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平成１９年白老町立国民健康保険病院の運営に関する調査特別委員会会議録 

 

平成１９年 ２月２０日（火） 

  開 会   午前１０時００分 

  閉 会   午後 ０時０５分 

 

○議事日程  

 調査事項  

 ○白老町立国民健康保険病院の運営について 

 

 

○会議に付した事件 

議事日程 

 ○白老町立国民健康保険病院の運営について 

 

○出席委員（１７名）  

 委員長    吉 田 和 子 君         副委員長   熊 谷 雅 史 君 

 委 員    西 田 祐 子 君         委 員    大 渕 紀 夫 君 

        根 本 道 明 君                及 川   保 君  

山 本 浩 平 君                土 屋 かづよ 君 

近 藤   守 君                谷 内   勉 君 

加 藤 正 恭 君                鈴 木 宏 征 君 

吉 田 正 利 君                氏 家 裕 治 君 

斎 藤 征 信 君                中 出   正 君 

議 長    堀 部 登志雄 君   

  

○欠席委員（３名）  

委 員   宗 像   脩 君          委 員    小 西 秀 延 君 

      玉 井 昭 一 君 

  

○説明の為出席した者の職氏名  

助    役 三國谷 公 一 君         病院事務長  丸 山 伸 也 君         

政策推進室長 二 瓶   充 君          

  

○職務の為出席した者の職氏名  

 事務局長   上坊寺 博 之 君         主  幹    中 村 英 二 君         
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 ◎開催の宣言 
○委員長（吉田和子君） おはようございます。これより白老町立国民健康保険病院の運営に関する調査

特別委員会を開会いたします。 

 お諮りいたします。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。 

〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 

○委員長（吉田和子君） 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。 

 

◎調査事項 
○委員長（吉田和子君） 先に申し上げておきますが、本日は町長も参加しての特別委員会というふうに

予定しておりましたけれども、急遽上京することになりまして昨日上京いたしました。それで今日は出席

することができませんので、助役、あと担当課の方々に来ていただいておりますのでよろしくお願いした

いと思います。 

では、次に本日の委員会の日程について、事務局から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご苦労様です。今日は病院の運営についてということで、特に項目定めな

いで全般で懇談という形をとらせていただきたいと思います。時間はおおむね午前中を予定しております

のでよろしく願いいたします。以上であります。 

○委員長（吉田和子君） では、懇談に入る前に今年になってから町立病院で取り組んでいることが何点

かありますので、先に事務長のほうから報告をいたします。はい、丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） おはようございます。年が明けましてから何点か病院のほうで大きな問題

について取り組んでおりますので、先般の小委員会の中でも説明をさせていただきましたが、議会の議員

の皆様全体にもご報告を兼ねて話をさせていただきたいと思っております。 

 まず、１点目です。入院報酬が大幅に下がったと、これをなんとしても改善しなければならないという

ことで、２月１日付で看護師の大々的な人事異動を行って、一般病棟に病床に対しまして 13 対１の看護

基準をクリアできるよう体制を整えました。具体的な中身につきましては、３階の病棟をすべて療養病床

といたします。療養病床につきましては 16 床のそのままの運用となります。所要の看護師につきまして

は正看護師１名、准看護師４名と計５名の運用になってございます。この他に看護助手がついております。

それと２階でございますが、個室を含めまして最大 50 床で運用していくという形になります。13 対 1 を

採るために、50 床ぎりぎりで運用しますと、救急の対応等もありますので、実質の運用は最大は 50 です

が大体 45 床をマックスに運用していきたいなと当面考えております。 

 この 13 対１の基準につきましては、現行の特別入院料の単価が患者１人当たり１日 5,750 円、これが

1 万 920円に増えます。12 月の延べの入院患者数が 1，466 名でございますので、掛け合わせていきます

と、単純に数字だけを比較しますと、現行の報酬から見ると月大体 750 万円程度の増収になる計算です。

17 年度当時の数字と比較しますと、それでも 21 万円ほど少ないという金額ですが、ほぼ前年並みに収入

が確保できると。ただ、総体的に最大で 50 床、常時で 45 床程度の運用ということになりますので、総収

入については去年よりも若干下がるというような形になってございます。そういう状況で今運用していま

す。 

 なお、これにつきましては２月いっぱい試行をしまして、間違いなく 13 対１が確保できるということ

が確認された時点で３月１日に社会保険庁の方へ走りまして、届け出を行って審査が通れば３月１日から
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診療報酬が新基準に変わっていくというようになっています。間違いなく新年度については 13 対１を確

保できるという状況にはなってきてございます。 

 なお、今回の２病棟に一般病床を集中させるということで、看護師も相当数置いてございます。数字が

パッと出ませんけれども、看護師が副師長を含めまして 13 名の正看護師、准看護師が３名、それと臨時

の看護師が１名という形で２階の一般病床を運営していきたいと、こういう形で考えてございます。 

 それと２点目でございます。懸案でございました人間ドックの待合室がようやく１月の末に完成をしま

して、保健所の検査もとおりまして１月 31 日の人間ドックから運用をしております。これに際しまして、

私どももスタッフを全員集めまして、具体的なサービスの内容について検討を進めています。 

 できるだけ人間ドックを受診される方の利便性、あるいは向上させていきたいと考えまして、専任の引

継ぎ体制も朝来てから帰られるまでの間、専属のサービスも含めて向上策を試行し少しずつ改良しながら

やっております。 

 なお、これをやることによって、新年度できれば４月からでも国保の人間ドック等につきましては順次

受けていきたいと。さらには人数についても現在水曜日３名という枠でございますが、これも例えば、今

医局とも話しておりますができれば週８名から 10 名程度に増やしたいと。それも日にちもできれば毎日

行えるような方法でできないかということで、今医局との最終調整に入っているような状況でございます。

そんな状況の中で、少しずつ遅ればせでありますが病院の運営の改善について徐々に取り組んでいる状況

でありますということを先般の小委員会の中でも報告をさせていただいております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございました。今２点ほど取り組んでいることについての説明があ

りましたけれども、最初にこの点について何かご質問があれば受けたいと思いますが。 

 無いようですので、懇談の中でまたありましたら、質問していただいて良いと思います。 

 それでは全般的な、私たちの研修等いろんなものを含めて懇談をしていきたいというふうに思いますの

で、ご意見のある方からどうぞ。はい、18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 前回の委員会でいろいろ問題が出たので、小委員会ですか、そのほうでもう少し

詰めてみたいというようなお話があったやに記憶しているのですが、その点についてはどういうふうにな

ったのか、その辺りまずお聞かせ願えればと思うのです。そうでないとなかなか総合的にどうのこうのと

いってもまとまらないような気がするのですけれども、その辺りどうですか委員長。 

○委員長（吉田和子君） 前回終えてから、３回ほど小委員会で取り組みをいたしました。小委員会のあ

る程度状況的なものの説明を大渕小委員長から説明をいたします。座っていて良いです。 

○委員（大渕紀夫君） 今委員長からお話がありましたように、小委員会といたしましては数度の会議を

持ちました。例えば町立病院の院長及び看護師の皆さん、それから検査等々含めたスタッフの皆さん方と

日を改めて３度にわたり懇談をひとつは持っております。それと今後の運営の仕方ということで町側とい

ろいろ打ち合わせをし、特別委員会をなるべく早く開くべきではないかという申し入れは数度にわたって

委員長と私とで行っております。 

 そういう中で、今病院事務長がお話をしましたように全体が知ったほうが良いだろうということについ

ては、なるべく全体の中でやっていただきたい。同時に勉強会も一度やりましたけれども、そういうもの

もできれば全体の中でやれるような方向性を見出せないかという努力もしてまいりました。 

 しかし、なかなか町側と我々の考え方が若干違うといのではなくてずれがございまして、今後の取り組

み方をどうするのかと。私たちは議会と町側となるべく意見交換を多くもって一致できるところ一致させ

ながら進めた方が良いと。もちろん町側もそういう考え方をもってらっしゃったわけですけれども、日程
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等々でなかなか合わないという状況の中で、委員会が今まで延びてきたことは事実であります。これは事

実そうでございますので、そういう状況の中で今まで推移をしてきたと。 

 今日の運びになったのも、これは議会側から町側に申し入れをして、今日の特別委員会が持たれたと。

これは事実でございます。それで、今加藤委員からお話ありましたように、我々は事前審査をするという

考え方がもともとないわけですから、病院の方々と懇談会を持ったり、これからどうするかということで

のお話し合いをしてきましたけれども、中身についての議論しておりませんので、今日は委員の皆様方か

ら、期限が切られている中身なものですから、今後どうするのかということを含めて、また議員の皆様方

がいろいろ研修された中身について、町とのすり合わせという言葉は適切ではないかもしれませんけれど

も、意見交換をして一致点を見出せるところは見出したほうが良いのではないかという考え方であります。 

 それはどういう意味かといいますと、町の出す結論と議会の出す結論が全然違うというのでは、これは

ちょっと困りますので、そういうことがないように、なるべくお話ができる範囲でお話しをして一致点を

見出せればいいなと。こういうことで今日の会議を持ったということでございます。 

 ですから、今の報告があったようなことについては報告を受けています。例えば、病院の相談室ですね。

これは極めて有効に活用されていますとか、検査の意気込みだとかそういうことは感じていますけれども、

それはここで報告するような中身ではございませんので、皆さんの中で議論をしていただいたほうが良い

のではないかと。そういうなかでの今日の会議が開かれているというふうに理解していただきたいと思い

ます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 一応、今小委員長から説明がありましたが、この特別委員会は町長が３月まで

に結論を出すということですので、一応３月ということでなっております。そういったことも含めてどう

いう結論が出るかによっては継続になるのかどうなのかまだはっきりしませんけれども、そういうことで

ある程度終点が見えてきているというか、もう近くなってきていますので、そういった意味で理事者側と

懇談をしたいということで申し入れておりますので、そういったこと含めて意見交換をしていきたいとい

うふうに思っております。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、大渕小委員長からいろいろ今までの経過、数回にわたっての集まり等のこと

で報告があったのですが、中でちょっと解せないのは、理事者と議会側との考え方に、いくらかのそごが

見受けられると。それはどういう点かということが、実は我々知りたいのだろうと思うのですよ。そして

なおかつ一致点を見出していくと。そういう考え方に立てばですね、そごというかズレ、そのあたりがど

ういうものかということをもう少し具体的に説明していただかなければ、何も丸秘にしておく必要もない

わけですから、ですからその辺りもう少し具体的に説明いただきたいと思うのだけれど。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 下からで申し訳ありません。私が今いったのはこの特別委員会を開くということ

に対しての意見の違いでございます。病院の運営上、方向付けについての意見の違いではございません。

それは我々もちろんそんなことできませんから。皆さん方を無視してやるわけにはいきませんので、そう

いうことではなくて、はっきり言えば我々、特別委員長私含めて、この会議を早くやるべきだという考え

なのですよ。今もそうです。それで何度かお話をしまして、早く開いて欲しいという申し入れをしたので

すよ。それは先ほど言ったように乖離があると困るから早く開いて欲しいという申し入れをしたのですけ

れども、そこでちょっと町側と我々との考え方が違いまして、それで 12 月に開きたいとか１月に開きた

いとかいろいろあったのですが、結果的には今までになったとそういう意味での意見の違いがあったとい

う意味でございますので、方向付けでの意見の違いとか、そういうことではありませんし、そんなことで
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の議論はしておりませんので誤解のないようによろしくお願いします。そういう中身ですので。 

○委員長（吉田和子君） 18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 分かりました。それでは、議会側はできるだけこういう機会をオープンにしてい

ろいろ議論をしたいという申し入れに対して、おそらく町のほうではまだ意見が十分に固まっていない状

態で、何度こういう会議を開いてもまずいのだと、こういうことでの理解でいいのですか。そういうふう

な理解でいいのですか。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） その点もし差し支えなかったら、事実として一人でやっているわけではございま

せんので、特別委員長も一緒だったのですから助役から。 

○委員長（吉田和子君） はい、三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 今大渕委員のほうから話がございましたけれども、決して議会側と意見の食い

違いとかそういうことがあるわけではございません。特別委員会を設置しているものですから、議会側の

ほうから委員長・小委員長のほうから再三町長のほうへも出席要請がありましたし、こういう会議を開い

てざっくばらんにというお話がされていたのですが、ざっくばらんというのがなかなかですね、わが方も

特別委員会に出る以上はある程度の言える材料を持たなければなかなか議論をしても、我々もあまりきち

んとした答弁もできないということが危惧されまして、この間この問題については町長先頭に我々鋭意努

力しているところなのですが、その進捗状況も徐々にでありますけれども、３月いっぱいに結論を出すと

いう中で、進捗しているのですけれども、ただなかなか、はっきり申し上げますと、医局の関係もあった

り、お医者さんとの関係があったり、なかなかはっきり言えない部分が多々ありますので、ある程度話せ

るような状況になったらどうですかというお話は再三していたのですが、そう言いましても３月迫ってま

いりまして、今日はっきりそう言えるのかとなると、なかなかいえない部分ありますけれども、言える範

囲で町長もいろんな識者とも会いながら、真剣に検討しているところなのですが、できれば聞く側に廻る

かもしれませんけれども、委員の皆様方もそれぞれ先進地の研修なんかもされまして、勉強もされていろ

んなご意見をお持ちだと思いますので、そういうことも我々理事者として聞いて、的確な答えができるか

どうか別にして、そういうことも踏まえながら、最終的には町長の結論を導いていくためのひとつの材料

にもしていきたいと。こういうようなこともございまして、今日ちょっと遅くなったのですが、ざっくば

らんな形の中で、実はさっき話がありました町長も今日出る予定だったのですが急遽上京で出られなくな

りましたけれども、町長のほうからもその辺ざっくばらんな意見をお聞きして、町長としても今後最終的

な判断をしていく材料にしたいと、こういうことなものですから今日の開催になったと。そういうことで

少し遅れてきたということはご理解いただきたいとこのように思います。 

○委員長（吉田和子君） 18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ということは、今日特別委員会をもたれたということは、ある程度説明ができる、

100％とはもちろん言いませんよ。ですけど、どの程度までの説明ができるのか。それがある程度方向性

が見出されたので特別委員会が開かれたのだというふうに理解して良いのかね。まだ、そこまでいかない

と。各議員のいろんな意見を聞きながらそれを拝借して進めていきたいというのかね。そうでないとなか

なか進まないのですよ、話がね。ひとつの案というのが今のところまだないわけですから、そのあたり。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そこがちょっと、町と考え方として違っているのです。違っているというのは運

営の進め方で、それはどういうことかというと、私たちは我々に意見をどんどんどんどん町にぶつけて、
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結論が出ても出なくても、我々は言うことを言わせてもらって、それを考慮した上で町側に方針を出して

いただきたいという話をしているわけですよ。ところが今助役さんが言われましたように、聞かれたとき

に一定の話ができなかったら、皆さんなかなか納得していただけないから、なるべくそういうものを持っ

てやりたいという考えなのです。 

 私は、加藤委員と違うのは、これだけ研修したのですからこういうことと、こういうことと、こういう

ことだけはぜひやって欲しいというようなことを、うんと町側に言って、それを盛り込んだ方針を出して

いただいたほうが良いのではないかと。というのは一定の方針が出たあとに議論したら、それを変えるの

はなかなか大変ですよね。ですからコンクリートされないうちに、せっかく皆さん方が研修されたのだか

ら、我々は病院に対してこういうふうに思っているということを、どんどんぶつけていただいたら良いの

ではないかというのが私たちの考え方だったのです。 

 それは、今助役さんが答弁されたような形の中で、ちょっとそれではなかなか我々一定のものを持たな

いでやるのは大変だからと。こういうことだったのですよ。ただ、これだけ長い間研修を重ねてきて、皆

さん方のご意見を町側に話をしないで、そういう中で結論を出すということになってくると、私は違うの

ではないかということで、事前になるべく皆さん方の思いを町側にぶつけて、それを考慮してもらって方

針化をしていただきたいというのが私たちの考え方だったと。 

 ここに若干の違いがあったと。大きなことではないのですが私はそういう形で方針を町側に出していた

だいたほうが良いのではないかということでやってきたということです。 

○委員長（吉田和子君） 18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） この特別委員会を設けた趣旨というのは、一番最初に戻るとすれば、町は町で、

町長は 3 月 31 日まで、年度末までに結論を出したいと。しかし議会は議会として、あちこちを見て議会

は議会としての一つの結論を出そうではないかと、そして途中でお互いに案と案を、どういう案になるか

は別にして、それをすり合わせて病院の問題は解決しようではないかというふうに進んだと私は理解して

いるのだけれども、まだ案も何もできていないうちに、お互いに意見の交換をするということになると、

果たして特別委員会を設けた趣旨というのはどういうところにあるのかなという感じがするわけです。 

 町が出してきた案に対して、我々がああだこうだというのも一つの方法もあるでしょうし、議会が出し

た案に対して町の理事者は、｢それは無理だ｣とか、ああだとかこうだとかいう。そういう話しになるのか。

こういう場でもって最初から案を作っていくのか。病院をどうするのかという案を作るのか。ひとつの計

画というか方向性がなければ、なかなか進んでいかないような気がするのだけれども、特別委員会の趣旨

から言ったら僕は最初はそうだったと思うのですけれども、他の議員さんはどうだったのかな。 

 そういう印象を実は受けているのだけれども。 

○委員長（吉田和子君） この特別委員会を設けたのは、病院の今後の運営に関しては町長が結論を出す

ということは、これは最初から決まっていることでます。議会として、きちんと対等な立場で意見をきち

んと述べられる。私たちは特別委員会を設けて視察をさせていただいて、勉強して対等な立場で議論がで

きるように、私たちも勉強不足でしたから、病院のことをよく分かっていませんでしたから、今回いろん

な勉強をさせていただきましたけれども、そういったなかできちんとした議論ができる。対等に議論がで

きるようなところまで持っていって議論をしていこうということで、特別委員会が始まったというふうに

私は思っております。 

 ですから、そういう意味では私たちも今視察研修をして、いろんなところへ行って勉強をしてきました

し、町のいろんなシミュレーションとかも全部示していただいて勉強させていただきました。そういった
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中でそれぞれの委員さん方が、それぞれ自分たちの勉強したものを踏まえて町の現状も見てきて、その中

でいろんな意見をお持ちだと思うのです。そういったことを理事者と最終的には意見交換をしていこうと

いうことになってきていると思うのです。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それでね、3 つに分かれて視察に行った場合も町の理事者も含めて、院長も含め

て、企画課の人たちも含めて一緒に行って視察していますからね。 

 我々の認識と町の理事者との考え方そんなに、突拍子もなく違うという結論にはならないような気がす

るのですけれどもね。独立して議員だけが行ったのではないのですよ。病院の事務長などもいかれて、助

役さんなり町長さんなりにその経過は全部報告していると私は思うのですよ。ですから、ある程度そうい

う煮詰まったものはいるとして、今吉田委員長が言われたように、町のほうから一つの案を出すと。それ

をたたき台にしてやるという考え方に最終的にはなるのかなという気がするのだけれども、その辺りどう

ですか。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 先ほど委員長が言われましたように、これは方向を出すのは町長なのですよね。

町長の専決事項でございますから町長が方向を出すということは、これはっきりしているわけです。それ

に対して、「議会の意見がどこで反映するのよ。」と、こうなった。そういう中で、じゃ特別委員会を作っ

て、ここの意見をきちんと町長にお話し申し上げて、それを含めた方針を出していただく。これが一番良

い方向だと私は思っております。 

 ですから、そういう立場で議論をするということであれば、この特別委員会はやはり町長が結論を出す

前に、我々のいろんな意見も述べておくと。同時にそのことを考慮していただいた上で、町長の方針を出

すということになると、これ議会で一致しますよ。そのために我々は視察に行ったわけです。ただ、その

視察も町側の病院事務長や政策推進室長の見方と議員の見方は、私は違うと思っております。 

 ですから、そういうことをここで議論をし、そのことを十分町側が考慮した上で方針を出していただき

たいと。そうすることによって、対立したとかそんなのではなくて、議会も町も一致して方針が出せるだ

ろうと。そういうことで私は出していくべきだという。  

 なぜかといいますと、町側は方針を出す、議会側も方針を出すということになると、これどこかで整合

性をとらなければだめなことになります。逆に言うと町側は、議会の出した方針のたがにはまります。そ

ういうやり方というのは、私は政策形成過程で我々が参与するということでいえばそれは違うと。 

 我々の意見を事前にきちんと申し上げながら、町もそこを考慮しながら方針を出すというのが、政策形

成過程で我々議会が参加するというのが、私はそういう意味だと理解をしておりましたので、議会が結論

を出す。町が結論を出す。それをすりあわせをするということではないほうが良いのではないかというこ

とで、小委員会を進めさせていただいたと、こういうことでございます。 

○委員長（吉田和子君） 18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 大体分かるのだよ。分かるのだけれど、例えば町の計画が、町長が発表するのが

例えば 100 だとしますよね。100 が計画の最終的な結論だとすれば、現在は 20、30、100 になってから

議会にかかるのではなくて、町の計画が 20 なり 30 なりの段階で議会もいろいろ議論をして、それを40、

50、60、70 といって進めていって、最終的には 100すると。これは大渕小委員長の言う理想の姿だと僕

らもそう思いますよ。だけどそういう 20、30 あたりまで、現在行っているのかどうか、それを我々と一

緒にテーブルにのせて 40 にする、50 にするという積み重ねが必要ではないかと言うことなのでしょ、大

渕委員。 
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 そういうことだといけば、少なくても 30 なり 40 なりのプランというものをある程度出さなければ、な

かなか議論ができないのではないのかなという気がするのだけれど、その辺りどうだい大渕委員。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 例えば今、病院事務長からお話ありましたことは、私はある意味では改革が内部

で進んでいるということなわけですよね。そこから見えてくるものは何かというと、やはり町立病院が本

当に必要なのかどうかという議論になってきます。 

町側は町側として議論はしていらっしゃるのでしょうけれども、たとえば 30％の段階、40％の段階で

我々にいうということは、かなり僕は難しいと思います。それはなぜかというと、そこで現数をいって、

違った方向を出すというわけには行きませんからね。ですから、私は今の段階では病院事務長のお話や政

策推進室で考えているようなことを我々が聞く。我々が学んだことに対して｢こういうことをやっている

町があるのだけれど、白老町どうなのだ｣と。｢助役さんどういう考えでいるの｣と。いうようなことを聞

く、そういう中で煮詰めというか、煮詰まりというのができてくるのだろうと。 

当然今日は、残念ながら町長参加しておりませんけれども、我々は参加できるということを前提にして、

町長の日程も調べてやりましたから。たまたま今日上京されたのですけれどもね。 

ですから、私はそういうことを議論する中で、煮詰めの１つの要素に我々の意見を入れていただくとい

う考えなのですよ。ですから、皆さん方が今学んだことを、町との話し合いの中でどうなのだということ

をどんどんどんどん聞いていただいて、そういうことが反映するようにしたいと。 

多分町側は 30 でも 50 でもいうのは大変ではないのかなと、僕は思います。それは固まらない段階で言

っちゃったらどういうことになるのかということになると思いますのでね。ですから、私は皆さん方せっ

かく視察に行ったのだから、その思いをやっぱり助役が答弁できなくても、聞いていただくということも

必要ではないのかなと思って、３月結論を出してしまってからこれをやっても、私は全然意味がないと思

っていますから、早くやって欲しいということを言ってきたというのはそういうことなのです。 

そこは委員長、そういうことですよね。 

○委員長（吉田和子君） はいそうです。そういうことで３月いっぱいで結論を出しますから。この委員

会も３月いっぱいですので、結論が出たときにはこの委員会は終わっているということですので、それか

ら議論ということにはなかなかなりませんから、そういう意味ではどんどん意見をいって生かしていただ

くと。そういう意味で意見交換ということで考えていただければと思います。 

はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 特別委員会は今言われたように３月定例会までと期限を切っております。という

ことは特別委員会があるのに、３月の一般代表質問では、基本的にはやるのはあまり望ましくないですね。

聞く場がないと、聞ける場がないと。ですからなおこういうことは早くやって欲しい。そのことも含めて

私は助役に言ったつもりでございます。それでこの場が設けられたとこういうことでございます。 

○委員長（吉田和子君） 今のいろんな議論がありましたけれども、ご理解いただけましたでしょうか。

今のことも含めてで結構ですので、どんどんご意見を出していただきたいと思います。９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 小委員長のお話しも加藤委員のお話もよく分かるのでございます。しかしながら、

現在の町側の考え方を全く聞かないまま、ここで議論しましても、それは議会サイドの議論になっちゃう

のではないかと思います。 

 私は、今大渕委員が話された内容も十分理解した中で、お互いにそれを理解した中で、現時点での町側

の協議過程とか、あるいは考え方という内容について、やっぱり一通り説明いただかないと全く空白の中
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で論議しても、これは意味が違うのではないかと思うのですね。それをたてとってどうこうということで

はないけれども、現時点での町側の見解がどうなっているのかということくらいの話しは、やっぱり始め

に聞かせてもらわないと、当初の論議に入っていけないと思うのでございますが、いかがでございましょ

うか。 

○委員長（吉田和子君） 言えることと言えないことがあると思いますので、現時点で皆さんに言える取

り組み状況、進捗状況というのですか、その後どのような形で町が取り組んでいるとか、そういったもの

があればどうでしょか。三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） それでは、現在の町の取り組み状況ということでございますけれども、実はこ

れは町長が当選以来、この問題につきましては、任期中に結論を出したいということを明言いたしまして、

最重要課題として取り組んで参りました。そういう中で、ご存知のことでございますけれども、１つは町

長の考え方としては、この結論を出すにあたってはやるべきことをきちんとやって、その結果を見極めて

結論を出したいということで、これまでトイレの改修ですとか、特殊浴槽の設置でありますとか、また健

診体制を整えるための、先ほど事務長からありました部屋の設置ですとかそういうことの取り組み。それ

から一方では医師の確保とも努力をしまして、体制的には十分整った体制になってまいりました。 

そういう中で、結果としてその間の診療報酬の改定ですとか、薬価基準の引き下げ等がございまして、

一次的に平成 17 年度には、単年度収支の赤字も解消されるような良い方向にきたのですが、この 18 年度

にきまして、先ほどから話がありますように、看護基準の新設でありますとか、慢性期の入院の基本料金

の減とかということで、今の状況では最終的には 18 年度の単年度収支の赤字も大体１億７千万円から１

億８千万円まで見込まれるような状況ということで、いろんなことの努力はしてきましたけれども、結果

としては現状の経営では相当厳しい状況になってきているというような認識でいるわけでございます。 

 そんなことで、そういうことを念頭に今後病院をどうしていくかということを検討しているということ

が基本スタンスでございます。ただ、一方ではやはり町立病院の使命といいますか、役割といいますか、

そういうことではやはり担っていかなければならない部分がございますので、一方ではそういう財政支出

の問題ありますが、その地域医療をどう確保していくかと。今の町民に安心・安全で生活していただける

ような医療の提供をどういう形で継続しているかと。こういうことを年頭に検討にしているというところ

でございます。 

 ３月までに一応町長結論を出すということにしてございますが、ただ現状の進捗状況で行きますと、ど

こまでの結論を出せるかというのは、正直申し上げまして今のところ不透明な部分もございます。ただ何

らかの形で一定の方向性を町長は３月の時点まで明らかにしたいと。こういうことで作業を進めていると

いうところでございますので、いろいろと水面下で努力している部分はございますが、これ中身をなかな

か申し上げられない部分でございますのでご理解いただきたいと思うのですが、いずれにしましても大変

大きな政策判断と、本当に慎重な対応が求められておりますので、その辺十分お汲み取りをいただきたい

というふうに思いますけれども、今３月までには一定の方向でいずれにしても結論を出したいということ

で進んでいるということでご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 今一定の方向性というか、現状を説明いただきましたけれども。はい、11 番

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も今吉田委員がいったことに類似する形になるかもしれませんけれども、今ま

で、例えば３つに分かれて議員側としてはいろんな視察個所に行って、いろんな状況を見てきてその報告

を終わっています。その上で、理事者側では特別委員会の小委員会だとか、いろんなものの中で意見の交
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換などをしてきたと思います。さっき大渕小委員長が言ったとおり、先生方との意見交換ももう終わって

いるのでしょう。 

 ただ、ここまできてなおかつまたそのやり取り、同じことの繰り返しをしなければいけないのかと話し

になると、僕は違うのではないかと思うのですよ。いろんな今進んできた話が、今助役のいわれた言葉で

集約されるのだとすれば、例えば先ほど病院の事務長がいわれた「看護体制、今こういうふうになりまし

た。」そして、「医療改正が今こうで、18 年度はこのくらいになる予定です」と。じゃそれが５年後、10

年後、果たしてそのままやっていけることなのですかということを、まず置かなければいけないと思うの

ですよね。そんなにまだ白老町に余裕があるのですかという話をしていかなければいけないのではないか

と思うのです。 

 その中で、例えば今までいろんな病院を見てきた、いろんな自治体のその時の状況を見てきた話をしな

きゃいけないのではないですか、ここまできたら。今、看護体制はこうしました。病院の先生方の考え方

はこうです。それで、じゃ５年後 10 年後やっていけるかという判断は理事者側がやっていかなきゃいけ

ないのではないですか。それまでの勉強過程の話しは、もう皆さんしているのだと僕は思うのです。 

 確かにそれは先進地の話だったり、合併にともなったときの話しであったりかもしれない。でも、合併

がどうのこうのといっていても、白老町の今の財政的な現状が、ほんとに緊迫しているという緊張感の中

にあるのだったら、合併がどうだとかこうだとかいう以前に、やるべきことはやらなければいけない。や

るべきことをやった上での話しだというのであれば、僕は町長はそこのところを言っているのではないか

と思うのです。その辺については助役、どう考えていますか。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 当然、おっしゃっているとおりです。今の病院の経営状況というのは、平成７

年度に累積赤字、それから不納欠損金が、累積赤字では 10 億円を超えて、それから欠損金も５億円を出

ていまして、これは当然再建しなくてはいけないということで、５年間かけて国の財政出動もお願いしな

がら、５年間取り組んだ。そういう時期に正になろうとしているくらいの大変な危機的な状況です。 

 しかも、ご存知のとおり夕張の財政破綻に端を発して、連結決算という考え方になってきていますから、

正に病院会計といっても当然赤字の改修は間近にしていかなければいけないという状況なのです。 

 そういう中で先ほど言いましたけれども、今の状況では難しいというのははっきりしているのですよ。

これ危機感を我々当然持っています。そういうことを念頭に今結論を出したいということなのです。ただ、

だからと言って、今そこでこういう結論ですよ。こういう方法で進めますよということはなかなか言えな

いということを理解していただきたいと。 

 当然、先ほどから言っていますように、どれだけの財政出動で、一方ではやはり地域の医療を確保して

いかなければならない。形は別ですよ。いろんな形がありますけれども、確保していかなければならない

というのは前提にあるわけですから、そこら辺の財政の見通しと地域の医療確保をどうしていくかと。こ

の点で今最終判断をしているということですので、決して財政のことを横において考えているということ

ではございませんので、その辺は理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 助役がいわれていることはよく分かるのです。ただですね、今までずっと話を聞

いてきた、繰り返している中で、外部評価も受けてきました。例えば病院の待合室の関係、１千万円ちょ

っとかけてやってきました。お風呂もやってきました。施設はどんどんどんどんこうしてきました。こう

してきました。ただ、医師の確保にしたって、今はとりあえずそういう状況になっているかもしれない。
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｢今後本当にそれで大丈夫なのですか｣と。国の流れからしても、各中央都市部に関しても、医師不足とい

うのは欠かせない問題になっていますよね。看護師不足もそうです。 

 そういう問題も考えた中で、やっぱり早急に結論を出していかなければならない。先ほどそのとおりな

のだという話もして、言えない部分もあるのだというから、どこまで僕たちは聞いて良いのかも分からな

いけれども、でもいずれにしても結論を出していかなければならない時期にきているということは、今助

役の言葉からも分かるのだけれども、いろんなことを考えながら見てみると、運営形態はどう変わるか分

からないけれども、僕は今までずっと視察に行ってきた人方、いろんな人方の話しを聞いていく中で、誰

が病院を変えるのかなと言ったら、行政ではないと僕は思っていますよ。そこに取り組む人方が変えてい

っているのだと僕は思っています。 

 例えば、夕張の問題もそうですよね。夕張の市立病院だって結局は、あれを変えようとしているのはそ

こにいる先生だとか、人的資源というか、そういう人方が変えようとしていますよね。あれは別に夕張が

変えようとしているわけではない。夕張の市が変えようとしているわけではないと僕は思っています。な

んとかしたいという人たちが変えているのだと。他の自治体を見に行った時も僕はそういうふうに感じま

した。あれは行政が変えているわけではない。なんとかしなくてはいけないという先生方だとか、看護師

さんだとか、それを取り巻く地域の方々が変えているだけの話だと僕は感じていますよ。 

 その辺を行政がどういうふうにして、関わり方をもっていかなければいけないのかということを考えて

いかなくてはいけないのではないかと思うから。そういったことは全然考えていらっしゃらないのかどう

か聞きたいのですが。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 先ほど、医者の確保はできましたという話はしたのですが、道の医師の派遣制

度の中で行っている部分でございまして、これも 19 年度いっぱいで終わる話でございまして、その後の

保障はございません。そういう中で、新聞報道されていますけれども、やはり医師不足というのは今現在

も現実の問題でありますし、今後もこれは白老町立病院にとって安定的に確保できるという保証はござい

ません。ですからその辺も非常にネックな部分でございます。 

 ただ、先ほど私は待合室だとかトイレの話をしましたけれども、これは町長先ほど言いましたように、

自分の任期中に結論を出すという中で、最大限の努力をするのだと。やっぱり病院のいろいろ指摘されて

いる部分については改善して、そして最大限医師団にも経営努力をお願いして、やることをやって最終的

な結論を出したいと言うことでの努力の部分ですから、これ決して無駄になっているものではございませ

ん。特に結論を出したからといって、次の年からすぐに新しい体制に移行するとか、新しい方向性を出し

ていけるということではございませんので、最大限の努力ということは当然今やらなければならないこと

もあるわけですよ。 

 例えば待合室も、実は来年から特定検診というのが義務付けられることになりまして、そういう中では、

今国保の 40 歳から 74 歳までが対象になるのですが、これ大体 5,200人くらいいるのですが、これを毎年

義務付けで全受けさせなさいということになっているのですね。ということになってきますと、当然町立

病院もそういう健診体制というのはきちんとやっていかなければならない。そういうこともあるのですよ。

そういうことはちょっと前から見えていましたから、そういうことも視野に入れながら改修していったと

いうことでございますので、当然将来の運営と、今やるべき努力というのはありますから、先ほど話があ

りましたように病院の再編をして診療報酬を上げるということも、これは今すぐ取り組まなければならな

い課題でございますので、そういうことを並行してやってきたということで理解をしていただきたいと思
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います。 

○委員長（吉田和子君） 11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 最後というか、皆さん多分いろんな意見を持っていると思いますけれども、今助

役が言われたとおり、19 年以降の医師の確保についても不明確な部分があったり、看護師の体制のこれ

からのいろいろな問題点。それから、医療現場のいろんな問題点だとか、そのへんはまだまだ見えない部

分があるけれども、ただ、やっぱり町民は町立病院があるからそこにいくのですよね。でも町立病院があ

るから行く人の割合というのが、ほんとにこれ以上伸びる可能性があるのか、厳しい話をしたらそうです

よね。町立病院がある以上はそこを利用してもらう人がいなければ、存続する意味というのはないわけで

すから。そこの話までもっていっちゃったら極論の話しになっちゃうのかもしれないけれど、ある以上は

そこを利用してもらう方がいなければいけないわけですよね。でもそういうことがもし見込めないのであ

れば、やらなければいけないことはやっているのだと十分僕も認めます。 

 でも、これから以降の例えば運営、どういった形に、今のままでやるのか。それとも今のままではなく

てこういう形にしていくことが、地域医療等の関わり方で必要なのか。そこの判断を今していかなければ

いけないことじゃないのかと思うのです。  

 だから旧態以前みたいに、例えばこういう待合室を作りました。トイレを作りました。お風呂も作りま

した。だからこうですという話しではなくて、今ここまでやったけれども、将来的なことを考えると、こ

ういう体制に持っていくべきだと、こういうものじゃないかということくらいは、理事者のほうから話が

聞けても良いのではないのかなと。「それは言えないのか」今まだ「言えない」まだ結論が出ない話なの

かもしれないけれど。僕はこの時期だから、もうこういう方向で折衝しているとか進めているという話し

が聞けてもおかしくないのではないかなと思っている一人ですから、ちょっと今聞いているんです。その

辺については。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 折衝の内容につては、今ここでお話できませんけれども、基本は地域でもとめ

られている医療、これはどういうことかと。それから公立病院として果たしていかなければならない役割、

これはどういうことかというのが基本にあります。 

 ただ、これとてやはり医者の確保ということがネックになってくるのですが、どういう形にすればそう

いう医療を提供できる、町民から求められる医療を提供できる施設として運営していけるかということが

当然根っこにあります。最終的にはそこです。そのためにどういう形で進めていくかと。 

 どういう形というのは、公としてやっていけるのかというのを含めてですね。町としてやっていく以上

はなかなか、言われていることは十分分かっているのです。どんな形にしろ、町民が来てくれる病院にな

らなければだめですよとそういうことですね。ですから、基本はそうです。そういうことです。それとど

ういう医療を提供していかなければならないか、地域の一医療機関として、プライマルケアとしてどうい

うものを提供していかなければならないか。これを基本に考えていますということは理解して欲しいので

す。 

○委員長（吉田和子君） 13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） かなり難しくなってきたのですけれども、もう少し基本的な部分でお聞きしてお

きたいのですけれども、この問題町長の専決事項なのだという言葉がございました。専決事項ということ

は、町長が最終的な結論を出さなければならないけれども、独断専行であって良いということではないと

思うのですよね。 
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 だとすれば、本当に議会の意見だとか、あるいは町民の意見だとか、そういうものを十分聞いた上で結

論を出すのだというそういう基本姿勢には町長はたっているのですね。そこらへんを伺いたいのです。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 当然そうでございます。おっしゃるとおりでございまして、そういうことで町

長もこれはやっぱり議員の皆さんと同じ、できれば一致した形の中で結論を出したいというのが基本的な

考え方です。そのために議員の皆さん方にも、いろんな所を視察していただいたりして、やはり十分に町

側と議会側と議論をできるような、そういう共通認識に立ってということなのでしょうかね。ある程度の

こと理解した上で、きちんとした議論をして一定の結論を出していきたいというふうに考えていますし、

当然できれば議会からもこうあるべきだと言う意見はいただきたいというような基本的なスタンスを持

っているのです。 

 ただ、そうはいってもやはり議員さんこれだけいらっしゃいましたら、一方の意見で私どもきていただ

ければ一番良いのだけれども、そういうことにはならないだろうというふうに思っていますので、どうい

う形であるにしても議員さんの意見を十分聞いて、町長が最終結論を出したいとこういう基本スタンスで

いるということは、おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（吉田和子君） 13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 先ほどから話が出ているのだけれども、議員としてもいろいろと勉強してきた。

そして対等な立場で意見を述べたり疑問を出したり、そういうふうな形でこれからもいきたいと。こうい

うことは理解しているということであれば、今日の会議というのは私たちの考え方や何かを十分聞いて、

それも尊重しながら考えてくれると。本当は町長が来て、町長がその意見を全部聞いてくれれば一番良い

のかもしれないけれども、その代りとして今日意見を聞いてくれると、こういう形で今日は来てくれてい

るわけですよね。 

 だから、今日は我々の意見も十分聞くという形で、そこは確認して良いですか。 

○委員長（吉田和子君） そういうふうに説明しています。ですから、聞くことも良いですけれども。 

13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 先ほどから申し上げているように、何かすり合わせる部分がなければならんとい

うことだと思うのですが、そこで先ほどからこの問題慎重な対応をしなければならないとか、かなり難し

い部分があるのだというけれども町長の姿というのが、未だに見えていないわけですよ。どこまで考えて

いるかということが見えていないわけですよね。だから慎重に対応している町長の姿というか、全部しゃ

べってくれといっているわけではなくて、何の部分で今調査をしているのか、何の部分で今考えているの

か、それを教えてもらえれば、大体こちらとしても「このことについてはこういうふうにやっていってほ

しいのだ」というようなことがいろいろ言えるはずなのだけれども、町長が財政のところの国との関係の

部分で迷っているのか、あるいは医者の部分で迷っているのか、どこでどういうふうに今考えておられる

のか、その姿すら見えないと。そのあたりは言えるはずではないかなと私は思うのですけれども、そこも

言えないまだ慎重な対応だといったら、これはやっぱり町長が一人でやって一人で結論を出すのかなとい

うことになっちゃうのだけれども違いますか。 

○委員長（吉田和子君） 暫時休憩をいたします。 

 

休  憩 （午前１０時５７分） 
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再  会 （午前１１時１０分） 

 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて委員会を再会いたします。 

 先ほどから議論いろいろしていますけれども、この特別委員会の今回の進め方で、ちょっと食い違いが

あるのかなと思うのですが、今何人かの委員さんの意見の中で、町がある程度出ている結論的なものがな

いのかと、それを受けなければなかなか意見として出てこないというものがあるのであれば、この委員会

を今日はできないのかなと思うのです。 

 ただ、私たち調査特別委員会ですので、自分が視察研修をしてきたことを、「こういったところはこう

だけれど、町立病院ではそういうことはできないものなのか、どうなのか」とか、「こういうふうにやる

べきだと自分は考えているのだけれど、それ辺は参考にしてもらいたい」とか、そういった意見を述べる

場でもあると思うのです。調査特別委員会ですから。 

 もし、皆さんの中で、ある程度病院が結論を出さなければ、こういうふうに私たちは意見を言うことは

なかなかできないというのであれば、この委員会は今日はできないというふうに考えます。小委員会で検

討して、今後どうするかということも含めてやらなければならないと思っているのですが、その辺でどう

でしょうか皆さんのご意見、それを伺って進めるかどうかについてはっきりしたいと思うのですが。 

11 番氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今委員長が言ったのは、視察先の報告はみんなで話をまとめて、ここの自治体は

こうだったよね、白老町としてはこれに対してどうですかというひとつの関連付けた報告書というのを出

していますよね。理事者側にもそういった報告はしているのですよね。議会だって議長に提出しています

よ。 

○委員長（吉田和子君） 出していないですよ。この報告会は議員同士でやりましたけれども。理事者側

への報告はしていないですよ。 

○委員（氏家裕治君） 報告書みたいな形で。 

○委員長（吉田和子君） 報告書も何も、出していないですよ。議員同士による勉強をしてきて、議員同

士でそれぞれ行った所が違いますので、町の行政の関係の方も来ていましたけれども、町民の方も来てい

ましたけれども、自分たちが勉強して視察したところ全部方向性が違うところへ行っていますから、そう

いった意味での議員での意見交換はしましたけれども、それをもって理事者側にこうだったですとは、特

別委員会としては１回もやっていません。個々で何か話したことのある人はいるかもしれませんけれども、

特別委員会としてはやっていません。 

○委員（氏家裕治君） 特別委員会としてはやっていないかもしれないけれども、それ以前に行ってきて

帰ってからの報告は１回していますよね。 

○委員長（吉田和子君） 議員同士の報告ですよ。理事者には何も言っていません。 

○委員（氏家裕治君） その時は、例えば町民の方だとか、来ていましたよね。 

○委員長（吉田和子君） 来ていましてもそれは正式な報告ではないですから。 

○委員（氏家裕治君） だからそれと分けて考えられるのだったら、それはそれでいいのだけれども、正

式な場でないと。理事者側は認識していないというのであればそれはそれで構わないかもしれない。あえ

てまた同じようなことまでやるのであればね、僕は違うような気がしていたから。 

○委員長（吉田和子君） 視察研修の報告会をやるというのではなくて。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今のご意見なのですけれども、議会が視察研修をして報告をしようが何をしよう
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が、個々の議員さんが町立病院に対してどういう考え方を持っているかということは別なのですよ。議員

全体として報告会を開いたというのは、病院のことに対して共通認識に立とうということでやったことな

のです。そのことに対して、例えば氏家委員は他の２カ所のことを知ったと。そういう中で自分は町立病

院に対してどういう考え方をもったのかということを議論するという、そのための視察だったのですよ。

ですから、そういうことでその意見というのはどこでもまだ聞かれていないと思うのです。個々の皆さん

方が。報告会というのは、ただ行って来てこういう状況だったよという話ですから。それを自分がこの白

老の町立病院に当てはめたらどうあるべきかという議論はどこでもまだされていないのですよ。 

 それを、特別委員会でそういうことをベースに病院の認識を深めた上で、白老の町立病院をどうするか

という議論を皆さんでしなくてはいけないと。これが議会だと私は思いますけれども。そういうことを委

員長は言っていらっしゃるのだと思うのです。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） それであれば、鉄は熱いうちに打てという言葉がございますけれども、もう皆さ

ん忘れているのではないでしょうかね。自分の行ったところに関してはある程度理解もしているし、こう

いった方法がこの白老町に適合するかどうか、それくらいは皆さんそれぞれお持ちになっていると思うの

ですけれども、それを精査する場所があったのかどうなのか、行政はそれを受けてどうだったのか。ある

いは申し訳ないですけれども、特別委員会の中で、小委員会の皆さん方で、それぞれ行ってきたところ「こ

れ白老に適合してやっていけるのかどうなのか」財政的なことも含めて、そういった精査する場というの

はもっと早くきちんと議論すべきだったのではないでしょうかね。 

 私は、思うのです。視察に行きました。勉強にもなりましたし、個人的にはプラスになったところもあ

るとは思いますけれども、半面非常にフラストレーションがたまることになったと思うのですね。具体的

に申し上げれば、ああいう視察をした後それぞれ議員の皆さんたちは、何も意見を言う人がいないのでは

ないかと。どうしようと思っているの。それを言う人いないのではないのかと。正式な場でそういったこ

とありましたかと。こういった話が結構町民の方々からあるわけなのですよ。 

 かといって、行政側からのいわゆる方向性が示されない限り、それをこうしたほうがいい。ああしたほ

うがいい。ということはなかなか言えない部分もあるのですという話を、そういう方々には説明をしてい

ますけれども、非常になんというのか、あの視察をどういうふうに生かすか、実際に本当にそれを検討し

てどうするのだという場が、本当に持たれていなかったと思うのですよね。その辺も私も解せない部分が

あるのです。 

 ですから、今日の特別委員会も、町長は急なお仕事ということで出張されたということで出席されてい

ませんけれども、また皆さんそれぞれが思っているように、今日の会議も非常にフラストレーションがた

まるような会議になってしまっているという感じですよね。ですから、あの視察でそれぞれ勉強したこと、

あるいは民生常任委員会の皆さん方だけで行かれた後を、具体的に詰める作業をどこかで行っていたのか

どうなのか、それくらいはお尋ねしたいなと思うのですが。 

○委員長（吉田和子君） 14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が答えるものではないとは思いますけれども、私が思っているのはこういうこ

とです。今言っているのは、そういう視察研修をしたものというのは、自分で視察した中身をどこかの場

で生かすためにやっていることなのですよ。例えば特別委員会が必要であれば特別委員会を開いてくださ

いと委員長に要請すれば良いわけですよ。それはいくらでもできるわけです。そういう場が必要であれば、

「やっぱりこういうことですから、特別委員会を開いたほうが良いのではないですか」と意見具申するの
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は何もおかしなことではないですからね。ですから、議会というところはみんなが議論をして、みんなで

良い結論を出していこうというところですから、私はそういう形でやられたよいのではないでしょうか。

私はそういうことを議会の中だけで議論をする必要はないと思っていましたから、それは要請も何もしま

せんでした。私は自分でこういう勉強をしてそれをどこかで生かそうと、ですから今日の特別委員会に結

びついて、一番最初に言いましたようになるべく早くやりたかったのですけれども、そういうことができ

なかったというのも事実ですけれども、私はそれ以上に何も思っておりませんのでそういうことでありま

す。 

 だから、調査特別委員会という中身ですので、町が結論を出すから開かなくてはいけない。結論がなけ

れば開けないということであれば、３月末まで開けないということになってしまうのです。特別委員会は

皆さんの合意でできているものですから、そうであれば当然代表質問、一般質問でも取り上げられないと

いうふうにはならないかもしれないけれども、なるべくあるのですからそこでやるのが当たり前ですから

ね。 

 ということは結論を出さない限り、この特別委員会は開けないということであれば、この特別委員会は

何のために作ったのかと、こういうふうになるということを私は申し述べているだけであって、議会運営

上の問題としてですよ。だから、それで意見がないということであれば、今委員長が言われたようにこれ

で閉めていただくしかないと思うのです。 

○委員長（吉田和子君） 18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 視察に行った、行かないという議論はちょっとおいといて、それはそれなりに議

員は勉強したと思うからよいのですが、この吉岡経営センターが去年の 10 月に出した報告書ね、これは

プロの目から見て、一つの方向性だとか提言という項目を設けて、将来の白老の町立病院はこうあるべき

だという提言をしているわけですよ。ですから、これはこの人方があちこちの例を見て、ひとつの方向性

を出しているのですから、これに対して少し議論をして詰めてみて、それに我々が視察したことを、ここ

に指定管理者制だとか、法人化だとかいろいろ方向性は出していますから、みんなそれぞれ具体的にこれ

について議論をしてみたらどうですか。そのほうが早いのではないかと思う。これにも３百万円なりのお

金をかけているのですよ。この吉岡さんに対して、ですからこれを無駄にするという手はないと。だから

これをもう少し深く勉強して、このとおりやれという意味ではなくて、それなりの方向をこれを基にして

やっていったらどうかなと。 

 理事者のほうの計画は計画として、これはこれでやってみたらいかがかと思うのですけれども、もう少

し。 

○委員長（吉田和子君） １回説明聞いていましたよね。その上でもう１回聞くということではなくて、

特別委員会としてもう１回これを研さんするという意味ですか。 

○委員（加藤正恭君） そうです。どうでしょう。ひとつのこれが骨子みたくなりますから、このとおり

だというのではなくて、その当たり我々の、これは僕ら勉強する前の報告書ですから、その後に我々視察

に行っているわけですから。それらも踏まえてこれを議論したほうが、これがベースになるのではないか

という気がするのです。文書化もされていますから、いかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 今の出た意見も踏まえてどうでしょうか。13 番斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） この前勉強したとき、シミュレーションが一定の現状の枠の中で、どういうふう

に生きていけるか、数値として出されたものだけれど、ひとつの形としてはある。だから私たち議会がど

んな方向が良いのかということで、いくつかの選択肢がある中で、どの方向が取れるのかということで、
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結論に近いまでに出していこうやというのであれば、あの勉強の価値というのはあるのかもしれません。  

ただ、あの時話し合ったときに、これはあくまでも現状を分析したものであって、それに対して町側の

考え方はどうなのか、病院としての方針はどうなのか、それがものすごく大きく関わってきてそれが揺れ

動くのだという形で、じゃ町側はどんなふうな形を採ろうとしているのか、そのことも知らなければなか

なか議論が進まないじゃないかと、この間やったはずですよね。 

 だから、もう１回やってもまたそこにぶつかってしまうのかなという気もあるのですよ。だから、今日

の会議の中で、町側のいえることだとか、病院の言えることを聞きながら、またさらに上乗せしようかな

と考えていた向きもあったものだから、だからもう１回あのシミュレーションを勉強して、そこから何か

新しい結論が出てくるかなと。それちょっと私はよくは理解できないのですよ。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 私は今の斎藤委員の意見に賛同したいと思うのですが、12 月 21 日にまとめてお

りました一つの吉岡経営センターのデータもございます。それで、このデータそのものを理事者が今後の

病院経営に対して、この吉岡経営センターの分析結果をどの程度採用して考えておられるのか、これにつ

いてはまだ明確になっていないわけです。参考なのか、あるいはこれを徹底的に採用して進めるのか。こ

のような見解まだ私聞いていなかったような感じがするわけです。 

ただ、吉岡経営センターのひとつのシミュレーションの報告を見ますと、最終的に白老町の今後の病院

経営については、このような手法がいいだろうというパターンが何通りかでておりました。現在そういう

ふうなでございますので、できれば加藤委員も話しておられますように、このシミュレーションをもとに

今協議しましても、町の方針がこのシミュレーションをどの程度理解して採用の方向を採っているのか、

私も分かりませんので、その見解をお聞きしてから改めて意見を述べたいと思いますが、この点はいかが

でございましょうか。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 吉岡のシミュレーションにつきましては、昨年の３月 10 月と２回に分けて経

営分析をお願いしました。専門的な見地からということでお願いしてございまして、出た結果については

そのとおりでございますが、それに基づきまして１つは、病院のほうではいろいろと指摘されました内部

改革というものは実施させていただいています。これ、別の機会に事務長のほうから説明させていただい

ていますが、そういう形で進めてきています。 

 １番大きな問題は、当面の赤字を解消するためにということで、先ほどからいっていますように今の限

られた施設の中で、どういった診療体制をとることが収益につながるかということで進めているという部

分が大きい部分でございます。 

 もう一方では、このシミュレーションを政策推進室のほうで詳細に分析しまして、今いろんな資料を作

っているのですけれども、基本的にはありますように、現状の病床を確保したままではやはり看護師の配

置から何からいいましても、これは無理だということで、今公立系の病床はどうなのかということでは、

いわゆる一般病床50 床と療養が 16 床と。療養もこれはどうしたらいいかという問題はありますけれども、

これが一応基本のベースになるのだろうなと基本的な考え方にたっております。 

 ただ、一番問題は、そこで数字が示されていますように、問題は人件費の部分なのですね。要は今かか

っているのは５億４、５千万円の人件費、これを３億７千５百万円まで落とすと。これは何を言っている

かというと、最低必要限の看護師を確保してやればですね、ですから今そこまでもっていくということに

なれば、今の現状の中ではなかなか人件費を削減するのは難しいという部分がございますが、ただ、そこ
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まで人件費を下げたりすればひとつは 66 床の形態で運営することは可能なのかなと。そういう分岐点と

いうことでとらえていますけれども、なかなかそこをどうするかということと、先ほどから話があります

ように、果たして今の診療科目で良いのかと。本当に求められている医療ニーズを満足するためにはどう

いう形にしなければならないか。どういう方法をとらなければならないかということが最大の課題といい

ますか、今一番頭を悩めているところなのですけれども、その辺をどうクリアすれば自ずと一定の町民の

皆さんに安定した医療を提供しながら、財政出動も一定の財政出動ができる、そういう分岐点になるので

はないかなということを視点に今作業を進めているということでございます。 

○委員長（吉田和子君） ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ということは、吉岡のシミュレーションそのまま、例えばパターン何かを採用し

て、今後の白老町の病院に当てはめるという考えではなくて、あくまでも参考として一部取り入れている

という趣旨でよろしいのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） そうです。いろんなパターンも出ていましたから、それぞれ検証を十分しまし

たけれども、今現在で言えることはそこの 66 床の分ですね、まだ検討しなければならない余地は残って

いますけれども、ひとつの現状の中では一番基本的に考えなければならない部分ということで、吉岡の全

部を考えるというのでなくて、いろんなこと全部指摘されていますから、そういうことを念頭に入れなが

ら鋭意検討を進めているということでございます。 

○委員長（吉田和子君） ９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） そうであれば、加藤委員が先ほどお話されましたように、ともかく吉岡のこの報

告書をもとに論議してはどうかという意見でございますが、私は参考にして、町もこのパターンをどれか

を採用するという方向であれば、これを中心に論議すべきだと思いますが、今の話を聞きますと一部参考

にしているということでありますので、改めてこの報告書を参考にして議論すべきだと思いますが、メイ

ンにするということは今のところはどうかなと思います。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。はい、４番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） この町立病院の問題については、今私たちもさっきの委員会、総務文教常任委員

会でも、財政改革プログラムですか、そういうものも見直しの中の報告を受けたりして、いろいろ情報を

いただいているのですが、そういう中でも国の方針の中で連結決算による町の財政のシミュレーションと

いうのですか、そういう中では、非常に白老町も、本当に夕張と同じように財政再建団体ですか、そうい

うような団体に、そのままいけばなってしまうのではないかというくらい財政は非常に切迫しているとい

うか、大変な現状にあると思うのですよ。 

 今のお話しですと、平成 18 年の病院の状況も１億７千万円か８千万円くらい、また赤字が増えて不良

債務も５億円くらいになるのですか、あのシミュレーションを見ますと。今の１億７～８千万円足します

となりますよね。そうしますと、本当に非常事態ですよね。これが、今の状況を病院から出された今後の

シミュレーションも見せていただきましたけれども、それにしても不良債務が減るということにはなりま

せんし、これから増えていくのは目に見えていますし、この病院の再編につきましては、何年後とかとい

う話しではなくて、方向決めたら１年２年の、早急に解決しないとだめな問題だと思います。 

 皆さん同じだと思いますが、今のままでいいかという話しになると、絶対今のままでは、今の町の財政

の中では絶対、自立という中で考えれば、今のままにしておきますと、とてもとても町が自立してやって

いけるような財政を保ちながら、町立病院を運営するということは不可能だと私は思います。ですから、
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私の視察を見てきたことを考えますと、やっぱり視察を見てきたところですと、そういう状況の中で、民

間に委託するとか、全くやめてしまって民間に移譲というのですか、お願いするとか、あとは広域と対応

してなんとか広域で支えあって今の状況をやっていくとか、いろいろ方向を決めてやってきたところが大

半でして、やはりどこの公立病院においても、そういう状況だということは皆さんご承知のことなのです

が、やはり白老町の今の現況をみると、とても今の状況ではそのまま運営を続けていくということは非常

に難しいと思いますので、やはり私も民間にお願いするとか、今の指定管理者ですか、そういう形をとら

ざるを得ないのではないかと。私はそのように感じました。それは、町民サービスという部分もあるので

すが、やはりこの財政の厳しい中を切り抜けるためには、ある程度のサービスの低下というのですか、そ

ういうことをしていかないと切り抜けられないと思います。今のサービスをそのまま維持しながら、今の

財政をそのままで町が自立していけるかといったら、私は非常に無理だと思います。 

 ある程度のサービスの低下というのは、それは町民がそれ以上我慢できなければ、やっぱり合併だと思

うのですよ。自立の中である程度サービスが低下しても、自立してやっていくためにはこのくらい我慢す

るのは仕方がないのだという、そういう範囲という部分を見極めて、やっぱりなんでも言うのですが、サ

ービスが低下するからこれができないという話しではなくて、少しはサービスが低下しても、町民が我慢

していただいて、町が自立していけるという範囲の中で物事を決めていかなければ、とてもとても白老町

が自立してやっていくという話しになりませんので、ひとつの今の町立病院の事例をたまたま出している

のですが、どこでもそうだと思うのですが、これから抱えている問題の中では、やっぱりそこら辺は考え

方の中に持っていかないと、今の町の中でも、行政の中でも、ここの分野やめたら町民のサービスが今よ

り低下するから、なかなかやめられないという話しでは、なかなか自立というのは無理かなと思いますし、

そういう考え方から行けば町立病院についても、私は今のままではやっていけないと思いますので抜本的

に、これは体制を変えて運営していかなければならないものだと思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） おっしゃるとおりでございまして、私も先ほどから申し上げておりますが、や

はりどこまで財政出動できるかというような一つの基本的な考えもございますが、民間委託、指定管理者

ですね。移譲の話も出ましたけれども、これを当然視野に入れながら検討を進めなければならない、して

いくべきだというふうに考えています。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。はい、14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今のお話もありましたけれども、ひとつ町の考え方を聞きたいのだけれども、先

ほどから公立病院の果たす役割っていうのは非常に大切だと。こういうふうにおっしゃっているわけです

けれども、私たちが視察した場合にでも、最終的には指定管理者で民間委託になろうと、どういう形にな

ろうと、担保されているのは町民が医療施設がなくならないという要求に対して答えたと。もちろんうま

くいった自治体に我々は視察に行っていますから、当然失敗した自治体のところへ行っているわけではな

いですからそうなるわけです。ただ、そこで聞き及ぶ範囲によると、町民が満足している。ここのところ

なのですよ私がいいたいのは、今の同僚委員との視点がちょっと違うのは、同じかもしれませんね、同じ

かもしれないけれども、私が言いたいのは町民が納得するような形で、民間委託であろうと指定管理者で

あろうと、このままやろうと改善しようと。町民が納得する形をどうやって作るのかというここの点が鍵

だと思うのですよ。 

 ただ、そういうことはおっしゃるわけですよね、町の皆さん方は。それをどういうふうに担保するのか

と。そこのところなのですよ。だから、相手に全部のんでもらうのか。今の状況でいけば医者がきれない
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範囲でいくとしたら、町立病院自体は今おっしゃったように、いろいろ大変なことがあるかもしれません

し、今日予算概要を見せていただいたら繰り出し金が２億６千万円から 1 億 8 千万円になっていました。

ということは単なる赤字を先送りにするのかどうなのか知りません。繰上充用で持っていくのかどうか知

りませんけれども、そういう状況のなかで町立病院が努力をすると同時にどう町民の要求を担保するのか

って、ここはどういうふうに考えていますか。具体的に担保の仕方の話しです。全部具体的に答えれとは

言いませんけれども、考え方がなかったら町立病院の議論をするベースがなくなっちゃうわけだから、三

連携は若干先送りという文章もございますからね。財政的にはみだされないという部分もあって。 

 改革計画の中に一部そういう表現があるのです。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 基本的な議論として、財政のほうからいえばやはりさっき鈴木委員から言われ

たようなことになっていくのです。どうしても。 

 先ほどから、各課のキーの話をしましたけれども町立病院ったらとにかく赤字で、そこに相当町民の税

金が出されているよということが強調していわれますけれども、これはご存知のとおり町立病院が果たし

た役割というのは、やっぱり民間ではやらない、できない。そして本当に町民の人から望まれている医療

を提供してきたと思うのですよ。それは何かというと、いわれているようにやはり不採算部門といわれる

救急体制だとか小児科を無理して配置してきただとか､いろいろ不採算部門をやってきているわけですよ

ね。 

 やはりそれが町立病院の使命・役割だというふうに思うのですよ、基本的な部分で、ですからこれをど

う確保していくかというのが一次的な、基本的なスタンスだというふうに思っています。ただし、それと

て今の財政状況の中では確保できないとすれば、どういう形でできるのかというのは次の考え方だと思っ

ているのですよ。そこのスタンスは町長も何回も言っていますけれども、可能な限り継続できるように基

本的な考えとして持っていくよと。ここに尽きるというふうに思います。ですからそこのところを考えな

がら、今具体の方策を検討中だということで、ひとつご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そこは分かります。同時に例えば今日の道新なんか見ますとね、産科がなくなっ

て自分の町で子どもが生めないという状況が現実的に北海道で起こっています。医師不足の中で。白老町

で見れば、周りに病院があるためにそういうことは起こらないのですよね。幸か不幸か、幸だと思います

けれども、起こらないのですよ。そういうことが起こらない中で町立病院が高齢化の中で果たしてきた役

割というのは、今助役が言ったとおりだと思うのです。そうすると、そういう切羽詰った部分と、いや、

今の状況も切羽詰っているのだけれども、違った側面もあるのですよ。 

 だからそこで、本当に町民の納得を得るためには、もっともっと町が町民に知らせなければだめなんじ

ゃないのか。そうすることによって、例えば国保 13％が 30％とは言わないけれども、20％なら 20％とい

うふうになっていくのではないのかなと。もちろん同じパイの中でやっていることですから、どっかに影

響あるのですけれどもね。ただそういうことが町として、町民にどれだけ理解をしてもらうかという努力

が、我々も含めて足りないのではないかと思うのだけれど、どうだい。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 正直いって、足りないというふうに思っています。ただ、これもこの間、町長

が高齢者大学で毎年講演しているのですけれども、そのときにかなり踏み込んで町立病院のこともお話し

したようです。赤字の問題も含めてですね。このままで行くと、というようなことも、かなり踏み込んで、
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｢随分踏み込んだ話をしたね｣という話もしたのですけれども。 

 やはりそうしますと、反響が大きいのですよ。というのは何かというと、大変だというのもあるのです

えけれども、「やっぱり自分たちの町立病院だよね」、「自分たちが利用しないのが悪いのだよね」と。こ

ういうことがすぐに反響として出てくるのですね。そういう意味では私も本当に、状況をきちんと説明す

るということは本当に大切だと思いました。ですから、いろいろとやり方、方法はあると思うのですけれ

ども、もうちょっと町民の財産町立病院ですから、これをやっぱり自分たちがこの病院を守っているのだ

という意識を町民の皆さんが持っていただくようにならないと、これは強く感じています。ですからどう

いう方法がいいのかということを病院のほうと検討していますけれども、やはりそういうことは必要なこ

とだというふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そうとなれば、私は今方向を出す病院なのだけれども、そこに町民が集中するよ

うなそういう施策、例えばいろいろ議論があっても１千万円かけて、方向を出す今、健診のところを変え

たわけだから、例えば町民のバスは優先的に町立病院へ行くと。だって、町のアンケートを見たら、少な

くても 50％～60％の人が町立病院が必要だといっているのですよ。 

 だけど、その中の国保の人たちは必要だけれど 13％しか町立病院に行っていないのですよ。「みんな行

け」とは言っていませんけれども、半分の人が行ったら 25％になりますよ。それで赤字が解消されるか

どうか僕は分かりません。だけどそういう施策、手をうつ、町民が本当に町立病院がなくなったら困ると

思ったら、僕は行くと思うのですよ。だけど、そういうことが施策としてうたれているかどうか、もっと

大きくあみかけると。それをやってだめであれば、これはやっぱり町民のみなさんは納得しますよ。 

だけど、例えば町民の100 円バスだって、優先的に全部病院との関係で残った部分でやれる範囲でどこ

かに停めるというのはだめなものなのか。これは議論ありますよ。そんなのはだめだという人もいるかも

しれませんから。そういうことが町民全体の中で議論になるような、そういう取り組みがないと、町立病

院へただ行けといっても行かないよ。これは。 

もっともっといろんな方法があるかもしれないけれど、そういうことを考えながら町民がみんな病院っ

て大切だという考えが、その中で町が方針を出していくというほうが、僕は町民にはうんと受け入れられ

るのではないかと思うのですよ。 

例えば町立病院がなくなったとしても、納得する率というのはうんと高いのではないかと思うのです。

中だけでいくら議論しても、町民の中で議論されなかったら私はだめだと思うのだけれど、それを遅まき

ながらでもやるべきだと、すぐ結論を出すのではなくて、方向付けだけ町長が出すとしたら、そういうこ

とをもっともっと町の中で大議論になる。 

 士幌町みたく、自分の病院守るために応援団を作るというくらいのものができてきて良いのではないか

と思うのだけれどどうだい。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 先ほど私言いましたけれど、町民の理解としてやはり赤字であればという話を

しましたけれど、前提は患者さんが来ていただける。町民に来ていただけるというのは、やはりどれだけ

町民の皆さんに満足していただける医療を提供できるかと、この点だと思うのですよ。 

 これがまず基本だというふうに思います。それにたって今大渕委員当然言われているというふうに思っ

ているのですけれど。１つは、そういう努力は絶対しなければならないと。町民に対してもそういう努力

をすると。バスの問題出ましたからね。それは別の問題として、ただ、町長の一定の方針を出すというこ



 22

とになっていますけれども、当然これはその方向性によっては町民の皆さんにも十分説明して意見を聞く

機会を設けなければならないと思っています。町長が当然専決案件だからと言って、こういうふうに決ま

りましたということにはならないと思います。そういう意味では町民の皆さんとも、そういう議論をする

機会というのは当然あるのだろうなというふうに思っています。当然議会ともそうですけれども、ですか

らそういう中で、本当に町民の皆さんの本当の意味の考え方というのは、そういうところで聞いていくべ

きだろうなと、このように思っています。アンケートも分かりますけれども、ただアンケートというのは

当然あるかないかとなれば、あれば良いと町民の皆さん当然そういう判断に立つわけですから、いろんな

状況を説明しながら、いろんな意見を聞くと。こういうことは必要なのだろうなというふうに思っていま

す。 

○委員長（吉田和子君） 19 番根本委員。 

○委員（根本道明君） １点だけお聞きしたいのですけれども、今ここに病院事務長が来ていますので、

先ほど大渕委員もちょっと触れましたけれども予算概要の中で、去年が２億６千万円ですか、そして今年

が１億８千万円までにしましたと、８千万円落としましたよと、30％ね。これはやはりいろんな根拠があ

ってこういう数字を出したと思うのですが、それの主な目玉といいますか、そこら辺はどういうふうなの

か、それと政策推進室の二瓶室長がおられますのでおききしますけれども、例えばいろいろ病院がベッド

数が変わったとして、仮定として交付金がありますよね、この算定額がどのように変化するのかそれもう

一度詳しく教えていただきたいのですが、確か三段階くらいあったと思うのです。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 19 年度病院会計の予算の中ですが、理事者査定がございまして宿題をだ

されました。一般会計がかなり厳しい中、病院としてもっと努力できるところはないのかという宿題が出

されまして、１つは先ほど申し上げましたとおり入院患者の１人あたりの単価をとにかく高めると。これ

がまず一つと。それと最大限ベッドの稼働率を上げていくと。 

 次にできるのがやっぱり外来のほうも人数を増やしていくこと。先ほどから申し上げていますけれども、

外来の部分での人数も上げていきます。それとできれば単価も上げていくと。入院患者、外来患者数の増

と単価の増、それともうひとつは健診をいかにやっていくか。ここの部分で努力をすれと。その部分が大

体５千万円程度と思っています。その他いろいろもろもろの部分で整理できるものは落としていこうと。

贅肉をそいでいこうということで、８千万円をとにかくなんとか生み出していこうとこういう形での努力

となります。 

○委員長（吉田和子君） 二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶充君） 現在のところベッド数 92 床という中で、大体１億４千万円くらいの交付

金が地方交付税で算定されているというふうに私ども考えております。これはベッド数に基づいた形の中

で算定されますので、例えば今シミュレーションの中で 66 床とか、いろいろその部分になりますとそれ

が減っていくと。実際に８千万円くらいですか。その部分の中で減額になっていくという部分があります。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 質問は、今２月から実施している病床を再編している、66 床で実施している

という部分ですね。それで交付税に影響あるかという部分ですね。これは基本的には病床規模を削減して

いるものではございませんので、運用の話しでございますので基本的には変わらないと思っています。た

だ、同額かというといろんな変化がありますからそういう部分でありますけれど、病床を 66 で実施する

ということでは変更はないと、そういうふうにとらえています。 
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○委員長（吉田和子君） 今後の方向性としてシミュレーションにあるように 66 床にしたら、１ベッド

あたりも減るのかということも聞いていると思うんですけれども。二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶充君） それで、今の運用の部分で実際に減るという部分の中では、私ども吉岡の

シミュレーション含めた中で検討しています。という中で、簡単にいえば有床診療所とか、診療所にした

場合の交付税がどうなっていくのかという部分もいろいろ検討はさせていただいています。診療所にしま

したら７百万円ちょっと、１千万円もいかないくらいの交付税にしかならないと。ということは病床数を

減らせば有利かというとそうともいえないだろうというようなシミュレーションをしています。概略では

そういうふうな状況です。 

○委員長（吉田和子君） 具体的な数字が出ますか。もし 92 床から 66 床にしたら、ベッド数を減らした

らどれくらい減るのかということを聞いているのだと思うのですけれども。一ベッド辺りどのくらい減る

というのが分かれば。二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶充君） 一応、財政のほうから試算をしてもらった中では 66 床で８千万円くらい

まで落ちるという計算。概算ですけれども落ちると。ただ、今これも財政のほうで、病院関係者もわかっ

ていますけれども、確か23 年度まで、それまでに診療所なりに減少させても５年間は暫定的に 92 床なら

92 床の交付税は見ますよというようなことの取扱いになるというふうには聞いています。 

○委員長（吉田和子君） よろしいでしょうか。11 番氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほどからお話聞いていたのですけれども、町立病院の役割は不採算部門をやっ

てきたと。例えば他の民間ではなかなかできない部分を町立病院でやってきたと。それを今逆にいうと、

僕たちは利用者の立場で考えたときに、利用者としてはそれを「こういうことをやってきてくれたから、

こういうことなのだろうな」とか、「こうなのだな」というふうに考えているのかどうなのか。 

 先ほど増収のためには外来の利用者さんも増やさなければいけないという話があったけれども、今以上

に増やして対応できるのかどうなのか。僕実際自分で風邪引いて熱を出していったりしての話だからね。

対応もできないのに人ばかり増やしてもしようがないかもしれないし、そういう体制がこれからどんどん

整っていくものなのかどうなのか。そういう話をしちゃったら、ここで議論にならないのかもしれないけ

れど、何か話を聞いていると金の話ばっかり。これで経営できるのではないかとか、何とかと言うけれど

も、実際病院事態がそれでもって対応していけるのかどうか。 

 果たして患者さんが増えたから、病院は今の状況の中で対応できるのかできないのかということも考え

なければいけないと思うのだよね。患者を増やせば当然収入も上がるかもしれないけれども、今の現状で

それに対応できるかできないかが問題ではないの。 

 ましてや、いろんな努力を多分今までしてきたと思うけれども、実際の利用者さんがこうなのだという

現実もあるわけだし、だから机上でいくら患者さんがこれだけ増えれば、これだけの収入になるのだから、

「こうなの、ああなの」という議論も確かに必要かもしれないけれど、実際それができる、できないのと

いう話しになるのではないかと、その辺についてはどうなのでしょう。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 非常に重要な問題だと思っています。ということは外来患者さんの患者数

によって医師の配置も、配置数が必要になってきます。19 年度予算の段階の中で私どもいろいろと積算

をしたのですが、現状のお医者さんの数では十分にクリアできる現実的数字を出したというのはひとつで

す。ただ、先ほどから言われていますように、13％のものを仮に 30％、倍にしたとすればですね、そう

なると医者の数も見直しをしていかなければ、現実問題としまして今の外来患者さんの状況を見ますと、
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正直言いまして先生方にかなりばらつきがあるのは事実です。それを押しなべてやるということになれば、

多分５％程度のものについては十分に対応可能かなと思いますが、それ以上もし患者さんを増やすという

ことになれば、お医者さんをどうするかという問題に、ひとつ突き当たるのは間違いないと思っています。

ただ現状としまして、まだまだ先生によっては十分に余力のある先生もおられますので、そういう先生方

に診察の患者さんの増をお願いをしていきたいなと思っています。 

 やっぱり病院の経営の中で、最大の問題は医師の確保と。今の現状の中では避けて通れない問題ですか

ら。町立であるがゆえに現状で確保できているという面もございます。そんなこともひっくるめて今後と

も医師を確保することによって、患者数の増にも対応し、それがさらには病院経営の安定化にもつなげて

いくと。 

○委員長（吉田和子君） 二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶充君） 私ども、今状況の中で、理事者のほうで政策判断できる情報とか資料を整

理しているところでございます。その中で、前に議会のほうでも道の企業局の主査が来て研修会を開きま

したけれども、吉岡さんの報告書等を含めた中でも、実際にそれを持参した中でいろいろ専門家の意見も

聞いております。その中で、今のいろんな状況の中で見ますと、非常に白老町の部分、当然来町した主査

は特別企業の会計全般を見ていますので、再建法等も含めた中での知識の中でいろいろ状況を教えていた

だきました。その中でいきますと、非常に今の状況から見ると不良債務、累積欠損金等含めた中でいきま

すと、もう 50％の当初予算額に対しまして、50 を超える状況に近づいてきているということになると非

常に厳しいというのも、実際に出てきておりまして、道のほうでは今年の１月現在で４つの自治体に、財

政再建計画を実際に再建法の前にすでに提出させるという、そういう取り組みもしているということです。 

 それで、私どもとしてはいろんな部分、実際に私も議員さん方と視察してきた中で、そのスタッフ、お

医者さん含めて、中のスタッフ含めて取り組んでいる状況とか、それを理事者のほうへ含めて情報として、

非常に厳しい部分含めて提案させていただいているところです。 

 今の中の再建法を考えますと、今回の国会に出た後のスケジュールを考えますと、適用されていくのが

21 年度くらいにははっきりした部分での時間が迫ってくるという部分があるのですね。いってみたらイ

エローカード、レッドカードにした場合の部分ですよ。そういう指定もされるという、そうしますと今ま

でのように先送りは絶対許されないという状況に追い込まれているということです。ですから、非常に議

員さんの中でもストレスがたまるような議論が続いておりますが、これについても町のほうもどうしても、

これは結論出さなければならないと。 

 それは理事者も十分承知の上で、私どもと議論を進めているというところでございます。なかなか本音

の部分がまだ言えない部分がありますが、そういうところで進めているということだけはご承知おきいた

だきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 11 番氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） いずれにしましても、僕が言いたいのは確かに財政的な部分大切ですし、何も必

要なのです。ただ、僕たちがここで議論しなければいけないことは、やっぱり現場はどうなっているかと

いうことはしっかりとらえて、その上に立って金のことを話さなければ、金が先にたって、現場のことが

後からついてくるような話だったら、何もならないと僕は思うのです。ですから、現場をちゃんと分かっ

たうえで、外来の数を増やすのか、ベッド数を減らすとか何とかという話しになるのか、その辺はしっか

りここで議論をしなければいけないのではないかと、僕はそう思っておりますので今いろんな話がありま

したけれども、そういったこともこれからの考え方の中に、現場の声というのはしっかり入れていかなけ
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れば、金だけの話しでおっていったら、確かにいい数字をあげれば金はどんどん上がってきますから、で

きるのではないかと、こうすれば大丈夫だ。こうすればなんとかなるのではないかという話しになるのか

も知れない。実際には現場ですから、そこだけはちゃんと考えて欲しいなと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他に。今お昼になりましたけれども、今日は午後から他の会議も入っておりま

して、助役もそちらのほうへ行かなければなりませんので、今回はこれで一たん打ち切りまして、今後ど

うするか、また小委員会で再度検討いたしまして、日程等組みながら、どういうふうにやったらいいのか

ということも含めて検討したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） そういうことで、本日の特別委員会は以上をもって終了いたします。大変どう

もありがとうございました。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後  ０時０５分） 


