、600万円の計上ということなのですが、前年度より140万円減っ

たのは出生数が減ったのかふえたのかということと、それから私ちょっと勘違いしていたのか

もしれないのですが、この出産育児一時金というのはお産のときに支払いができないときに前

もって手続をして退院するまでに一時金として出していただいて、保険から戻ってくる分が役

所に入るという仕組みだったというふうに記憶していたのですが、相談があったときに保険を

掛けていたらそれができるから、役場へ行って手続したらいいよというふうにお話ししていた

のですけれども、きのうの答弁を聞いていると国保の保険に掛けていたらという話だったので

すが、社会保険はまた仕組みというか、その受け付けの状況が違うのかどうなのか。私きっと

間違ってお知らせしていたのかなと思って、その辺をちょっと確認したかったのですが。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 社会保険の関係になると、ちょっと私知り得ないので、まこと

に申しわけないのですけれども、国保加入者に対して出産した場合には30万円、１人当たり30

万円一時金として支給しますということで予算化しているもので、これはあくまでも17年度の

決算見込みからしてこの程度かなという押さえ方をしていますので、昨年よりはちょっと減っ

ているという状況がございますけれども、金額的には大体間に合うのかなという想定で予算計

上はさせていただいています。 

 ただ、一つ、国の方の情報としては、今は30万円という金額ですけれども、35万円になると

いう情報もございますので、これはいわゆる一般会計からの繰入金の関係もございますので、

もし35万円で支給していって足りないとかという状況になったときには、それらの全部の一般

会計の繰入金の中の総体の見直しの中で、例えば一般会計から補正すると、あるいは国保会計

も補正するという状況が出てくるかと思いますけれども、社会保険の出産一時金の関係になる

とちょっと私の方では押さえていませんので、まことに申しわけありません。答弁になってい

ないかもしれませんけれども。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） ちょっと補足させていただきますが、社会福祉協議会で出産

費の貸し付けということで１件30万円でやっていると、その関係だと思います。ですから、ご

相談は社協の窓口を通じてやっていただけると貸し付けを行うと、こういう形になります。 
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〇委員長（及川  保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 社協の貸付制度ですよね。一時立てかえ払いという制度だというふう

に私は……社会保険のことを聞いて、ちょっと違うのかもしれないですけれども、私きのう話

を聞いていたのは200人ぐらい出産するうちの20人ぐらいだけが国保の人だと、180人ぐらいは

社会保険なのだなと思っていたのです。でも、たしか保険制度でそういう制度があるというの

は行政の窓口で受け付けするというふうに思っていたものですから、では私は私の方で確認し

てみます。社会保険の人は、会社のそういう社会保険事務所に行って手続をするのか、それで

１週間以内に間に合うのかどうなのかというのは、それは社会保険の責任であって、町ではそ

ういうことにはならないのだなということと、それからちょっと私これは勘違いだと思うので

すけれども、これは個人負担分はないから、全部その立てかえた分は国保で立てかえた分、30

万円、今は30万円ですけれども、厚生労働省の通知ではもう35万円というふうなことで来てい

ますけれども、30万円なのですけれども、それは全額個人に戻る、本当だったら個人に出る分

ですから、それがそっくり町の方に入るということでいいのですね。ですから、もしこれがさ

っきも言っていましたけれども、人数がふえていけばふえるということだと思うのですけれど

も、それともう一点は、この周知がどういうふうになされているのか。割とお産する近くにな

ってから、いや、困ったのですという相談が結構あるのですけれども、それは計画性がないと

言えばそれまでなのですけれども、やっぱりどんなことで出費するかわかりませんので、母子

手帳とかを発行するときにこういった制度がありますよということの周知はされていないのか

どうなのか、その辺をちょっと伺いたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 病院の方で、今は産婦人科はないのですが、一般的な出産育児

祝金の関係なのですけれども、まず制度によって相当内容が異なっております。政府管掌保険

もありますけれども、組合健保、共済組合、さまざまありまして、それも扶養者と被扶養者と

配偶者と本人の場合でもって違う場合があります。本人の場合ですと、例えば共済ですと本人

に対する給付として、例えば１カ月の給料相当分というケースもありますし、被扶養者の場合

は定額で幾らと、そういうケースがあります。それで、おのおの所属しているまず保険が何な

のかということを確認する必要がまず一つあるかと。それで、多くの場合は政府管掌保険、い

わゆる社会保険事務所で取り扱いをしている保険の方が多分多いかと思いますので、まず一つ

は自分の勤めている会社のそういった保険担当の方に、例えば何月何日に出産の予定だけれど

も、こういう場合はどうしたらいいのかということをご相談していただければ、会社の方から

まずこういうぐあいに手続をしてくださいと、生まれた場合はこうしてください、いついつま

でにこうしてくださいと、多分そういう説明があろうかと思いますので、制度ごとによって基

本的に取り扱いが違ってくることだけはご説明させていただきます。 

〇委員長（及川  保君） 12番、吉田和子委員。 

〇12番（吉田和子君） 先ほどちょっと質問をして、まだ答弁もらっていないのですけれども、

そういうふうに制度がすごく複雑であれば、私たちは単純に保険を掛けていれば、それが一時
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金で必要になれば前に前もってもらえるのだという感覚しかなかったのです。ですから、やっ

ぱり母子手帳等を出すときに、こういった制度であなたは何の保険なのですかというぐらいの

細かいことまできちっとお知らせしておく必要があるのかなというふうに思うのです。かなり

それで悩んでいる方がいらっしゃいますので、やっぱり30万円、病院によっては40万円、50万

円かかるところもあるのです、出産して退院するときに。そういった制度をきちっとやっぱり

お知らせしてあげるということも一つの親切になるのではないかなというふうに思うのですが、

その辺の周知の仕方はどうでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君） 母子手帳の窓口でございますので、お答えいたしますが、基

本的に本人の相談がない限りについてはご説明いたしません。それは、先ほど言いましたとお

り制度によって全然違います。ですので、こういう保険を使っていますよということであれば、

それは勤務先の窓口で保険の取り扱っている部署、例えば役場であれば総務課でございますが、

そういうところにご相談くださいというアドバイスはさせていただきますが、基本的には個人

に出産費用はどうなっていますかとはまさか聞けませんので、そういうことでご理解をお願い

します。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） それでは、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〕 

〇委員長（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。 

 議案第10号 平成18年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、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〕 

〇委員長（及川  保君） 全員賛成。 

 よって、議案第10号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１１号 平成１８年度白老町老人保健特別会計予算 

〇委員長（及川  保君） 次に、議案第11号 平成18年度白老町老人保健特別会計予算を議題

に供します。 

 恒例によりまして、歳出から質疑に入ります。特別会計予算書118ページをお開きください。

歳出、118ページから127ページまでの歳出全般について、質疑がありましたら、どうぞ。 

 14番、大渕紀夫委員。 



 

 166 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。121ページの医療給付費が今年度減っているのです。

説明によりますと、81人ぐらいの減だというような説明があったように記憶しておりますけれ

ども、これはこれだけ根拠がきちっとあって、81名の方が減ったから、これだけ減りますよと

いう根拠がきちっとしているのかどうかということが１点。 

 それと、減った割には町からの繰出金がふえているというのは法改正による、９月からです

か。10月からですね。10月から率が変わると。町の持ち分が多くなると。減っているのは、支

払基金の部分が減っているのですけれども、説明あったかどうかちょっと記憶ないものですか

ら、これは単なる法律改正って、支払基金の方でお金がないから国と道と町に振り分けますよ

という、単純にそんなような理解でいいのかどうか。どうもここら辺がよくわからないもので

すから、その点ちょっと説明を願います。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 81名の減で、その割にはお金が減っていないのではないかとい

うお話かと思いますけれども、今大渕委員言われるように老人保健特別会計のいわゆる負担区

分というのは平成14年の９月から、それまでは変わっていませんけれども、そこから年々変わ

ってきてございます。それで、変わる前は５％だったのです、町が。それがどんどん、どんど

ん変わってきて、今の予算的には8.3くらいのいわゆる持ち出しというか、一般会計でも負担し

なければならないという状況でございますので、いわゆる人数が減って医療費が基本的には減

るのですけれども、ただ、今言われるように負担区分の変更によって一般会計からの持ち出し

が、負担分がふえてくるという状況でございます。ただ、この交付金、いわゆる国の方の公的

機関の方がどんどん、どんどん持ち出しを減らしてございます。あと、国、それから道と町村

という、そちらの方にしわ寄せが来ているという状況が現実的にございます。これらの補てん

があるのかどうかとなると、私もちょっとそこまでは詳しくは押さえていませんけれども、一

般会計からの持ち出しが年々ふえていくと。負担区分がふえていくということで我々も理解し

ていますし、そういう予算を編成させていただいています。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。そうしますと、町からの持ち出しがふえるわけだか

ら、ある意味で言えばこの対策を立てるとしたら医療費を下げると。うんと下げれば、乗率が

上がっていってもうんと下げれば下がりますよね。ただ、今の状況で言えば支払基金が減って

いって、国、道、町がふえていくわけですから、これは医療費を下げる努力はもちろん町はす

るということで今言ってやっていただいているのだけれども、この支払基金の方が減るという

のは何でこういうことになるのですか。今まで町が５％だったのが8.3まで上がり、これがどん

どん上がっていくというのは、なぜそういうふうになるのでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 五十嵐町民課長。 

〇町民課長（五十嵐則夫君） 申しわけありませんけれども、14年の変更になる、これからず

っと変更になるよという通知が来ているのは私も見ているのですけれども、なぜなのかまでは
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ちょっと申しわけないですけれども、押さえてございません。ただ、18年の10月からは、そこ

からは今のところ動きがないよということで8.3ですか。8.333という、ずっとこうなるのです

けれども、そういう負担区分になりますということでございますけれども、ただ老保会計でち

ょっとお話をさせていただきますと、平成20年からいわゆる後期高齢者の保険制度が変わりま

すと。大幅に変わると。いわゆる後期高齢者、75歳以上の方に今度は税を賦課するというよう

なお話もございます。そういうことで、またこの後期高齢者に対するいわゆる老保会計という

表現になるのかどうかは別にしても、ただ保険者が今度は道になるということで来ていますの

で、ただ事務は市町村に当然おりてくるということになろうかと思いますけれども、この老人

保健特別会計の20年の制度改正に向けてまだまだ動きがあるのかなという気もします。ただ、

まだ２年ほどありますので、その中でどんな動きがあるのか我々も注視していかなければなら

ないなというふうに押さえてございます。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） これで歳出が終わりました。 

 次に、歳入に入ります。104ページから115ページまでの歳入全般について、質疑がありまし

たら、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 歳入が終わりました。 

 ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れのある方がおりましたら、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。 

 議案第11号 平成18年度白老町老人保健特別会計予算、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〕 

〇委員長（及川  保君） 全員賛成。 

 よって、議案第11号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 暫時休憩いたします。 

          休憩 午前１０時５４分 
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          再開 午前１１時０９分 

〇委員長（及川  保君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                           

    ◎議案第１２号 平成１８年度白老町公共下水道事業特別会計 

            予算 

〇委員長（及川  保君） 次に、議案第12号 平成18年度白老町公共下水道事業特別会計予算

を議題に供します。 

 恒例によりまして、歳出から質疑に入ります。特別会計予算書150ページをお開きください。

150ページから161ページまでの１款公共下水道事業費全般について、質疑がありましたら、ど

うぞ。 

 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤でございますが、ページ数でいくと156ページの下水道施設

費になろうかと思うのですが、これは今下水道について見直しをして合併浄化槽にすると。そ

ういう計画を導入するということで、町民の理解を得るように今努力しておられるということ

なのですが、その経過についてどういう状況にあるのか伺いたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 佐久間上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐久間輝男君） 合併浄化槽については一般会計なのですが、よろしいです

か。 

〇18番（加藤正恭君） そういう合併浄化槽の質問ではなくて、今説明している段階でしょう。 

〇上下水道課長（佐久間輝男君） それでは、合併浄化槽の現在の状況について説明をしたい

と思います。 

 私ども昨年の10月から、いわゆる下水道で整備する区域になっておりますバーデン団地、そ

れから太平洋団地、それから石山の町内会で言えば萩の里町内会、新生町内会、この区域につ

いては特に下水道で整備することになっておりますので、その区域に対して説明会を私どもの

方で開催させていただいております。その結果、政策変更というようなことに最終的になりま

すけれども、下水道ではこれから整備できないと。費用がかかり過ぎてできないということ、

それから下水道で整備をすると長時間に時間がかかると。数十年という長時間になるというこ

とをご説明申し上げて理解をしていただきたいと、こういうお願いをしてまいりました。最終

的には政策転換もやむを得ないということになりまして、了解をいただいたということではご

ざいませんけれども、理解をしていただいたというふうに私どもの方はとらえてございます。 

 バーデン団地については、やはりゆうかり団地まで整備している関係もありまして、待ちに

待った下水道だからということで、かなりそういう意見もございましたけれども、最終的には

先ほど申し上げたようなことで理解をしていただいたということでとらえてございます。 

〇委員長（及川  保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、こういう質問をなぜするかということなのですが、

何人かの町民に聞きますと何十年もかかると、それからまた大きな設備投資だということであ
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る程度の町民は理解を得ているようにも思うのですが、もちろん反対の方々の意見も我々は聞

く機会があるのですが、そういう方々は同じ固定資産税を払っていながら、なぜ我々のところ

まで来ないのだと。もちろん住宅の状況もいろいろあることも十分理解していながら、そうい

うことを我々に言う人がいるのです。 

 それで、前回の一般質問ではないのですが、新税、すなわち都市計画税は導入しないという

町長の方針については私も理解はいたしますが、一つ、それはそれでいいのですが、都市計画

税というのを下水道の入っている地域に限って課税すると。こういうようなことは、ルール的

には許されるのかどうか。これは、下水道に聞いても仕方ないのかもしれないですが、そうい

う計画もあれば、差をつけるというのは語弊がありますけれども、下水道の入っているところ

には都市計画税が入ると、そうでないところには入りませんよと。入らないと言ったらおかし

いが、都市計画税は課税されませんよと。こういうようなことも一つの説得する理由にもなる

ことなのです。ですけれども、都市計画税云々を今ここでするつもりはないのですが、そうい

う新税、都市計画税を入れるとすれば、ルール的には違反にならないと私は認識しているので

すけれども、そういう見解はどんなものなのでしょう。例えば入れるとすれば、入れないこと

は聞いておりますから、いいのですが、今後の考え方の一つとして、今すぐではないですよ。

そういうことも考えられるのではないのかなと思うのですけれども、どんなものでございまし

ょう。 

〇委員長（及川  保君） 煤孫助役。 

〇助役（煤孫正美君） 仮に都市計画税ということですけれども、都市計画税そのものの考え

方というのは下水道のみではなくて、公園も入りまして、都市計画街路も入りまして、そうい

う全体的な中から都市計画税の担当区域というのが定まってきます。そうなりますと、その区

域が限定されますと、やはり都市計画税は目的税ですので、集中的にその部分を整備をすると

いうことになりますので、そうなりますと果たしてあの場所が本当にそういうふうに該当する

かというのは、やはり今言ったように街路の問題だとか公園の整備だとかということになれば、

そういう形であの地域に対しての都市計画税というのは非常に無理があるというふうにとらえ

ております。ですから、加藤委員言われているように下水道だけで都市計画税というその区域

の区切り方というのは無理があると、困難というふうにとらえております。 

〇委員長（及川  保君） 佐久間上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐久間輝男君） 都市計画税の線引きについては、今委員がおっしゃってい

るようなことで線引きはできます。ただ、今助役が申し上げたように、そういう理由がきちっ

と、論拠がきちっとなっていて町民に理解していただけるものであれば、これは可能ですけれ

ども、今助役が答弁したような話になりますとなかなか難しいものがあるのかなと、こんなふ

うに考えます。 

〇委員長（及川  保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、当然下水道が入るということは市街化区域に一応

限定されていますよね。特環法を施行すればまた別ですけれども、一応市街化区域ということ
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になりますと大体80から90くらいの方にパーセントとすればいっているわけです。それから外

れた方々がなかなか不満を持っておるというのが我々の耳に入るわけなのです。同じ固定資産

税を払っているではないかと、こういうことを理屈かへ理屈かは別にして、そう言われるので

す。そのとおりなのです。ですから、公平性からいけばやっぱりそういうふうな議論も私は必

要ではないかという気がするのです。だから、都市計画税を入れる入れないの議論ではなくて、

そういう方々を説得する場合にもひとつそういう方法であるから、なかなかそうはいかないの

ですよと、応分の負担をしてもらえるのならどうか知らぬけれどもというような、うまく相乗

効果を図りながら進めていくというのも一つの方策として考えてもいいのではないかと。市街

化区域の中ですから、当然インフラ整備、それはほとんど終わっていると思いますから、それ

は問題ないと思うのですけれども、そういう説得の仕方についてはいかがなものでございまし

ょう、できるとすれば。 

〇委員長（及川  保君） 煤孫助役。 

〇助役（煤孫正美君） 実は、私も実際現地に赴きまして皆さんにもご説明申し上げたのです

けれども、ちょっと資料を皆さんにそのときに提出して説明したのですけれども、今公共下水

道でやった場合と合併浄化槽でやった場合の個人の方々の負担というのはほぼ同じ額というよ

うな、政策的な判断でこういう形になりますよというようなことでお話もしております。 

 それと、もう一つが、ただ違うのが公共下水道であれば全部行政側の方で維持管理を見ます

ということになりますけれども、今私どもの方で考えています合併浄化槽はあくまでも個人が

やるというような形になりますよというお話をしております。その中で、やはり個人の方々は

維持管理を今度どうやってやればいいのだというような今度は個人の問題になりますので、そ

の辺のお話も出ました。そのときに私たちの方ではこういうふうに考えていますと言ったのが

個人の方と、それからその町内の指定業者さんによって管理会社を組織していただくと。それ

と、町が入りまして、この３者によって協定を結んで一番心配される維持管理の面についても

そういう対応でしていきたいということでご説明しておりますけれども、ただ私が現地でご説

明した中ではやはり合併浄化槽のことについて、我々もちょっと説明不足かもしれませんけれ

ども、機能的には公共下水道と全く同じだという理論的にはなるのですけれども、その辺がち

ょっとまだ説明が不十分なのかなと。そういうご意見の方があったということで、それについ

てはさらにやっぱり合併浄化槽の目的だとか機能だとかをもう少しちゃんと説明しなければな

らないのかなと思っています。そういう形であれば、ご理解いただけるのかなというふうには

思っております。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） 佐久間上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐久間輝男君） 今の助役の答弁で訂正したいのですけれども、管理会社と

いうふうに今申し上げたのですけれども、実は設置者、個人のうちになると思いますけれども、

それから町と設置者と、それから今の助役が言った指定業者、この３者でもって管理協定をき

ちっと結ぼうと、こういう考え方でございます。この辺だけはちょっと違いましたので、訂正
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させていただきます。 

〇委員長（及川  保君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今の下水道の関係なのですが、整備を合併浄化槽にしたいという地域

については石山の旭化成と岩倉団地もそうなのです。はっきり申し上げまして、例えば今の旧

宅造法でやった地域を下水道整備しますよというときに議論するのであれば別なのです。それ

から、前も言ったのですが、すべてについて遅きに失しているという部分なのです。ですから、

確かに整備するということになると、助役が言ったように負担は同じですから、これは町民は

喜んで本当に大合唱するのは間違いないのですが、私が言うのは、では当時の財政的な根拠、

財源、そして10年後の財政事情をきちっと加味した上で整備方針を出したのかと。当時我々も

課長ではなかったと思うのですが、かなり議論をしました、おかしいという。これは、喜ぶこ

とをするのは町長の役目かもしれないのですけれども、これ結局次の世代なりにツケを回すこ

とになるのです。果たしてそこまで議論して、こういう方針を出したのかということなのです。

ですから、本当に加藤委員言うように公平感からいったら、いかがかということになるかもし

れないのです。ただ、旧宅造法当時から、では下水道の整備区域だったのかということになっ

てしまうのです。これを言うと、またあそこに住んでいる方がおかしいのではないかというこ

とになるかもしれません。ただ、本当にこれを整備する、幾らかかるというのは当初から出て

いるはずなのです。では、これを整備するに当たってどう償還していくのだと。今の財源はど

うなのだといったら、整備する区域かどうかと、当然その辺を議論してもよかったはずなので

す。私は逆に、当時課長でなかったのですけれども、議会の方ともどれだけ議論をしたのかな

という思いがあるのです、正直に言いまして。今は12間についても幹線、本管はもう行ってい

るのです、あそこまで。ですから、はっきり言うとあそこの……３キロ、４キロあると思うの

ですが、そこへ行くまでに今のような議論をしっかりしておいてほしかったなというのが私の

正直な気持ちです。途中からやめるということがいかに大変かということなのです。その辺は

そういうことで今課長、助役を含めて皆さんが今行って説明しているのですが、納得できない

人は納得できないと思います。ただ、それだけ今助役以下、大変な状況で説得しているという

ことをまずご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 11番、氏家裕治委員。 

〇11番（氏家裕治君） 11番、氏家です。今の合併浄化槽のことでちょっと私も一言だけお話

ししたいのですけれども、今いろいろな説明会の中で合併浄化槽に対しての不安感を持ってい

る方も多分高齢者の方にとってはいらっしゃるのではないかなと僕は思うのです。白老町内で

現在合併浄化槽で処理されている戸数といいますか、それをどう把握されているのか。押さえ

ていらっしゃるでしょうか。もしわからなかったら、いいです。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇11番（氏家裕治君） 済みません。そうしたらいいです。後でいいです。それが問題ではな

いから。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 
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〇委員長（及川 保君） 11番、氏家裕治委員。 

〇11番（氏家裕治君） 11番、氏家です。済みません。資料的なものは別に構わないのです。

後で出しておいていただければいいと思うのですけれども、僕が言いたいのは白老町内に合併

浄化槽を利用されていて、それで本当に満足されている方々がたくさんいらっしゃると僕は思

うのです。そういった方々の…… 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇11番（氏家裕治君） 合併浄化槽、いますよ。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇11番（氏家裕治君） ちょっと僕に話をさせてください。合併浄化槽、昔の浄化槽というの

は、平成何年かからの法整備の中でもって合併浄化槽にしなければ許可にならないという、そ

ういった……年数的にはちょっと僕も忘れましたけれども、あったはずなのです。それで、私

の近隣にも合併浄化槽の中でもっておふろ場、それから流し台、流し水、それからトイレと、

それを浄化槽の中でもって処理してやられている方がいらっしゃいます。そういう方々の意見

を聞きますと、本当に下水道と何ら変わりはないと。ただ、先ほど助役が言ったように年間の、

最初不安だったのが自分たちの維持管理をしなければいけないということがすごく不安だった

けれども、それも業者さんに頼むと、例えば本当に安価というか、安い値段と言ったら変です

けれども、年に１回か２回程度の管理の中で済むことができるという話も聞きます。ですから、

そういった人方の話を、できればそのお宅を許可をかりて見てもらうだとか、どういう生活状

況なのかというものを参考にしてもらうためにも意見として反映させていただければどうなの

かなと。そのためには、私もこの合併浄化槽の問題については本当に早期に実現していただき

たいなという部分もありますから、そういった面ではそういった方々を紹介するということも

できますし、そういったものも今不安を抱えている方々にとって、言っていただければ協力で

きると思いますけれども。 

〇委員長（及川  保君） 佐久間上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐久間輝男君） 私どもの方で、町内会によっては２回とか３回行ってそう

いった説明を、浄化槽についての説明をさせていただいた経過もございますけれども、意外と

この浄化槽について知識がないということが私どもよく理解しましたので、今のご提言に対し

ては協力をお願いをしたいということもございますので、もう少しその辺が詰まりましたらよ

ろしくお願いを申し上げたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。一つ、今下水を引けるところで町がこれから事業を

やらなければいけない部分、それはどれぐらい残っていますか、今の状況の中で。わかればど

れぐらいの……量がわからなかったらしようがないけれども、今もう本管が入っていて面整備

をしなくてはいけない、町がやらなくてはいけない部分でどの程度の工事というか、量が残っ

ているか。何かで、金額でも面積でも何でも結構です。大まかで結構ですけれども、どれぐら

い残っていますか。 
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〇委員長（及川  保君） 佐久間上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐久間輝男君） 数字的には、ちょっと資料を持ち合わせていないのですけ

れども、まず虎杖浜が面積的には少し多いかなと。あとは、ほとんど手をかける部分について

は終わっておりまして、萩野の緑泉郷ですか。そちらが少しやらなければならないかなと。た

だ、余り家が建っておりませんので、そんなに急ぐ必要もないのかなと、こんなふうには考え

てございますけれども、大ざっぱに申し上げればそういうような状況でございます。数字につ

いては、後ほど回答したいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。なぜそれを聞いたかといいますと、今お話ありまし

たように政策転換をするということは、まちにとっては大変なことなのです、これは。町民は、

そこに下水が入ると思って来ているわけです。いい、悪いは別ですよ。そこの政策転換をする

わけですから、それはやっぱり町長、助役を先頭に、理事者を先頭にやっぱり本当に腹固めて

やらなければだめなものです。 

 もう一つは、やっぱりどれだけのスパンで物を見て仕事をやってきたかということなのです。

私は、５年の単位ではだめだと思っています。最低10年の単位で物は見るべきだろうというふ

うに思っています。私が直接皆さんに、役場の方々にお願いする資料は全部10年スパンで私は

出してもらっています。それは、町がどういう形でまちをつくっていくかということですから。

ですから、今やめたとしても赤字は……赤字というか、下水道の赤字は続きますし、どれぐら

いの量のこれから面整備をしなくてはいけないかというのは、この後の問題でまた出てくるの

です。下水道はなくなるわけではないのです。合併浄化槽をやるから、新たに展開しないだけ

であって、今までの分の本管が入っていた部分の面整備はやらなくてはいけないわけですから。

ですから、そういうところの見通しまで含めて合併浄化槽と両方一緒に進められるという方向

をやっぱりきっちり、出されているとは思うのだけれども、出すべきだろうと思うのです。一

つ、今のところで見解があれば聞きたいのだけれども。 

 もう一つは、合併浄化槽は一般会計の環境衛生費の中で見ていますよね。そうなると、何だ

かまたよくわからなくなってくるのだ。下水道は下水道で残って、合併浄化槽は今度環境衛生

で見ていると。それは仕組みだから、しようがないとは思うのだけれども、そういう形にしか

ならないものなのですか。白老町の下水全体をどうするかというような見方で、字白老の分流

だってこれは下水道でやるわけでしょう。本当からいったら、あれをやめても例えばできるの

なら合併浄化槽を先にやるべきだなと僕は思うのだけれども、そういうところをきちっと政策

的に見きわめる、長期方針を出して見きわめることが私は今必要だと思うのですけれども、い

かがですか。 

〇委員長（及川  保君） 煤孫助役。 

〇助役（煤孫正美君） 実は、私が現地の中でご説明をしたときにやはり町民の方から、要す

るにその説明の前段の中で方針を間違えたのか間違えないのか、それだけはっきりしてくれと

いうようなきついお言葉をいただきました。正直言いまして方針を間違えていますので、それ
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は行政の方で間違えましたと。理由につきましては、いろいろありましたけれども、間違えた

ことは事実ですので、それは間違えましたということでご理解をいただいて、その合併浄化槽

に区域を変更してやりたいというようなお話をさせていただいたのですけれども、いずれにし

ても今白老町が持っている都市計画区域内の下水道区域というのをふやすということは今後そ

うあり得ないだろうというふうに思います。その中で、今度下水道区域も細い管、つまり小さ

な管、それはこれからも継続していきますけれども、やはり効率的に非常に非効率になる部分

につきましては下水道区域の中の合併浄化槽で整備をしたいということで進めております。そ

ういうことで、ほぼ北海道の方も理解いただいておりますので、長期的にはそういう形、長期

的というか、最終的な判断になると思いますけれども、この形で進めていきたいというふうに

思っております。 

 それから、合流管のお話がありまして、今これから整備をするわけですけれども、これも白

老町はどちらかというと北海道の中においても下水道整備というのは早い段階で着手しており

ます。当時は、下水道の整備の仕方としては、それは当時のやり方でそれが正解だったのです

けれども、近年やはり環境問題が非常に厳しくなりまして、国の方の法律もやはり分けるべき

だということで、まして白老川に放流されているということでは非常に問題があるということ

で、そういうことで指摘はされましたけれども、町としてはやはり今言われましたようにまだ

やるべきところがあるのだというようなお話でいろいろご説明したのですけれども、そのこと

でやらないのが白老町だけだというようなお話になったのです。日本全国行って、白老町だけ

だという話なのです。それは何か事実みたいなのですけれども、それはこれからはやっぱり大

量にお金をかけないで徐々にその改善をしていくということで、そういう形で新しい事業に入

ったという経過でございますので、ただうちの方としてはやるべきことはまだあるというよう

なお話は北海道を通して伝えたというふうに今思っておりますので、ご理解いただければとい

うふうに思います。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。わかりました。 

 それで、今の答弁の中に、例えば今本管が入っている、メーンのパイプが入っているところ

でも遠隔地であれば合併浄化槽も考えるというように聞こえたのです、僕は。僕はそういうふ

うに聞こえたのだけれども、それが事実かどうかということと、枝パイプになればこれは全部

町単費になりますよね、たしか。補助がないはずなのです。そうすると、なお逆に進めづらく

なるというのかな。もっとゆっくりやらなくてはいけないというふうに、さっき課長はそうや

って答弁しましたけれども、ゆっくりやらなくてはいけないという状況になると。そうなれば、

逆に考えると快適な生活を送るということと、フォローをさっき言ったような形で３者でやる

のですか。そのフォローがきちっとできるとしたら、きちっと徹底すれば合併浄化槽の方が快

適な生活が送れるのだと。そこで、何かわからないけれども、つくったときに高齢者の皆さん

方が実質的にやるのではなくて、定期的にきちっと回って掃除だとかが……合併浄化槽のだよ。

掃除だとか、電気切るなだとか、そういうことがきちっと指導できれば、合併浄化槽の方が早
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く快適に生活できるのだということを政策として打ち出して徹底すると。それは、あなたのと

ころに枝パイプが引かれるのは、ここは下水道の範囲だけれども、遅くなるから合併浄化槽の

方が早く快適な生活を送れるというぐらいの中身で僕はやるべきではないかと、逆に区域の中

でも。そう思うのですけれども、いかがですか。 

〇委員長（及川  保君） 煤孫助役。 

〇助役（煤孫正美君） 繰り返しますけれども、私も説明会に行って今委員言われたようなこ

とでご説明しております。いずれにしても、今の下水道整備の中で進んでいけば、ある程度見

通しがちょっと立たないと。ただ、合併浄化槽ということになれば事業費もまとまりますので、

個々になりますので、それの方がずっと快適な生活を送れると。そういう判断のもとにおいて

合併浄化槽の事業を始めるということで常にご説明しているのですけれども、やはり先ほども

言いましたけれども、やっぱり合併浄化槽に対しての認識度、我々の説明不足もあるのですけ

れども、それと今まで下水道が来るというようなお話だったという、この２点がやはり大きく

ネックになっているということで、さらにこれも時間をかけて…… 

〇14番（大渕紀夫君） そんなこと言っていない。区域内だよ。下水道を引けるという区域内

の話をしているのだよ。区域外ではなくて。区域内だ。町が枝パイプを引けば下水を引けると

いう場所があるでしょう。そういうところもそういう形で考えたらどうだということを言って

いるのです。今の話は区域外の話でしょう。 

〇助役（煤孫正美君） いいえ。 

〇14番（大渕紀夫君） 区域内もそうだということ。 

〇助役（煤孫正美君） 区域内もそういうことでございます。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に、162ページから179ページまでの２款公債費、３款予備費及び

給与費明細書、地方債現在高見込額調書、債務負担行為に関する調書について、質疑がありま

したら、どうぞ。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） これで歳出が終わりました。 

 次に、債務負担行為、地方債及び歳入に入ります。初めに、12ページ、13ページの第２表、

債務負担行為及び第３表、地方債について質疑を受けたいと思います。ございましたら、どう

ぞ。ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に進みます。 

 134ページから147ページまでの歳入全般について、質疑がありましたら、どうぞ。ございま

せんね。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 歳入が終わりました。 
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 ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れのある方がおりましたら、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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〕 

〇委員長（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。 

 議案第12号 平成18年度白老町公共下水道事業特別会計予算、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〕 

〇委員長（及川  保君） 全員賛成。 

 よって、議案第12号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１３号 平成１８年度白老町学校給食特別会計予算 

〇委員長（及川  保君） 次に、議案第13号 平成18年度白老町学校給食特別会計予算を議題

に供します。 

 特別会計予算書186ページをお開きください。186ページから195ページまでの歳入歳出全般に

ついて質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、学校給食について残食の調査を年に何か１回ほど

義務づけられていると思うのですが、それを実施してその結果について、その結果を献立にど

のように生かしているか、その点について伺いたいと思うのです。 

 17年ですか。去年でしたか。食育基本法というものが制定されたのですが、この中に私も深

く勉強はしていないのですが、バイキングの給食導入と。こういうものも提案されているやに

聞くのですが、それらについて検討、または考えられているか、その点について伺いたいと思

うのですが。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君） 残食の調査、残食については毎日記録をとっております。70

リットルのバケツに半分、50％とか、場合によっては２本、多いときは２本ちょっとぐらい、

70リットルのバケツに２本ちょっとぐらい、10校全部合わせて。その傾向としては、スープ類

が結構多いです。スープ類、それと今の子供たちは煮つけ物がやっぱりちょっとふえていると

いうのですか、そういったことで残食が多くなっております。 

 それから、バイキングの給食なのですが、これについては今既存の給食センターの機能の問

題もありまして、ちょっとバイキングは難しいというふうに考えております。 
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〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、残食は毎日しておられると言うのですが、スープ、

煮つけ物ですか。それらが残ると、こういうご返事でございますが、それを例えば次の日とい

うわけにはいかないのでしょうけれども、１カ月後とか２カ月後にそういう給食の余り好まれ

ないものを何か別な方法で変えているというようなことは現実に行っているのですか、どうな

のですか。しつこくスープは飲まないけれども、またスープも出るのだと、そういうことであ

ってはまたまずいと思うので、かわるものをするとか、そういうようなことはしていないのか。 

 それから、もう一つはバイキング、もちろん今の設備ではだめらしいので、給食センターの

設備ではだめだし、また子供たちが非常にバイキングというのを好む傾向が最近出ているやに

聞いているのです。それで、それは恐らく給食代金の料金の方にも反映していかなければなら

ないと思うし、今の価格ではとてもではないけれども、無理だということも聞いておりますの

で、たまにはそういう変わったこともでき得ればして、給食に対して関心を持ってもらうと。

そうすると、学校へ行くのが楽しいなんていうようなことにも逆に考えられると思うのですが、

それらをうまく利用した方法ということも将来的には考えるべきだと思うのですけれども、い

かがでございましょうか。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君） 残食によってその献立をどのように工夫するかについては、

これも大変難しいのです。給食費との絡みもありまして、それと既存の給食センターの機能の

問題もありまして、メニューを大幅に広げながら子供たちの好みに合う、しかもカロリーと栄

養をきちっととれるようにできればいいのですが、なかなかその幅がとれないということで非

常に難しい状況です。できるだけ工夫はしてはおりますけれども、全体の予算的な問題、そう

いったいい食材を使って幅広いメニューをつくっていけば、それだけ子供たちも喜んで食べて

いただけるというのは、これは十分理解しているのですが、大変苦しい中でやっているもので

すから、その中でいろいろと味つけを工夫したりはやっております。 

 それから、バイキングについては当然金額的な問題もあります。また、子供たちが楽しく給

食を食べられるという、そういった利点もありますけれども、今現状の施設でそれをやってい

くということと、それから現状の給食費の中で年１回でもちょっと厳しい状況でございます。

その辺ご理解いただきたいというふうに思います。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） 給食センターのことなのですけれども、施設も随分古いと思いますし、

正直申し上げて十数年前から建てかえするべきではないかという意見がずっとあったのですけ

れども、いまだにそこの施設を使っているわけなのですけれども、今ほども同僚委員の質問の

中でバイキングもできないと。また、つくれるメニューも非常に決まっていますというふうに

聞いております。やっぱりそこの中で給食センターを廃止して、民間業者に全面的に委託する

という考え方はできないのでしょうか。というのは、民間業者の方からも結構いろいろな食材

とかは入れていると思うのですけれども、今給食センターでつくっていて、できないものは民
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間委託という形をしているのですけれども、そういう形ではなくて給食センターでつくるのを

一切やめてしまって、業務を全部民間委託にすることによって反対にいろいろなメニューを民

間業者の方が、また設備もできますし、考えられるのではないかなと思うのです。一つの方向

性を示す時期ではないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） 目時学校教育課長。 

〇学校教育課長（目時廣行君） 将来的には、当然指定管理者制度の問題とか、こういったこ

とも検討はしなければいけないということは考えております。ただ、今現有施設がまだ使える

状況ですから、ある程度年数をかけて、今の施設をどういうふうに改修するのか、新たに別な

ところに建てかえて新しい施設をつくるのか、あるいは全部民間の方にお願いするか、こうい

ったことは検討していかなければならないというふうに考えています。今の段階では、その更

新施設をどのぐらいの面積で、どのぐらいの金額がかかるのか、これについては今研究中でご

ざいます。そういったことをもとにして民間に全部お願いするのか、こういったこともあわせ

て研究をしていきたいというふうに考えております。 

〇委員長（及川  保君） ７番、西田祐子委員。 

〇７番（西田祐子君） 時間をかけてということなのですけれども、町長の政策の中で白老町

は食材王国にしたいと、そういうふうにおっしゃっていましたね。また、食育ということも非

常に今重要視されています。正直言って時間をかけてとおっしゃいますけれども、十数年前か

らもう既につくれるメニューが限定されているということなのです。実際につくっている、調

理されている方々がこういうものをつくってあげたい、こういうふうなものをつくったら野菜

をもっとたくさん食べてくれるのに、そうしたら魚も食べてくれるのにと言っているのですけ

れども、施設が古い。中に入っているものがつくれない。そういう現状の中で子供たちに食べ

なさいと。残滓を見たときにつくっている人たちが、こういうものもつくったら、この残滓は

この半分以下になるのにね、ほとんど出なくなるのにねと、そういう声がたくさんあります。

ですから、時間をかけるというよりはむしろその建物を維持するとかなんとか、使えるからと

いう問題ではないと思うのです。ですから、時間をかけないで私はもうちょっと違う方向、い

い方向があるのではないかとずっと思っておりましたけれども、もうちょっとその政策的な段

階というのですか。もっと前倒しで考える考え方はないのでしょうか。 

〇委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

〇教育長（山崎宏一君） ご承知のとおり、昭和46年に建っていますので、約35年を迎えると

いう状況でございまして、施設については委員おっしゃるように老朽化と言った方がよろしい

かというふうに思っています。というのは、中のいろんな機材等々も含めましてそういうよう

な状況にあるというのが現状でございます。そういう中で、先ほど来から残食の話も出ており

ますけれども、これから特に食育という面で、これは学校給食を含めて子供たちに食というも

のの大切さというか、そういうものをやっぱり教育という中で教えていかなければならないと

いう中で、ご承知だと思いますけれども、栄養教諭の配置の問題、それと給食センター、今は

給食センターの栄養士が残食も含めて、やはり子供たち、各学校を定期的に回りまして、いろ
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んなそういう食に関する指導を行っております。状況を聞きますと、やはりこれは学校の先生

ばかりではなくて、そういうふうに専門的な栄養士が行って、先ほどのつゆ関係が残りますよ

というお話なのですけれども、そういうところのこれをなぜ食べなければならぬかと。人の体

の仕組みから、栄養をとらなければならぬかということをいろんな栄養士が話ししたときに、

やはり子供は食べるというのです。だから、そういう状況をやはりこれからも給食センターの

栄養士、そして栄養教諭を含めて、そういう部分ではやはり充実させていかなければならぬな

というふうに思っております。 

 それで、今課長が話したとおり、先ほど話ししたように35年たとうとしておりますので、こ

れについては指定管理者の関係、それと同じですけれども、民間委託、それらとこれをまだい

つ、どういうような方向でいくかというのは、今委員は10年前からというお話をされておりま

したけれども、それはそれでちょっとあったとは思いますけれども、今教育委員会としては期

間と、それと予算と建設費を含めて、方法を含めて、今実はスタートに立ったというふうに言

ってもよろしいかと思います。したがって、いつの段階でというのは今の段階では具体的にお

話はできませんけれども、少なくてもそういう認識の中で今後のセンターというものを考えて

いかなければならぬというふうに考えております。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。 

 議案第13号 平成18年度白老町学校給食特別会計予算、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〕 

〇委員長（及川  保君） 全員賛成。 

 よって、議案第13号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１１時５５分 

                                           

          再開 午後 ０時５９分 

〇委員長（及川  保君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどの氏家委員、そして大渕委員の質問の中で答弁漏れがありましたので、先にそれを。 

 佐久間上下水道課長。 
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〇上下水道課長（佐久間輝男君） 下水道会計で答弁漏れがございましたので、答弁させてい

ただきます。 

 まず、氏家委員の浄化槽が何件かということがございましたけれども、少し古い資料ではご

ざいますけれども、処理人口にいたしまして100人ということでございます。また、この数字に

つきましてはよく把握していない部分がございますので、今後きちっとした把握をしたいとい

うふうに考えてございます。 

 それから、大渕委員の下水道の未整備面積ということでございます。認可面積が1,169.3ヘク

タールです。整備終了面積が753ヘクタールです。整備率にいたしまして64.4％になります。こ

れが現在のものでございます。仮に先ほど申し上げていましたバーデン、太平洋、石山と、こ

れを仮に除きますと除く面積が106.9ヘクタールになります。したがいまして、認可面積が小さ

くなりますので、整備率が高くなります。70.9％ということになります。 

 以上でございます。 

                                           

    ◎議案第１４号 平成１８年度白老町工業団地造成事業特別会 

            計予算 

〇委員長（及川  保君） それでは、進めたいと思います。次に、議案第14号 平成18年度白

老町工業団地造成事業特別会計予算を議題に供します。 

 特別会計予算書の202ページをお開きください。202ページから215ページまでの歳入歳出全般

について質疑に入りたいと思います。質疑のございます方はどうぞ。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。203ページの工業団地売払収入なのですけれども、こ

れは歳出に対するための予算なのか、具体的に何か中身がある予算なのか、どちらでしょうか。 

〇委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

〇産業経済課長（三戸功二君）  お答えします。 

 予算説明の際にも申し上げましたけれども、一応歳出見合いということで計上をさせていた

だいております。具体的には特別工業地区、ここが今単価7,800円でございますけれども、400

平米程度の算出根拠をもって計上いたしたものでございます。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。工業団地の問題は、一般、代表質問でも議論されま

したから、それ以上のことは言いませんけれども、ただ特別工業地区、もうちょっと売れると

ころがあるのであれば、そこの対応策といいましょうか、状況というのですか、それはどんな

ような状況ですか。 

〇委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

〇産業経済課長（三戸功二君）  今特別工業地区においてもいわゆる売り払いできる面積とし

てカウントしているのが１万9,000平米ほどございます。当然あそこの地域については、町内の

移設という、一つの受け皿というふうにとらえておりますけれども、現状においては具体的に
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そういう引き合いというのは今は実はありませんけれども、団地関係全体からすればいろいろ

外へ向けての誘致活動もそうでございますけれども、町内のそういう動向も見きわめながら、

いろんな情報提供をしながら、特別工業地区への誘導というものもあわせてしていきたいなと、

そんなふうに考えております。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。わかりました。 

 もう一つ、あそこにあるパチンコ屋さん、やめましたね。あの跡地は買い戻し、あそこは買

い戻しついていなかったと思うのだけれども、あの跡地についてはそのまま、そのままという

意味は、そのままその業者さんが持っていらっしゃって町が運用するとかなんとかということ

ではできないような状況になっているのでしょうか。そこら辺はどうですか。 

〇委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

〇産業経済課長（三戸功二君）  事業者の方の意向といいますか、そういうものを直接的に把

握している経緯はございませんけれども、できるかできないかを含めてちょっと内部的にも検

討してみたいなとは思いますけれども、現状においては何の動きもないということでご理解い

ただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） ９番、吉田正利委員。 

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。211ページ、分譲測量の計上をしてございま

すが、これは目的があって計上しているのか、あるいはそのほかの目的なのか、ちょっとお願

いします。 

〇委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

〇産業経済課長（三戸功二君）  この測量につきましても、具体的にそういう箇所が現実に発

生してのことではなく、今後いろいろ必要に応じて即対応できる体制を整えておきたいという

ことでの計上でございます。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。 

 議案第14号 平成18年度白老町工業団地造成事業特別会計予算、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〕 

〇委員長（及川  保君） 全員賛成。 
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 よって、議案第14号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１５号 平成１８年度白老町臨海部土地造成事業特別 

            会計予算                 

〇委員長（及川  保君） 次に、議案第15号 平成18年度白老町臨海部土地造成事業特別会計

予算を議題に供します。 

 特別会計予算書の222ページをお開きください。222ページから240ページまでの歳入歳出全般

及び地方債現在高見込額調書について質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ござい

ませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。 

 議案第15号 平成18年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算、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〕 

〇委員長（及川  保君） 全員賛成。 

 よって、議案第15号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１６号 平成１８年度白老町港湾機能施設整備事業特 

            別会計予算 

〇委員長（及川  保君） 次に、議案第16号 平成18年度白老町港湾機能施設整備事業特別会

計予算を議題に供します。 

 特別会計予算書の246ページをお開きください。246ページから267ページまでの歳入歳出全般

及び地方債現在高見込額調書、債務負担行為に関する調書について質疑に入ります。質疑のご

ざいます方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 討論なしと認めます。 
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 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第16号 平成18年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、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〕 

〇委員長（及川  保君） 全員賛成。 

 よって、議案第16号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１７号 平成１８年度白老町墓園造成事業特別会計予 

            算 

〇委員長（及川  保君） 次に、議案第17号 平成18年度白老町墓園造成事業特別会計予算を

議題に供します。 

 特別会計予算書の274ページをお開きください。274ページから290ページまでの歳入歳出全般

及び地方債現在高見込額調書について質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。 

 議案第17号 平成18年度白老町墓園造成事業特別会計予算、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〕 

〇委員長（及川  保君） 全員賛成。 

 よって、議案第17号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１８号 平成１８年度白老町介護保険事業特別会計予 

            算 

〇委員長（及川  保君） 次に、議案第18号 平成18年度白老町介護保険事業特別会計予算を

議題に供します。 

 特別会計予算書の38ページをお開きください。第２表、債務負担行為について質疑に入りま

す。質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に、296ページから343ページまでの歳入歳出全般及び債務負担行
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為に関する調書について質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。一つは、介護保険料が今回変わったわけですけれど

も、他市町村の状況を押さえていれば白老町と比較してどういう状況かということが１点。 

 もう一点、今回徴収が第６段階まで分かれまして、第２段階、国が18％ちょいですか。それ

が白老町は40％ということで、言えば白老町の貧困化率と言っていいのかどうかわかりません

けれども、極めて高いと。私は、やっぱり異常ではないかなというふうに思うのです。その原

因、わかるかという言い方はちょっとおかしいのだけれども、なぜ第２段階にそんなにたくさ

んいるのかという、その中身について調べているかどうか、そのこと。 

〇委員長（及川 保君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） お答えいたします。 

 まず、１点目の介護保険料の改正の件でございますが、実はこのやつについては道で道内の

市町村の平均、基準額の平均を出してございます。それで、道が公表した速報値では全道平均

で3,930円、平均11.8％のアップということで公表しています。それで、各自治体別のは４月の

中旬ごろまで、今どこの市町村も議会で条例改正等をやってございますから、それが終わりま

して４月の上旬か中旬ごろに正式に公表するということです。とりあえず発表されたのが3,930

円でございます。ちなみに、胆振管内の町村、ちょっと近隣の市でございますけれども、伊達

市さんが4,200円、それから苫小牧市が3,902円、登別市が3,500円、室蘭が3,450円、それで白

老町が3,657円というふうになってございます。私どもにつきましては、第２期の保険料もそう

でしたけれども、第３期も私たちの予想では全道市町村の大体中間ぐらいに位置するのかなと

いうふうに想定してございます。 

 それから、２点目の介護保険料の第２段階のことでございますが、実は国が示している各段

階別の割合がございます。大渕委員がおっしゃいましたように、先ほど出ていましたが、実は

第２段階……新でやります、条例も改正してございますので。第２段階が二つに分かれます。

それで、全世帯が町民税が非課税で合計の所得が80万円以下の方、この方々が第２段階になる

のです。それで、国が示した各６段階の割合でいきますと、大体国では18％ぐらいでないかと

いうことを実は示してございます。それで、白老町の場合はどうなりますかというと、これは

昨年の10月に負担限度額の収入調べで、これは食費と居住費の関係で負担限度額を認定しなけ

ればございませんので、全件実は調査してございます。その数値をもとに18年度の予算を実は

組んだわけでございます。そのときの調べました結果でいきますと第２段階、白老町は40.9、

2,440人ということで国が示した約倍以上の数字になってございます。ちなみに、第３段階、新

しくできました町民税が非課税で80万円以上の収入の方、この方々が国が示した割合が９％、

それで白老町は203人で3.4％と、こっちはちょっと低くなっているのです。したがいまして、

第２段階が今回6,900円実は下がるのです。その方々が2,440人いるということで、率にしまし

て40.9％ということで圧倒的に約半数近い数字がこの第２段階に集中してございます。 

 それで、後段に申しましたどうしてこのようになるのかというと、私どもの課の考えとしま
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しては、担当している者の考えとしましては、まず65歳以上の方々でございますので、所得が

低いというのは、当然低いからこうなっているのですけれども、第１次産業に従事している方々

が多いのかなと。逆に言うと、室蘭だとかというのは非常に年金生活者が、やはり新日鐵だと

か日鋼さんだとか、いろいろなことで安定した年金をもらっている方が多いのかなと。白老は

どちらかというと１次産業の従事者、町長も何回も言っていますけれども、非常に所得が低い

ということで国民年金加入者だとか、こういう方々が多いから白老町は町民税の非課税世帯が

多くてこういう結果につながっているのかなというふうに分析してございます。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。１点目はわかりました。 

 もう一点だけ、介護保険の使っている量、17年度でもいいのですけれども、国の平均との関

係で17年度どのような状況になっているか、そこをどのように押さえていますか。医療費との

関係もございますので、保険の使い方というのですか、どのような状況になっているか。 

〇委員長（及川 保君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） お答えいたします。 

 介護給付費でございますけれども、実は第２期の計画では15年度から17年度まで、この３カ

年間の実績を、17年度は見込みで出しています。前回補正しました金額をもとに見込みで出し

てございます。それで、第２期の実績としては約35億8,000万円ぐらいになります。それで、私

ども３期の計画、18年から20年も実は38億5,800万円ぐらいということで率で7.7％、３カ年で

見込みを立ててございます。今第２期の17年度が終わりましたら、国が示しております平均が

出ると思いますけれども、今までは介護給付費は大体全道からいきましても中間ぐらいだとい

う位置になってございます。したがいまして、第２期の計画を見ましても計画から大幅にずれ

てございませんので、ほぼ中間ぐらいの位置を示すのではないかと、そのように見通しを立て

てございます。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 333ページの地域自立生活支援事業に関連してちょっとお聞きしたいの

ですが、要介護１が今度要支援２と要介護１ですか、これに分かれますよね。それで、かなり

この自立生活支援事業という事業がふえてくるというふうに思って、この1,400万円ですか、の

事業費を見ているのですが、今の白老町の中にあります事業所ですとかマンパワーでこのふえ

た分は対応できるというふうにそちらの担当者の方では押さえているのかどうかというふうな

ことを一つ聞きたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 333ページですね。今鈴木委員おっしゃいま

すこれは、実は地域支援事業ではなく任意事業なのです。任意事業の数字でございます。それ

で、今言いました要支援１、２になる部分ということで、事業所で対応できるのかと、新予防
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ということで。実は、今月いっぱいにその事業所で何をやるかという届けを、予防給付でござ

いますので、うちの方に来ます。それで、きょう通知来たのですけれども、一応４月の22日ま

で延びたのです。実は、23日ぐらいに締めることになっていたのですけれども、ちょっと時間

的に余裕がない。国の方で４月の中間ぐらいまで延ばしていいということになってございます。

それで、今うちの方で考えていますのはこの予防給付を含めて、今の既存の事業所で十分やっ

ていけるというふうに見てございます。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 今まで要介護１の方が要支援２になりますと、一月に使えるサービス

量というのですか、それがかなり下がってきます。要支援１で今いた方が簡単に言えばディサ

ービス３回使えたやつが２回とか、そういう形になってきますよね。そうしますと、やっぱり

どうしても３回必要な方は、もう一回は自己負担でかからないとだめだという形になりますよ

ね。そうしますと、今いろんな事業所で考えているのはそういう方の対応という部分を、本当

にではディサービスにかかったときに１万円、実費かかるやつを１万円負担してディサービス

にかかれる方がどのぐらいいるかということもいろいろ加味して、かなり苦労している部分が

あるのですが、要するに料金を設定する部分、丸々もらえないので、5,000円にするとか3,000

円にするとか、非常に頭を悩めているという話を聞いているのです。そういうお話を行政の方

で聞いて、何かそれに対する指導というのは、行政が指導するというのもまたちょっとおかし

い話なのですが、その対応の考え方というのですか。何かそういうお話を聞いているかどうか

ということをちょっとお聞きします。 

〇委員長（及川 保君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 例えば要支援１になった場合の予防給付の

サービスの回数、いろんなサービスがございますけれども、私どもが実はつかまえているのは、

一般質問でも町長もご答弁しましたけれども、限度額は当然下がりますけれども、限度額が下

がりましても実績として利用限度額が半分以下の実績なのです、実は。それで、今回も訪問系

と通所系にいたしましてもパッケージになる、月単位になったわけでございます。それで、今

の要支援者が例えばヘルパーさんを受けているのは大体多い人で週３時間程度なのです。それ

と、通所介護、これはデイなのですけれども、大体週２回が中心なのです。そういうことで、

新しい要支援のサービスの標準の月額の利用でございますけれども、実は基本型が三つぐらい

ございまして、例えば訪問看護であれば週２回だとか週１回だとか、これにパッケージが決め

られているのです。それで十分要支援１、２、軽度の方については満たされるのかなと。ちな

みに、既に先週火曜日あたりから実は４月で更新になる方の部分をうちの方で介護１から要支

援２になるだとかという方もリストアップしまして、審査会で区分変更になってございます。

それで、今うちの方で地域包括センターが利用者と契約を結ばなければだめですから、３日ぐ

らい前から職員総出で実は利用者のお宅をお邪魔して利用者契約をとっているのです。そのと

きに、きのう帰りましてどうだという話を聞きましたら、非常にスムーズにいっていると。と
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いうのは、今の事業所のケアマネさんが今度はこう変わるよということで、ほとんど事前に周

知してくれているので、今までのパターンでいきますと週２回デイに行きたいと、それではこ

のパターンでどうですかということで、非常に今のところは割かしスムーズにいっているのか

なということで、30人ぐらい今月回る予定をしてございますので、今のところは各事業所のお

力をいただいてスムーズにいっているということでございます。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） そうしますと、予防事業ですか。今度出てきます予防事業と要支援の

ところは、今まであるサービスと新たに出てくる予防事業とケアプランをするわけですから、

そのケアプランする中で今と余り変わらないというのですか、ぐらいのサービスを、きっとサ

ービスの種類は違うと思うのですが、予防事業という中でそれを組み入れてケアプランを立て

て、今のサービスと変わらないようなサービスを提供できるような仕組みになっていくという

ふうに考えてよろしいのでしょうか。 

〇委員長（及川 保君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 介護認定をいただく要支援１、２の予防給

付については今までどおりと同じように、多少の制約は受けるかもしれませんけれども、同じ

流れになると思います。それと、あと一方、同じ予防給付でも介護認定を受けていない方々、

特定高齢者、虚弱高齢者等々につきましては、18年度についてはいろいろ予算措置はさせてい

ただいてございますが、従来引き継いでいた事業はそのままやります。それと、ご存じのよう

に特定高齢者ということで、65歳で比較的元気な方でございますから、この方々にいろんな予

防を、一応講習会だとか転倒予防教室だとか、いろいろなことを考えてメニュー化してござい

ますけれども、そこにどうやって参加をしていただくかということが一番大きなネックになる

のかなと考えてございます。そういうことで、１年目につきましてはうちの今までやった事業

は継続しますし、それからよその町村を見て非常に効果が上がるような事業があれば補正を組

んででも対応していきたいというふうに実は考えてございます。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。 

 議案第18号 平成18年度白老町介護保険事業特別会計予算、原案のとおり決定することに賛
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成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇委員長（及川  保君） 全員賛成。 

 よって、議案第18号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１９号 平成１８年度白老町立特別養護老人ホーム事 

            業特別会計予算 

〇委員長（及川  保君） 次に、議案第19号 平成18年度白老町立特別養護老人ホーム事業特

別会計予算を議題に供します。 

 特別会計予算書の42ページをお開きください。第２表、地方債について質疑に入ります。質

疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に、350ページから393ページまでの歳入歳出全般及び給与費明細

書、地方債現在高見込額調書、債務負担行為に関する調書について質疑に入ります。質疑のご

ざいます方はどうぞ。 

 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。一つ、給与費明細書で386ページの職員１人当たりの

給与という部分があるのですけれども、これは一般行政職、技能労務職、看護職、全部昨年よ

り下がっているのです。ところが、前のページの384ページの一般職の総括と書いて、これは一

般職だけですから、こうなるのかわかりませんけれども、前年度より今年度給料上がっている

のですけれども、どうしてこういうふうになるのでしょうか。よくちょっとわからぬものです

から、それが一つ。 

 それから、寿幸園全体ですから、今回建てかえるわけですけれども、跡地をどのように考え

ているか。跡地の利用を今もう考えているかどうかということが一つと、隣接して老人憩の家

がございますけれども、その憩の家をどのように……そのまま続けるのかどうかということで

あります。その点についてどう考えているかお尋ねをしたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 千石寿幸園長。 

〇寿幸園長（千石講平君） まず、１点目の職員の給与単価の増についてでございますが、こ

れは17年度中における給与の昇給、制度改正に伴う単価アップに伴いまして上昇した分でござ

います。中身につきましては、入ったときのそういう前歴の換算であるとか、その点の見直し

が17年度にあったために、対象者が寿幸園に多かったことによりまして単価アップがあったと

いう理由でございます。 

〇委員長（及川  保君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） 跡地利用の関係ですけれども、実は今回の予算でご存じのとおり交

付金制度から道に税源移譲になりまして、道の制度としてこの事業の補助制度は残ったのです。

残ったというふうにお聞きしております。それで、今回その辺がはっきりしていなかったもの
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ですから、歳入の方ではまだ見込んでいないのですが、正式に決まらなければ何とも言えない

のですが、多分今の情報では道の制度として残りまして、さらに建てかえ分もこの補助の中で

見ていただけるような、そんなことになりそうなのです。ちょっと奥歯に物が挟まったような

言い方で申しわけないのですが。そうなりますと、当然建てかえの費用を見てもらえますから、

あれを壊さなければならなくなるのです、単年度で。その関係がございまして、あれは基本的

には壊すことにします。ただ、今ご質問の憩の家は、これについてはやはりまだ使える施設で

ございますので、ちょっと一部要望もございましたりして、まだ方針ははっきりしていないの

ですが、いずれにしてもこの憩の家は残して有効利用ということも考えたいと、現段階ではそ

のように考えております。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。済みません。１点目のこと、よくわからないのです

けれども、要するに18年度の平均給与額でも17年度より下がっていますよね。下がっているで

しょう。下がっているのに、どうして前のページの給料の総額が上がるのかという極めて単純

な質問なのです。今のことでは、途中で上がったら18年度のやつが上がらなければ変でしょう、

今の答弁だったら。そうなると思うのだけれども、簡単なことなのかもしれない。僕がわから

ないのかもしれないけれども、そこを聞いているのですから、その点を一つ。 

 それと、寿幸園の跡地については更地にすると。その後の計画は、まだないというふうに理

解しているのですが、憩の家は憩の家として残すということは、お年寄りの人が利用するとい

うことで残すということでいいのかどうか、その点。 

〇委員長（及川  保君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） それでは、先に憩の家の方をご答弁させていただきますが、その辺

で今考えておりますのは、現時点で方針は決まっていませんが、全体の利用としてどういう活

用方法があるかということも含めて、有効利用をさせていただきたいというふうに考えており

ます。 

〇委員長（及川  保君） 暫時休憩します。 

          休憩 午後 １時３３分 

                                           

          再開 午後 １時３４分 

〇委員長（及川  保君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 千石寿幸園長。 

〇寿幸園長（千石講平君） まことに申しわけございません。これについては、ちょっと今調

べさせていただきますので、保留させていただきます。 

〇委員長（及川  保君） 暫時休憩します。 

          休憩 午後 １時３５分 

                                           

          再開 午後 １時３５分 
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〇委員長（及川  保君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 そのほかございませんか。ありませんね。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。 

 議案第19号 平成18年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算、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〕 

〇委員長（及川  保君） 全員賛成。 

 よって、議案第19号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第２０号 平成１８年度白老町水道事業会計予算 

〇委員長（及川  保君） 次に、議案第20号 平成18年度白老町水道事業会計予算を議題に供

します。 

 別冊の水道事業会計予算書18ページをお開きください。18ページから24ページまでの収益的

支出から質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に、資本的支出、26ページをお開きください。質疑のございます

方はどうぞ。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 大変失礼しました。収益的収入、17ページをちょっと省いてしまい

まして、申しわけございません。17ページをお開きください。質疑のございます方はどうぞ。 

 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤でございます。17ページのこの表の見方なのですが、給水収益の

中で０から８立方メートルでこれだけの水が使われて、これだけの収入があるというふうに書

かれているわけですよね。全部量ごとに収入が書かれているわけですけれども、これは単純に

これを割ってみますと、０から８立方メートルのところでは１立方メートル単価が430円になる

のです。その下の９から100、101から500、501以上というところを割ってみると180円台になる

わけです、単価が。この差というのがどういうことなのかということがちょっとわからないの

ですけれども、これ随分この金額が大きいものですから、料金設定に不合理が生じないのかど

うなのか。このあたりの見方というのは、どういうふうに見たらいいのか教えてください。 
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〇委員長（及川  保君） 佐久間上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐久間輝男君） 確かにおっしゃられるように、これを単純に割るといいま

すか、やっても単価は出てこないのです。料金も出てこないのです。いわば参考程度にしてい

ただきたいという意味合いになってしまうのですが、実は決算でもってこういう積み上げの数

字を出しているのです。あるいは、予算をあれするときに使った量ごとに集計をとっているの

です。ですから、こういう数字が出てくると。別にでたらめな数字を出しているわけではござ

いませんけれども、こういう数字を使っておりますので、参考程度に出しているということで

ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 見方が違うのだって言われれば、それでいいのです、それがわかれば。

そういう計算はしてはいけないのだということがわかったので、それでいいと思います。 

 別なことを聞きますけれども、現在停水状態にある世帯というのはどのくらいあるのか、そ

してまたその家庭の対応というのはどういうふうになっているのか。停水に至る条件というの

はどういうことなのか、そのあたりを教えていただきたいと思いますが。 

〇委員長（及川  保君） 暫時休憩します。 

          休憩 午後 １時４１分 

                                           

          再開 午後 １時５０分 

〇委員長（及川  保君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどの斎藤委員からのご質問に対しての答弁です。 

 佐久間上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐久間輝男君） 給水停止の関係でございますけれども、一応白老町水道給

水停止処分実施基準という要綱を設けておりまして、おおむね６カ月以上の方に停水をかけれ

ると、こういうような基準を一応の目安としてございます。 

 それから、件数ですが、５件現在あります。内訳でいきますと、現在井戸水を使用している

方が、井戸水とか温泉水を利用している方が２件、それから居住している方が３件という内訳

にございます。居住されているといいますか、そういうふうに今申し上げたのは水をよそから

くんできて生活をしているというふうな方でございます。 

〇委員長（及川  保君） 13番、斎藤征信委員。 

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。今停水されている家庭が何らかの形で生活をしているのだ

ということで、ただ停水で困っているのではないということがわかりましたので、それでいい

わけですけれども、あと一つだけちょっと伺っておきたいのですが、これは確認ということで、

一番先に出しましたこの表の見方なのですけれども、基準水量の８立方メートル以下の家庭が

相当あるので、そのまんま計算ではできないのだということのようですけれども、大分前の資

料を見るとゼロから１立方メートル以下しかないというのが大体1,000件近くあったのです。基

準水量の半分、４立方メートルぐらいだと、そこまでだと2,000件ぐらいの数字があったわけで
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す。現在そのあたり、どうしてこういうふうに使わないで生活ができるのか、ちょっと私もわ

からないのだけれども、そういう家庭が今どのくらいあるのか、その数字だけちょっと確認し

たいのですが。 

〇委員長（及川  保君） 佐久間上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐久間輝男君） その数字については、現在もそんなに変わっているわけで

はございません。うちの場合は、別荘地といいますか、別荘があるということで、その件数が

多くなってきておりますけれども、やはり核家族化といいますか、そういうようなことで１世

帯が使う量というのは少しずつふえているといいますか、そういう方がふえてきている状況に

はあります。よろしいでしょうか。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 質疑なしと認めます。 

 先ほど飛ばしましたので、資本的支出、26ページをお開きください。質疑がございましたら、

どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に、資本的収入、25ページをお開きください。質疑のございます

方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に、７ページから10ページまでの給与費明細書及び債務負担行為

に関する調書について、質疑のございます方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。 

 議案第20号 平成18年度白老町水道事業会計予算、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〕 

〇委員長（及川  保君） 全員賛成。 

 よって、議案第20号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 
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    ◎答弁保留の件 

〇委員長（及川  保君） それでは、先ほどの大渕委員からの質問に対しての答弁をいたしま

す。 

 千石寿幸園長。 

〇寿幸園長（千石講平君） 先ほど大渕委員の答弁を保留した件についてお答えいたします。 

 384ページの表と386ページの表の差について説明いたします。まず、384ページの表につきま

しては４月１日時点の数字ということでご認識いただきたいと思います。386ページ、これにつ

きましては記載にあります１月１日現在ということでございます。それで、ご説明いたします

が、まず一般行政職、386ページの欄ですが、一般行政職、これにつきましては４月１日時点の

人事異動等による減でございます。技能労務職、これにつきましては寮母職１名退職に伴いま

す単価減でございます。年齢の欄につきましても退職に伴いまして平均年齢も若くなっている

と、そのような数字になってございます。また、看護保健職等、これにつきましては１名なの

ですが、給与改定、人勧0.3％の減による単価減でございます。384ページの数字、これはアッ

プしてございますが、この内訳につきましては定期昇給等、右の欄に内訳と記載ございますが、

そのような理由でのアップでございます。 

 以上でございます。 

                                           

    ◎議案第２１号 平成１８年度白老町立国民健康保険病院事業 

            会計予算 

〇委員長（及川  保君） それでは、議案第21号 平成18年度白老町立国民健康保険病院事業

会計予算を議題に供します。 

 別冊の特別会計予算書20ページをお開きください。20ページから31ページまでの収益的支出

から質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に、収益的収入、19ページをお開きください。質疑のございます

方はどうぞ。 

 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、19ページの収益的収入でお聞きした方がいいのか

なと思いまして、何点かお聞きしたいのですが、ことしの４月から診療報酬がマイナス改正に

なります。それで、この予算、収入、支出ですが、マイナス報酬を予想して計上しているのか

どうか、まずそれについて伺いたいのでございます。 

 それと、大ざっぱに、今回の改正がいろいろあるのです。それらがどういうものか。これは、

厚生省の方で決めたことですから、内容をちょっとご説明いただきたいと思います。 

 それから、19ページの収益的収入の他会計補助金、いつもここで聞くのですが、不採算地区

運営経費ですか、１億1,600万円。それから、不良債務解消分2,000万円。これは、国保病院を

運営している自治体にはずっと前からこういう項目が、金額は多少上下はありますけれども、
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計上されているのですが、全道の国保病院のほとんどが赤字だということは我々もよく認識し

ておるのですが、したがって不採算地区なのだからということで国からこういう金が毎年ある

限りずっと永久に続くのかどうか。もちろん黒字に転換すれば、そういうことは解消されるの

でしょうけれども、今の状態では黒字に転換ということはもう全然考えられない状態、構造的

にそういうふうになっていると伺っておりますので、このあたり今後ともずっと続けられてい

くものかどうか、そのあたりについて伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 何点かご質問ありましたが、まず診療報酬の改定を見込んでの

あれかということですが、予算編成時点でまだマイナスがどんなぐあいに来るのかということ

が詳細がわかっておりませんでしたので、この予算には反映をしておりません。議案説明のと

きに若干お話しさせていただきましたが、大体このマイナスの予想が1,300万円から大体2,600

万円ぐらいの範囲の中で入ってくるのではないのかなと。ただ、きょう現在でも診療報酬改定

の細かい中身が実はちょっとまだ見えないところがあります。それで、どこの部分がどれぐら

い影響してくるのか、正直言ってまだ見えないところがありますので、おおよそ最大で2,600万

円ぐらいかなと。うまくいけば1,300万円ぐらいにおさまるのかなと。いずれにしましても、多

分４月の20日ごろにならないと最終的にちょっと状況がわからないような状況になっています。 

 それで、診療報酬の改定の状況ですが、何点かございまして、私どもの病院の方でまず関係

が深いのかなと思うのは、基本的には診療報酬で1.7％、それと薬価については1.6％、合わせ

てトータルでいくと3.16％なのですが、まず薬価の方で言うとかなり効果額が大きいのではな

いかなと考えています。2,400万円ぐらい多分薬剤費がひょっとしたら減るのではないかなと。

当然その分が診療報酬の入院外来の報酬の方は下がってくるというような形になろうかと思っ

ています。 

 それとあと、大きな点でいいますとリハビリ加算だとか、あと今看護単位でいいますと、う

ちの看護単位が2.5対１というような、患者2.5人に対して看護師１名というような状況であり

ますけれども、この看護報酬も若干さま変わりをするというふうに聞いています。2.5対１が多

分13対１というようなお話になってくるのかなと思っていますけれども、具体的にその基準が

ちょっとまだ見えてきていないものですから、なかなかその人員についても言えないというよ

うな状況になっております。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇病院事務長（丸山伸也君） 数字でいいますと13対１ということなのですけれども…… 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇病院事務長（丸山伸也君） 違います。すべての時間で１人の看護師が何人見れるかという

数字にちょっと変わってくるものですから、多分夜間の、一番深夜の時間帯に最低何人必要に

なるかと、多分こういう基準に変わってくると思って見ています。そういうような状況になっ

てくると思いますので、数字的にはそういう数字に看護報酬もかなり変わってくるということ

でありますので、最終的に院長先生と相談をして、どういうような看護対応をとるかについて
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も今後ちょっと協議をしていかなければならないと、こんな状況になっています。 

 あと、リハビリの加算がかなりなくなると。それと、急性期を外れてしまった人の報酬がか

なり下がってくると。そういった形の中で、町内の民間医療機関さんの中で結構影響が出てく

ることもあろうかなと、こんなぐあいに考えております。 

 それと、もう一つは、他会計補助金の中で不採算地区病院運営経費の今後ですが、基本的に

はやはり今の構造改革の三位一体改革の中、これもかなり厳しい状況になってくるのだろうな

と思っています。いつまでもこういうお金が来るのかなと。いつまでというふうには言えない

と思いますが、そういったことも想定しながら、今後病院の経営についてはやっぱり考えてい

かなければならないというふうに考えております。 

 以上です。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） ちょっと繰り出しの関係で補足いたします。最

後の不採算地区病院の繰り出しの関係ですけれども、一般会計から病院会計へ繰り出しする内

容については、毎年総務省の方から繰り出しの基準に関する通知、いわゆる繰り出し基準とい

うものが示されております。それで、この不採算地区病院というのは、この白老町地域におい

て診療所はあるけれども、病院は町立しかないと。また、例えば１日の患者さんですか。200人

以下だとか一定の基準がありまして、それに該当すると、この不採算地区病院の基準に該当す

ると、必然的に一応その赤字の補てんについてはこういう形で繰り出ししなさいと、そういう

基準になっております。ですから、かなり病院の患者さんがふえない限り、一応この繰り出し

の基準に該当するので、これについては引き続き基準となる繰り出し項目として残っていくの

かなというふうに思います。 

〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、大体今の聞いたところでわかりました。 

 それで、丸山事務長、もう少したばこの話もされるのかなと思ったのだけれども、たばこの

方は出てこなかったものだから私の方で聞くのですけれども、禁煙指導ということで１日の本

数掛ける年数が200を超えた以上は病気だよという判定なのですね。この200という数値がなぜ

そういうふうになったのか、私どもはわかりませんが、厚生省で決めたのでしょうから、これ

はあきらめるより仕方ないのですが、200という数字になりますと１日10本、20年のんだら200

になるのです。20本のむと10年で患者なのです、もう。そういう数値が今回示されたのです。

先ほども国保の会計でちょっと出ていましたけれども、予定としては20人くらいを予定してい

ると、こういう話なのだけれども、議員さんでさえ10人以上たばこをのんで、みんな患者ばか

りです。ただ、それが病院へ行くか行かないかは別にして、こういうことは果たしていかがな

ものかと非常に私は不満を持っているのです。町長は我々の同志ですから聞きませんけれども、

煤孫助役もそうですけれども、三國谷助役に聞きたいのだけれども、どうもこういうことでお

かしいなと僕は思うの。 

 それと、大きな矛盾があるのは、たばこ販売促進協議会というのがあるのです、たばこ屋さ
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んでつくっているのに。そこへ補助金を出しているのです。たばこを売ってください、売って

くださいと言っているのです。そして、１億6,000万円のたばこ消費税というものが入っている

わけです。大きな財源なのです。我々は、自慢をするのではないのですよ。自慢をするのでは

ないのだけれども、片一方ではたばこをどんどん売ってくださいと言って、たばこ屋さんに補

助して、片一方ではのむな、のむなと言って、のむのならみんな患者にしてしまうよと、こう

いうような方法で大きな矛盾を私は感ずるのですけれども、大きな矛盾ではないですか。僕は

そう思うのだけれども、そのあたりはどのように考えているか伺いたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 加藤委員、これ関連ですか。 

〇18番（加藤正恭君） たばこの病気ですよ。今度の改正でニコチン依存症という病気が新設

されたのです。だから、それを聞いているのです。診療報酬の方に影響もするのですから。 

〇委員長（及川 保君） わかりました。 

〇18番（加藤正恭君） それで、たばこはいいです。それで、アルコール依存症というのもい

るのです。たばこは依存症を見つけておいて、アルコールの依存症は病気にしないというのも、

これも片手落ちだと私は思うのだけれども、そのあたりはどうでございますか。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 私の方でまずお話しできるのは禁煙外来、今回の診療報酬の中

で禁煙外来が診療報酬を取れるようになりました。ただ、これは禁煙外来と名乗るために結構

資格というか、要件が結構厳しいです。大学の呼吸器科の専門医を置いて、アフターケアもひ

っくるめてきちんと指導できる体制をつくることができないと禁煙外来は標榜できないという

形になっています。それで、今うちの方も札医大の第３内科の方から呼吸器科の先生が来てい

ますが、最終的には呼吸器科外来を名乗ることはできますが、禁煙外来まではちょっと無理で

はないかと。診療報酬を請求するまでは無理ではないかなと。ただ、呼吸器科の先生ですので、

当然たばこをやめるための指導については、これはできますので、これは３連携の中で、町立

病院の一つの役割として３連携の中で禁煙指導の一つ、役割をきちんと果たしていきたいと。

こういう考え方から、町立病院としても一定の責任を果たしていきますと。それは、診療報酬

が取れる取れないは別にしても、それはうちの方の責任としてまずやっていきたいと、こうい

うふうに考えています。 

 私の方はそれくらいなのですが、よろしゅうございますか。 

〇委員長（及川  保君） よろしいですね。加藤委員、どうですか。答弁…… 

〇18番（加藤正恭君） いやいや、指名したの、助役。 

〇委員長（及川  保君） 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） 非常に難しい質問で、ご指名でございますので、答弁になるかどう

か、一応お答えをさせていただきたいと思います。 

 一方では病気ですよと。このたびはそうですよね。たばこを吸うと、一定以上を吸うとこれ

は病気ですよということが基準としてきちっと出ました。私もたばこを吸わないのはおかしい

と言われていますが、実はちょっと病気しまして、昔。その原因がやっぱりたばこにあったの



 

 197 

です。私も物すごくヘビースモーカーで、１日２箱から３箱吸っていたのです。当時の保健師

さんに何歳からたばこを吸っていますかと、１日どれだけ吸っていますかということを問診さ

れまして、吸った年齢のことは言いませんでしたけれども、年数だけ申し上げましたら、がん

指数というのがあって、十分いつがんになってもおかしくないですよというふうにちょっとお

どかされまして、そんなこんなでやめた経緯があるのですが、そのころからやっぱりたばこは

体に悪いということははっきり言われていました。そういうことでやめた経緯がございます。 

 一方で、たばこ消費税の関係で、やはり加藤委員おっしゃいますように毎年大体１億5,000万

円から6,000万円、貴重な収入としてございます。これは、はっきりしております。必ず禁煙が

進んで傾向的には落ちるのですが、うまく税制改正されまして、ずっと１億6,000万円ぐらいを

キープして大変貴重な財源になっています。これはこれで本当に貴重な財源でございますので、

私もたばこ販売促進協議会の総会へ行ったときは、ぜひたくさん売ってくださいというあいさ

つをしておりまして、そういう意味では本当に矛盾していると思うのですけれども、矛盾と言

えば矛盾ですが、ご存じかと思いますが、海外なんかへ行きますと、姉妹都市のカナダなんか

でもたばこは700円、800円、１箱そういうお金になっています。だから、たばこはやはり害は

あるというふうには認識せざるを得ないのかなと、このように思っています。ですから、その

矛盾ということになりますと非常に私も答弁しづらいのですが、できれば健康面からいきます

と、これは当然医療費にもかかわってくる問題ですから、できるだけ本数を減らしていただい

て健康にいいような喫煙をしていただくのが一番望ましい姿かなというふうに思っております。

そんなことで、答弁になっているかわかりませんが、そういう一方では矛盾はありますけれど

も、そういうことでは健康面からいきますと丸山事務長も言っていますが、３連携の中でもき

ちっと診断、基本健診だとか、そういうことをしながら、やはりその人に合った方を禁煙して

いくようなこともしてまいりたいというふうに考えておりますので、その辺臨機応変に考えさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（及川 保君） 18番、加藤正恭委員。 

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤です。何だかわかったようなわからないような、大きな矛

盾を抱えているなと。しかも、販売促進だなんていう、促進で切れているのならいいけれども、

促進協議会なんて、そんな名前自体が大体おかしいのです。だから、矛盾を感ずるのです。そ

れはそれでいいのです。 

 たばこは、確かに体に悪いということは十分我々も承知しています。ただ、何でたばこなの

と。アルコールはどうなのと。そういう議論がなくて、たばこだけにいくというのも、たばこ

をのみ過ぎて犯罪が起きたことはないのです。アルコールを飲むと犯罪が起きるのです。けさ

の新聞も兵庫県の県警が、お巡りさんが酒を飲んでああいうことをやったというようなことが

出ていますけれども、たばこをのみ過ぎて事件が起きたなんていうことは、放火はあるかもし

れないけれども、不始末で。そんな程度で犯罪は起きないです。アルコールはなお悪いのです。

なお体に悪いのですから、あすの晩なんかは随分患者がいっぱい出るのではないかなと思って

実は心配しているのですけれども、それは厚生省の見解で、ここでああだこうだ言ったって始
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まらないのでしょうけれども、もう少し……。 

 しかも、ムードとしてたばこをのむなという、みんな外へ外へと。最近は外へ行っても、く

わえたばこはだめだという地域が出ているのです。札幌駅前通りかどこか、東京なんかもそう

です。飛行機に乗っても電車に乗っても汽車に乗ってもバスに乗ったって一切たばこはどこで

ものめない。役場に来たって虐待されているわけです。我々からすれば虐待なのです。雨の日

も風の日も外でのまされている職員がいっぱいいるのを見て、何でこんなにまでしていじめら

れなければならないのかと、同志として本当に残念に思っているのです。ですから、そういう

ようなことでもう少し禁煙ブームというものを抑えていただかなければ、我が家へ帰れば家内

に、子供に怒られるし、外へ出ればたばこをのんだらだめ、役場、議会に来ればたばこをのむ

ところは決められている。非常に不自由を感じているのは私だけではないので、代弁して言い

ますので、そういうことでなるべくのまないようにはしたいとは思うのだけれども、温かい目

で愛煙者を見守ってやってほしいということをお願いしておきます。 

 それから、もう一つは、聞くのを忘れたのですが、事務長、ジェネリックという後発医薬品

というのが今回の改正にも出ているのです。テレビなんかにもジェネリック薬品というような

ことで、お医者さんの意見があれば安い、半額くらいの薬を投与できると、こういうようなこ

とがＰＲされているのですし、今回もジェネリックというのが初めてのってきたのですけれど

も、この点についてはうちの町立病院でも患者がジェネリックを使わせてくださいと申し出と

いうか、申し入れをすればそういうふうになるのかどうか。それから、一般の町民に対しての

ＰＲといいますか、認識もそのあたりはどのように考えておられるか。全体的な改正の部分は、

当然今後広報なんかに載るのでしょうけれども、ジェネリックという横文字ですから、お年寄

りなどはちょっとわからないのではないのかなと思うので、そのあたり親切な解説をしていた

だきたいと思うのですけれども、ご見解を賜りたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 町民の皆さんの健康を守るために、町立病院は一生懸命頑張っ

ております。ぜひたばこをやめられて、健康になっていただきたいと思っています。 

 あと、もう一つ、医療の機関の立場からいうとアルコールについても、これは当然病気とし

て治療は行っています。一つは、アルコール性の肝障害あるいは内臓疾患、それと一番大きい

のはアルコール性の精神障害、これは近隣の病院にもいろいろありますけれども、そういうと

ころでアルコール関連の治療は行っております。どちらかというと、たばこの方がそういった

弊害から見ると対応はおくれていたのかなというふうな状況になっています。 

 それで、今ジェネリックのお話がありました。まず、基本的にジェネリックのうちの病院の

考え方についてご説明をさせていただきたいと思うのですが、今現在、３月のきょうは23日現

在、うちの病院ではまだジェネリック医薬品は使っておりません。ジェネリック医薬品の中で

も今後やはり使っても差し支えないものについては、院長としては基本的に使っていきたいと

いうふうに言っています。それで、患者様が希望をされてジェネリックをという話は多分現場

ではもうあるかと思いますが、対応できるものについては今後対応していくということに基本
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的になろうかと思っています。 

 それで、ジェネリックの基本的な考え方なのですけれども、主成分が先発の特許あるいは製

法特許を持った薬品と同等の薬効を持ったものという形になってきます。それを当然後発で使

いますので、開発費用がまず安いということ。それと、もう製法が確定していますので、製造

コストが安いということで、先発の薬品よりはるかに安くなるというような状況になっていま

す。ただ、同じ主成分のお薬でも一緒に抱き合わせで入れている薬の調合等によって、例えば

こういうケースもあるのです。先発の薬は、例えば胃の中で溶けて、胃の中で吸収をされて薬

効が早く効くと。当然どういった先発のメーカーさんがその薬の主成分の有効成分をどうやっ

て体の中に取り込ませようかということで考えて、いろんなものをつけ加えたり、足したり引

いたりしていろんな調合をして最終的にやると。ジェネリックの場合は、例えば飲んだ場合、

胃で本来先発は溶けるのだけれども、腸までいかないと効かないとか、そういった薬効の効く

差だとか、時間差だとか、こういったものがやっぱりどうしてもあると。それと、これもうち

の院長先生に聞いた話なのですけれども、薬剤が効き始める時間がやっぱり長いのが結構ある

と。その効果がなかなか続かないと。だから、安いことはいいのだけれども、効くまでの時間

がやっぱり長くかかるということと効く期間が短いというのがやっぱり問題だと。それで、今

の場合、今うちの病院としては、現状としては極力いろいろあちこちで使われて評価の確定し

たジェネリックから使っていこうという方針だというふうに先生の方から承っております。で

すから、単にやっぱり安ければいいということではなくて、ジェネリックの中でもある程度薬

効が確認されて使用方法がきちんと確認されたものから順次使っていって、うちの病院として

はやはり効果のある、飲んだり、例えば注射で打った場合の効果のあるものをきちんと使って

いくことによって逆に医療費の総体を下げていきたいと、こんなふうに考えているというふう

にお聞きをしております。 

 以上でございます。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。ただいまのたばことアルコールで大分、それ以外の

ことをちょっと聞きたかったのですけれども、それは大分今答弁ありましたから、わかりまし

た。わかりましたというか、理解した部分もあるのですが、２点ほどちょっとお尋ねしたいの

です。 

 一つは、医業外収益の他会計補助金の関係なのですけれども、この２億1,700万円のうち交付

税で正式に見られている金額、どれぐらいあるのか、まず一つ。 

 それと、今回入院収益で2,280万円ですか。減額になっているのですけれども、これは歳出見

合いで今まで過剰予算計上していたものが削られたというような理解でいいのかどうか、それ

とも現実的に今までよりもそういう形になっているのか、当初予算の関係でどうなっているか、

この２点。 

〇委員長（及川 保君） 辻経営企画課参事。 

〇経営企画課行財政担当参事（辻 昌秀君） 私の方からは、１点目の交付税措置の関係をご
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説明したいと思います。17年度の状況ですけれども、17年度の交付税措置は普通交付税で6,265

万6,000円、ベッド数98ということでやってございますけれども、このうち病院の公債費、医療

機器等を買っての元利償還金に４割ぐらい算入になるものも含めて6,265万6,000円、あと特別

交付税として、これは内訳が明確になっておりますが、12月分ということで、これはきちんと

数字確認できますけれども、7,829万3,000円、合計いたしまして１億4,094万9,000円、これが

17年度の措置額でございます。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 入院収益を含めて収益が減算になっているというふうなご指摘

ですけれども、決算委員会の中でご指摘がありまして、今まで会計上どうしても過大に歳出を

見積もって、それに歳入を割り当てていたというふうな状況がございまして、実は今回の予算

の中で予算の中身も大分精査させていただきました。実態に合ったやっぱり予算をきちんとつ

くっていこうやと。それと、恥ずかしい話なのですけれども、予算の細かい一つ一つを全部チ

ェックしていきますと、不要な予算がやっぱり計上されていたり、あるいは過小に、本来はも

っと使っているのだけれども、項目が大きいものですから、その中でもって過小に積算されて

いたとか、あるいは過大に積算されていたとか、そういったものがありまして、それらを全部

精査をしていきましょうと。 

 それと、もう一つは、人数的にいいますと、今回１日当たりの人数が去年から見ると５名ほ

ど少なくなっていると思います。この考え方につきましては、実質きょう現在、２月末現在の

数字でいいますと大体入院患者は62名ぐらいなのです、平均でいいますと。予算でいいますと、

やっぱり10名多いのですけれども、昨今10月以降入院患者が実はかなりふえておりまして、六

十七、八ぐらいいく月が結構ありますし、最大の月でやっぱり71を超えている日もあるような

状況になっています。そういったことで、我々の努力目標もひっくるめて大体年間プラス10人

程度でもってできるようにやっぱりやっていきたいと。一つは希望というか、目標をやっぱり

持って、77になってしまうと正直言って私たち自身も本当に達成できるのかというふうになり

ますが、72に近づけていくような努力もしていこうと、こういうようなことも考えまして実態

に合った数字に近づけたと、こういうご理解をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。１点目はわかりました。ただ、これ98ベッドで見て

いると。今度92になると減るというふうに、交付税が減るということに当年度はなりますか、

平成18年度は。その点が１点。 

 それと、今の話ですけれども、外来収益はふえています。外来収益は、３連携の具体的な方

針の中で、ちょっときょうは確認していないのですけれども、努力目標が出ておりますけれど

も、それとこれは合致している数字でしょうか。その２点。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 交付税の関係ですが、６ベッド減ります。この分については、
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影響額として300万円ほど出てくるということになっています。ただ、この措置につきましては

５年間猶予があると。５年間は98のまんまで交付税が算定されてくるということになります。

ですから、今年度、18年３月31日付で４月１日から92になりますので、年度でいうと６年後に

初めて交付税の影響が出てくるというような形になっております。 

 それと、３連携と具体的にあるのかというご指摘ですけれども、私どもの目標としましては

例えば人間ドックの数等もひっくるめて、ここの中で連動できるものについては３連携とあわ

せていきたいというふうに考えていますけれども、特に外来だけをとりますと３連携とは直に

関係ないと。あくまでも今の診療の現況を踏まえて今後のお客様の数を見込んだと、そういう

ことになっております。 

〇委員長（及川  保君） 14番、大渕紀夫委員。 

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。わかりました。 

 それで、今の外来収益、入院収益等々の状況の中で平成17年度の決算の見込みというか、も

うちょっとあるのですけれども、状況がどのようになっているか。先ほどちょっと入院がふえ

ているようなお話がございましたけれども、見込みとしてはどのような状況ですか。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 毎度町立病院、赤字会計でございまして、かなり大幅な赤字を

抱えておりまして非常に申しわけなく思っています。基本的には、今年度も赤字の見込みでご

ざいますが、昨年から見ると大幅に改善はしたというぐあいに考えております。明日補正予算

の中で、町の一般会計の方から不良債務解消分として1,500万円の繰出金をいただく予定になっ

てございますが、それを含めて計算させていただきますと本年度末での赤字見込額が約2,600万

円程度、2,600万円ぐらいになるのではないかというふうに見込んでいます。ちなみに、昨年度

は8,273万8,000円となっております。大体３分の１ぐらいに圧縮できるのではないかなという

ふうに考えています。この中身についてはいいですか。 

〇14番（大渕紀夫君） いいです。 

〇病院事務長（丸山伸也君） そういう見込みになっております。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に、資本的支出、32ページをお開きください。ページの下段にな

ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） 待合室の設備工事のことでちょっとお聞きしたいのですが、さきの氏

家委員さんのお話も聞いた上でちょっとお話を聞いてみたいと思います。 

 この答弁の中で、事務長の方で当初1,400万円だったものを査定で1,000万円にしたというお

話なのですが、その当初の1,400万円の根拠なのですが、これは業者さんとか、そういうところ

で見積もりか何かをされて、それを建設課等の技術屋さんにチェックしてもらったものを予算

で出されたのかどうかということをちょっとお聞きしたいと思います。 
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〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 先般の氏家委員のご質問にお答えしたのですが、1,400万円につ

きましては外部に待合室をつくったらどうかという形の中でまず積算を行っておりまして、町

の建築の方にお願いをしまして費用については積算をさせていただいております。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） もう一つは、その話の中に一番いいところは、入ったすぐの待合室の

ところに中庭ありますよね。あそこのところが一番場所的にはいいのですけれども、脱出口で

すか、３階からの。あの問題であそこにはできないという話なのですが、そこら辺も本当に技

術屋さんというのですか。建設等と本当にお話ししてそういう結論を出しているのかなという

疑問があるのです。というのは、私もたまたまあそこにおりましたし、状況はわかります。３

階からシュートで下まで脱出口がありまして、おりることはわかるのですが、やり方としては

ないことはないわけです。あそこからそのまま、もしあそこの１階でそういう待合室をつくり

ますと、１階の屋根に３階から１回おりて、その屋根を伝って下にシュートでおりるという方

法もありますし、本当にそこがよければいろいろその方法があるのです。もしそれをやったと

いうことになりますと、1,000万円というお金はかからないと思うのです。だから、やっぱりそ

ういうのを出すからには、最少の経費で最大の効果と前にも言っていますし、町長からもいつ

も言われていますし、あと一方では何か経常経費でも皆さん非常に何千円、何万円単位で削っ

ているわけです。何かアバウトだというのか、1,400万円のやつを予算で1,000万円にして、そ

してまたその中でやったらどういうふうになるかわからないみたいな話になって、そして答弁

された話がそういう話になると、本当にきちっとそこら辺が精査されて予算化されているのか

なというところが非常に疑問に思うところがあったりしまして、もう少し何か、せっかく建築

の技術屋さんもおりますし、そういう方とよくお話しされて、何も当初予算でなくたって補正

予算だって何でもできるわけですから、そういう精査された予算を計上していただいて私たち

に審査をしていただくと。何かそういうところがちょっと違うのではないかなというところが

見えるのですが、そこら辺ちょっともし考え方があるのでしたら、お話を聞きたいと思います。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） どこの場所に待合室をつくったらいいのかということは、脱出

シュートの問題もひっくるめて建築と十分に相談をさせていただいていました。また、内部の

例えば内科の外来だとか看護師さん、あるいは検査技師とも十分に協議をした上で、できれば

内部につくり込みをしたいと。できれば今鈴木委員ご承知かと思いますけれども、内視鏡室の

あるあたりに、その方がやっぱりスペース的に有効につくれるのではないかと。そんなことも

考えて、最終的に位置的には内科側に寄るか、あるいは南側に寄るか、最終的には壁の問題も

ひっくるめまして検討しなければならないのですけれども、いろいろ皆さんと相談した結果、

最終的にやっぱり内部にそういう形でつくり込みをしたいということで検討案をまとめました

ので、予算につきましてはこういう厳しい折なものですから、何とかその範囲の中で我慢する

ものは我慢してやれというぐあいに私どもも言われていますし、私の方もやっぱりそういうふ
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うに考えておりますので、これが実施設計をきちっとやってみてもっと安くできるようであれ

ば極力経費は詰めてやっていきたいと、このように考えております。 

〇委員長（及川  保君） ４番、鈴木宏征委員。 

〇４番（鈴木宏征君） ぜひ実施するときには、やはりきちっと精査して、どこの場所が本当

は一番いいのだというところを皆さんと協議してやっていただきたいと思いますし、去年だっ

ておふろをやるときに、当初は外へ出すというものが結局はいろいろ建築の方も入って内部で

協議した結果として、病室を一つつぶして室内というように変わっていますよね。変わること

もいいのですけれども、やはりそういう話が何でもっと当初からそういう結果になるのであれ

ばそこまで詰めてやれないのだという話にもなりますよね。それは、何か勝手にそういう話に

なったのではなくて、内部の人たちと協議した結果、やっぱりあそこで、そういう場所でない

と使いづらいという、そういう話が出て結果的にはそういうふうになったわけですから、やっ

ぱり何かそこら辺の詰め方というのですか、足りないのではないかなと思います。 

 それで、今しつこい話なのですけれども、ぜひこれを実施するときはもっといろんな方の意

見を聞いて、1,000万円という予算なのですが、極力精査して本当に最少の経費で最大の効果を

上げるような、そういうせっかくいいものをつくるわけですから、つくることに対しては非常

に喜んでいる方なのですけれども、やり方としてどうもそういう何かアバウトさというものが

見えてしようがないので、実施するときはぜひそういう精査をして、皆さんの意見を聞いてや

っていただきたいと思うのですが。 

〇委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

〇病院事務長（丸山伸也君） 鈴木委員のおっしゃられたことをよくかみしめて、基本的には

やっぱり職員の協力を得ないことには、これはせっかく物をつくってもいいものになりません

ので、当然もう一度実際に設計してどこをどういうふうにするか確定をする場合は、これはき

ちんとやっぱりみんなともう一度相談をして、それもおっしゃられるとおり最小限の、最少の

費用で最大限の効果を上げるようにこれは検討していきたいと、このように考えております。 

〇委員長（及川  保君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に、資本的収入、同じページの上段であります。質疑のございま

す方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 次に、７ページから12ページまでの給与費明細書及び債務負担行為

に関する調書について、質疑のございます方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川  保君） 全般について、特に質疑漏れのある方がありましたら、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。 
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 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〕 

〇委員長（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。 

 議案第21号 平成18年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、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〕 

〇委員長（及川  保君） 全員賛成。 

 よって、議案第21号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎審査結果報告書作成の議決 

〇委員長（及川  保君） 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。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。 

                                           

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（及川  保君） ３日間にわたって、大変熱のこもった議論をしていただきました。

大変委員長のふなれな部分がございまして、途中皆様にご迷惑をおかけしましたことをおわび

申し上げたいと思います。 

 大変厳しいこの18年度予算でありますが、飴谷町長の大きな決断がありまして寿幸園の改築、

さらには防災センター、まだまだ課題は多く残されておるわけですけれども、まち、議会挙げ

てお互いにこの白老町をさらによりよいまちにしていくために一丸となって頑張ってまいりた

いと思います。本当にこの３日間、ご協力をいただきましてありがとうございました。 

 これをもって予算等審査特別委員会を閉会いたします。 

（午後 ２時４３分） 

 


