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◎開催の宣言 
○委員長（吉田和子君） 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） 本日は前回町長に出席をいただきまして、意見交換をいたしましたけれども、

今後この特別委員会をどうするかも含めまして、病院のほうのまとめに入っていきたいなというふうに思

っておりますので、皆さんのご意見を伺いたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいでしょうか、私のほうからちょっとお話します。本病院の特別委

員会はですね、設置しまして、一応期限を今定例会までということに決めてございます。その期間に伴い

まして、一応規則等によりまして、委員会報告をしなければならない。というのは調査結果を議会で報告

して、それで調査完了ということになりますので、今後まとめていく作業が必要であろうかなと思います。 

私からは以上です。 

○委員長（吉田和子君） 今事務局長からお話がありましたように、そういうことの決まりがありますの

で、今後特別委員会としてはどうしていくかということで、まとめのほうへいきたいと思いますのでご意

見のございます方どうぞ。 

前回意見を述べられなかった方でもいいと思うのです。自分の考えなんかも延べながら特別委員会とし

て結論を出すべきでないかとか、意見がひとつになるのはどうなのだろうかと、いろいろ皆さんのお考え

の中にあると思うのです。そういったことで、17 番、及川委員。 

○委員（及川 保君） 私、先般の委員会では若干意見を述べさせていただいたのですけれども、この特

別委員会、各委員の皆さんの、先日の委員会の中でのご意見を伺うと、この厳しい財政状況の中で、病院

を今後も継続してやっていくというのは非常に無理があるのではないかというのが体制を占めていたよ

うな気がするのですけれども、実は私はそういう状況にあっても、例えば１割強の利用しかないのだとい

う、非常に厳しい現実はあるのですけれども、１割強の方々が取り残されないような町として政策をきち

んとやりながら行くような工夫がやっぱり大前提になるのではないかと、そういう考えでいるのですけれ

どもね。皆さん、病院は止むなしだなというようなご意見も強いようには、私は感じておったのですけれ

ども、私なりにそういう意見でございます。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。２番、熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） まとめに入るということですか。 

○委員長（吉田和子君） 含めてです。 

○副委員長（熊谷雅史君） これは考え方として、今局長のほうから特別委員会の意義ですよね、今定例

会で期限を切っているということは、これは議事録にも載ってそういう手続きで特別委員会を立ち上げて

いるわけですから、まず、特別委員会をこの今期の定例会で終結するのか、それとも継続するのかという

のをお諮りしてもらったほうが良いのではないですか。どうでしょうか。 
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○委員長（吉田和子君） 今熊谷副委員長のほうから、今後どうするべきか、ということのほうが先では

ないかということなのですが、今日はこれでどうしますかということになっていいのかどうなのか。 

まだまだ議論するべきことがあるではないかということもありますし、前回の町長とのやり取りの中で、

町民の声を聴くことは必要ないのかということも出ていましたよね。そういうことも含めて、町は町の考

え方があると思うのですが、私たち特別委員会としても、特別委員会まで立ち上げていて、自分たちはい

ろいろ研修を重ね勉強をしてきたのですが、町民の声を議会として聞く必要はないのかどうなのかという

ことも含めて議論をしていただければなというふうに思っているのですが、そういうことをやるとしたら、

この特別委員会という、全員ということになるのかどうなのか、その辺も含めながらお話し合いをしてい

けたらなというふうに思っておりますけれども。16 番、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 前回までにいろいろと議論というか意見、いろいろ出たと思うのです。ですから

今回はまとめの段階に入って、それを今後どういうふうな形にもっていくかというような進め方と、そう

いうふうに判断してよろしいですね。 

 ですから、この間のいろいろ出た意見の中で、いろいろたくさん出ましたよね。町民サイドから、我々

サイドから、それと行政側からといろいろ出たわけですけれども、その辺のまとめ方の方法というような

返答でよろしいのでしょうかね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 方法としては２通りあるのですよ。特別委員会を設置したときに一応期限

を切って、今定例会までに調査をするということで設置を１回したのですよね。ですから基本でいけば、

調査終了するということであれば会議規則に基づいて調査報告しなければだめです。議長に上げないとだ

めですね。まずそれが１つですね。ただ調査が不十分であれば、方法としては閉会中まだ継続できるとい

う方法は１つあります。ただ、そのときに継続する理由ですよね。果たしてそれが成り立つかどうかとい

う部分があると思います。ですから、その部分も含めてご議論されたほうがよろしいかと思います。 

 ですから皆さんが大多数ここで意見を集約して報告するのか、まだ調査が足りなくて継続するのか、こ

れはすごく大事なことなのだと思いますし、その辺の理由立て、きちんとしたものを持たなければならな

いということでよろしいのではないかと思います。 

○委員長（吉田和子君） 17 番、及川委員。 

○委員（及川 保君） たびたび申し訳ないのですけれども、そういう町民の意見をまだ聞いていないで

はないかと、こういうことであれば、これは町民にとっては、また町の将来にとっても大変なことなので

すよ。これやっぱりきちんと議会としてやっておくことが非常に大事ではないかと私は感じますけれどね。

となれば継続という形になるのですかね。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 町民の意見を聞くというのは大切だと思いますけれども、ただ委員会を継続する

かどうかというのはそれとは違うことだと私は思っております。それで、やることはまだあると思うので

すけれども、今のような状況の中で、例えば特別委員会を継続することが、議会として意思統一がきちん

とできていけるのかどうかということも含めまして、今までの議論を考えますと、私はやっぱり特別委員

会は今回で期限ですので一たん閉めると。そして、例えば担当常任委員会等々ございますので、そこで詰

めた議論をしていくと。詰まった議論が全員だとなかなか難しいというのが今回の特別委員会の大きな特

徴ではなかったかなというふうに思っております。ですから、今お話ございましたように町民の意見を聞

く等々、やることはまだまだたくさんあると思います。  

 ただ、議員全体が病院についてどういう認識をするのかということでは、共通認識が確立されたという
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ふうに思います。それをきちんと議会の中で活かせるような体制を作るということであれば、全体の特別

委員会がそういう機能を今まで果たしてきたかというと、ちょっと私は疑問を持っておりますので、そう

いう意味でいえばまとめの仕方はございますけれども、今後担当常任委員会で議論をしていくほうが望ま

しいのではないかというふうに考えていますけれども。  

○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） 今までの協議の経過の中で、確固たる結論が出ないのが現状だと思うのでござい

ます。それで、私も今回の特別委員会の形態は、やはりこれで１回終結して、そして新たな方向を見つけ

たほうがいいのではないかというような気がいたしますので、今回この特別委員会は、ここで結論は出な

いかもしれないけれども、やはり１回終結したほうがよろしいと思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 委員長、前回までの意見が何種類か出ているのだけれどもどういう形で出ている

のか、委員長はそれを集約していると思うのだけれども、その辺の主たる項目をある程度出して、こうい

うふうな状況が出ているよ。出ているよ。というのがまとまっていないと、これからまとめることもでき

ない。今まとめをやっているといえばそうだけれども、その辺の項目が、4 種類くらいになっていると僕

は思うのだ。それをまず言わないとまとまってこないでしょ。僕は根本的にこの前言ったことがそのとお

りなのだけれども、町長に対して僕ははっきり言ったから、同じことをいうことはないのだけれども、そ

ういう項目は今まで何回かやっている中であったと思うのだよ。それをきちんと出してこなくては、進ん

でいかないし、１つだけ今の件と違った意見、違ったというより私の意見なのだけれども、町民に聞きた

いというのは当然そうなのだよね。町民を主体として議会も官庁もあるわけだから、これ大事なことだし、

それから病院もできるなら、財政が許すなら、続けていくべきだと僕も思う。だけど財政が許さないから

こういうことになっているわけだから、それを町民と相談して町民がやってくれといったって、財政がで

きなければ、例えば 20 年になって、もしかして破綻が来たすかもしれないような危惧をしているわけだ

から今。そのために根本的にこの協議をしているわけだから。そこを考えれば、町民は当然なくすなとい

うと思うよ。利用している13％の人たちがいるのだから。その前の話しだと僕は思うのだよ。もし、仮に

白老町が20 年で破綻はないかもしれない。22 年かそこらに破綻するとしたら、こんな話にならないのだ

よ。僕はそう思うのだよ。白老町がなくなって病院継続なんてできるわけがないのだから。そのことを町

民がわかっていて言っているのか、分かっていないのかその辺が問題なのだよ。それは町立病院、僕だっ

て町民のことを思えばさっき言ったように、続けることができれば続けたいのだよ。できればだよ。これ

をやるたびに赤字が１億３千万円も４千万円も増えていって、毎年、10 年で 13～14 億円にもなるのだと。  

 その財産がなくなることによって、収入を得ることの事業が全部できなくなる可能性があるのだから。

それだったらどうするのだということの根源を今話しようとしているわけだからね。そのためにこの特別

委員会があるのでしょ。僕はそうだと思うのだよ。だから、財政がこんなんでなければずっと続けていき

ましょう。しかし破綻するのだったらやめるしかない。この二つに一つしかないのさ。僕はそう思うのだ

けれど。 

○委員長（吉田和子君） ２番、熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 委員同士の質疑はちょっとどうかなと思うのですけれども。今玉井委員がお

っしゃった中身というのは、ひとつのカテゴリーだと思うのです。今話を聞いていると、まとめるべきだ

と判断しても良いということなのかなというふうに思うものですから、それをちょっと聞いて見たいと思

うのですけれども。 
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○委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） まとめるべきだと思っているよ僕は。ただその話とは別にと、僕はさっき言った

でしょ。別にこういう意見があるという話しを言っただけだから。その辺を良く考えて欲しいという話だ

よ。 

○委員長（吉田和子君） ２番、熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） それから、今玉井委員から出ましたある程度大まかに、委員長のほうでこう

いうカテゴリーだなと言うのは、大体おさえられているかと聞いていましたけれども、どうなのでしょう

かね。それを今出し合ったほうがいいのでしょうかね。僕は今回は、さっき投げかけましたけれど、これ

で終結するのか継続するのかという考え方については、僕は意見を言いませんでしたけれど、やっぱり視

察を含めてまとめるべきだと思うのです。我々がこの間町理事者の最高トップである飴谷町長に来ていた

だいていろいろ質疑･議論をした中身というのは、要するに最終ではないと思うのですね。議会とはいろ

いろ問題が出てくると思うのですが、ある一定の自分たちが思っていることもぶつけたし、ある程度町側

の今現在の考え方も示されたと思うので、あとは判断が出てくるというふうに、これからスケジュールが

組まされていくわけですけれどもれ、今回去年の８月からずっと進めている特別委員会のまとめはある程

度すべきだなというふうに思います。 

 それで今、私の意見を言います。私は、前回も町長と質疑した中身の中では､確かに財政という問題は

切っても切れない問題だと思うのですけれども､方法論というのはいっぱいあると思うのですよ。運営の

仕方なのですね。運営の仕方を少し考えていただきたいと。当然いろんな考え方がありますというふうに

おっしゃっていましたので、私が提案したのは、とりあえずセンター構想ということだったのですけれど

も、やはりこれからは予防医学なので、それをやっぱりできるような国保病院。これは公営でも民営でも

良いのですよ。そういう形の中で、なんとか医療の確保という部分で考えられないかなと。それが今の段

階では今の町立の国保病院の中にあればいいと。それがなんとかそういう形にならないかという提案をし

たつもりなのですね。 

 これも一つの意見としてつけていただきたいなというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） 13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私は、この前の話しの中で、基本的には公的な病院の役割上、なんとしても残し

て欲しいという観点から話をしてきたし、視察は本当に無駄ではなかったというふうに考えています。そ

れなりに自分なりの考え方を持つわけですけれども、ただ現状として累積赤字や不良債務、16～17 億円。

そして毎年２億８千万円を持ち出している。そういうことで、それ以上の負債を重ねていいかどうかとい

うことになると、これは本当に何らかの結論を出さなければならないのだけれども、吉岡さんに頼んだそ

のシミュレーションが、それを勉強して、負債をこうやったら減らしていくことができるのではないかと

か、そういう方向というのがひとつに見えなかった。実際にこれからどういうふうに運営、現時点で借金

があるからもうだめだというのではなくて、どう運営していく方法があるのか、縮小してもやっていける

道があるのは、その辺になるとまだ煮詰まっていないのかな。私自身もその先が見えないというところが

あるわけですよね。せっかくやってきたのだから、なんとかそれをある程度見出しながら、町長が出して

くる基本方針にぶつけて話を噛み合わせてみたいと。こういうふうに思うのですけれども、まだそこまで

はいっていないということだけははっきりしているわけですね。 

 ただ、残っている課題はまだあるのだけれど、今のこの状態の中で、さっきも出ましたけれども、話を

続けても先が見えないというのであれば、民生常任委員会の中で、さらに煮詰めながら今後もう１回考え
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直してみると言うような方法も、これはあってしかるべきではないかと。ただ、みんなが集まればいいだ

けではないはずなので、そういう方法も取り上げながら、町長が出してくる一定の方針に対して議会とし

てどういう対応をしなければならないかということをきちんとしておかなければならないだろうと。 

 そういうことを抜きにして解散してしまって、我々が一般の議員が論議の中に入れないということにな

ると、ちょっと不満は残るのですけれども、だけれども、民生常任委員会の中で、そういう方向付けをし

ながら必要があれば、またみんなでという方法をとるのであれば、そのほうが効率的かなというふうに、

今私は思っています。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私は、今回でまとめていただければと思っております。申し訳ないのですけれど

も、町立病院の長い間の赤字といいますのは、私はできれば違うほうの福祉に使っていただきたかった。

教育費に使っていただきたかった。そういう思いが今回の特別委員会の中で特に感じておりました。そう

いうこともありまして、町長がどういうふうな決断をされるか分かりませんけれども、議員の中で残して

欲しいというのと、残すべきではないというのといろいろ分かれるとは思うのですけれども、それでも一

度ここできちんと結論を出すということはできないまでも、議会としての一定の判断を下すべきだと思い

ます。 

今後については一般質問なり代表質問なり、そういう機会で、させていただくことができるのではない

かと思うのです。また、町長がどのような判断をされるかによってなんでしょうけれども、町長側のほう

も当然町民の意見というものも聞くような機会ももたれる場合もあると思うのです。 

もしないようであれば、議会側のほうからそういう機会を作るべきだという提案をすることもひとつの

方法じゃないかと思っております。 

○委員長（吉田和子君） 16 番、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私もやはりここで一応まとめるべきじゃないかと、そういうふうに考えます。 

 ただし、今までいろんな意見が出てきているのですよ。病院を継続することを基本的な立場に立って、

それで効率というのですかね。そういうことを基にある程度まとめることが必要ではないかと思います。

というのは、ひとつは今言った病院内部の改革の問題はありますでしょうね。それと町民の意識換気の問

題も出てくると思うのですよ。 

 そして、議会は議会としての意見をもって、そういうような３点くらいの立場でまとめる必要があるの

ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 私もやっぱりここで１回まとめるべきだと思うのですよ。やはりこの委員会がで

きたひとつのきっかけになった部分については、町長が３月までに町長の考えをお示しになると。その前

にやはり議会としての考え方を示した上で、それを町長の考え方の中に議会の考え方というものを受け止

めてもらって、最終的な町長の判断にしていただこうという、そういうのがかなり目的ではなかったのか

なというふうに思っていますので、町長いつ判断して発言するか分かりませんけれども、その前に議会と

しての今回まとめた部分を町長に報告しなければ、何か今かでやってきた意味が逆にないのかなって、ひ

とつの区切りとして、そういうものが区切りじゃないかと思うのです。 

 意見については、前回も町長とお話ししましたので、私の意見はあのとおりでございます。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうぞ。14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 基本的にはやはり公立病院の役割は残すべきだということは、私は言ってまいり
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ました。同時に町民の意見を聞くというのは、先ほどから若干の議論ございますけれども、やっぱり赤字

だから病院を無くすのかと。それだけなのかということになるのですよね。 

 ですから、公立病院の果たす役割を残すと言うことは、当然赤字だけれども公立病院としての果たす役

割があるから、それがどんな形か分かりません。縮小になるか診療所になるか。それとも現在のままなの

か。分かりませんけれども、政策的な判断をして残す必要がある部分もあるでしょう。そういうことがや

はり町民の意見も聞きながら、そこのところは私はやる必要があると思うのです。 

ですから、そのことがなければ、町民を全く抜きにしてそこで結論を出すということには私はならない

だろうというふうに思っています。当然、町長が出される結論というのも、前回の意見を聞きながら、現

在の段階では同時にすべてが一律で結論が出るとは私は思えません。いろんなことが中に交錯されながら

進んでいくと思います。 

ですから、現段階でこういう議論をどこまでし尽くすかという問題で、本来であればもっと早くこのこ

とが、今のような議論ができていれば、僕はとっても良かったなというふうに思います。 

委員会を開いてくださいという要望が、議員の中から本当はどんどんどんどんあって、そしてこの委員

会がそれこそ一月に３回も４回も５回も開かれてくる中で、こういう到達点になれば、私は極めてよかっ

たのではないかと思うのですけれども、残念ながらそうではないものですから、今の状況で言えば町長が

３月中に一定の方向を出すという状況の中で、この特別委員会を続ける。それはまた新たな形で出された

方向について特別委員会が必要であれば作る必要があるかもしれませんけれども、現段階としては３月い

っぱいに町長が一定の方向を出されるということであれば、議会側も一定の意思表示をして、やっぱり特

別委員会はこれで終わるべきだろうと。 

新たな段階で、それが必要になれば、全員の意思として必要であれば設けて、もっともっと活発な議論、

もっともっと詰めた議論がそこで新たな形でされるというのが、私は望ましいのではないかというふうに

考えています。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） いろんな意見の中で、こうやってみんなと話をしていると思うのですけれども、

多分町立病院が、今までずっと、今年始まったことではなくて何年も前から、こういった話し合いが議会

と行政の間の中でもっともっと、大渕委員も言われたとおり真剣にやられていれば一番良かったのかもし

れない。 

 でも、僕は極端な話かもしれませんけれども、今本当にそういう段階ではないのだろうなと思うのです。

だから、僕たちは３班に分かれていろいろな病院の状況だとか、そういったものを見てきたのではないか

なと。 

 それで、白老町にとって財政的な部分、町立病院の役割、そしてどうそれを判断してこれからやってい

かなければいけないのか、大きく分ければ三つくらいの流れの中で、町立病院をみていかなければならな

い。そういう時期なのだろうなと僕は思っています。 

 ですから、極端な話をすれば、財政的に本当にこれから何年かかけて町立病院を残していくのか、それ

ともある一定の方向で、例えば診療所にしても何にしても縮小する形の中で町立病院を持っていくのか、

運営主体をどうするのか。大きく三つくらいの中で結論を出していかなければならない。そういう時期に

来ているのだなと僕は思っています。 

 だから、そういういろんな意見が出ていて、やっぱり特別委員会も今回を最後に、方向性は示していか

なくてはいけないのではないかなと、そういうふうに僕は思っています。 
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○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私からいいでしょうかね。皆さん各個人が思いを今出されていますけれど

も、委員会でまとめるとしたらそれだけでまとまらないと思います。議員同士がその意見に対してどう考

えるかというのを詰めないと、これはまとまっていかないですから。20 人の意見そのまま報告書に出すわ

けにはいかないですから、それをぜひやっていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 委員長一任ということにはちょっとならないと思うのです。13 番、斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） なんとか特別委員会だからまとめをしたいという気持ちはわかるのですよね。結

論を出してまとめということになるので、その結論って一体なんなのだと、これ、これから先々本当に住

民の健康・安全のために、責任を持った方向付けをしなければならないときに、これは多数決で意見が多

かったから「こっちにしよう。あっちにしよう。」というそういうものではないことは確かですよね。あ

くまでも本当にどれが住民の幸せになるものかということを、本当に詰めて自分で納得した上でなければ、

これは言えないことだと思うのですね。だとすれば、やっぱりまだまだ論議は必要だ。今ここでもう意見

は、みんなそれぞれいろいろ述べているわけで、いろんな意見があることも分かるわけですよね。だけど

も、そんな中でもうちょっと煮詰めていってどの意見が一番町民のためになるかというところを、もう少

しもむところがなければならない。だからそれはこの特別委員会全員なのか、あるいは常任委員会に任せ

るのか、それを継続してもかまわないと思うのですよ。  

 今特別委員会があったから、結論をきちんと出さなければみっともないという話しではないはずですよ

ね。ここまで一所懸命やって一定のところまで来た。だからそれを受けて引き続きもう１回常任委員会で

検討してその後をついで見るということを考えていくほうが賢明ではないか。 

 今ここで安易にまとめをしようという、バラバラな意見をまとめようということのほうが無理じゃない

かという気はするのですけれどもね。私はそう思います。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 局長、今のことに対して特別委員会の役割と閉めるときの閉めかたのことについ

て、皆さんに説明したほうが良いのではないでしょうか。今のような形で継続できるのかどうかという意

味です。 

今の意見のように、特別委員会で結論を出さないで常任委員会に引き継ぐことができますかということ

なのです。ですからそういうことができるならできるということでいいですけれども、できないのであれ

ばできないような方法で考えなければだめでしょ。そういい意味で特別委員会の閉め方、そこ。 

○委員長（吉田和子君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、決めると一言もいっていませんから、運営の調査を検討する

という委員会ですから、調査してきた項目を報告して閉めるということは可能であるかなと僕は思います。 

 ただ、ひとつの含みとしてはそういうこともありましたので、できれば合議体ですので、修練してそっ

ちのほう、何点出てくるか分かりませんけれど、並論でもいいです。附帯意見でもいいです。まとめたほ

うが、よりベターかなと思うだけでありまして、それは構わないと思います。 

 次の常任委員会が、独立していますので、それをとろうと思うことは別に問題はないかなと。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今局長言われましたように、そういう手続きも取れるということであります。と

なれば、一つはこの特別委員会を、例えば閉めるとしたならば、まとめをどうするかということが今議論

になっているわけですよ。 
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ですから、例えば財政的な考慮をする必要がある。それから公立病院の果たす役割。これは継続すべき

であるってこと。また町民の意見はどうやって聞くかは別にしまして、町民の意見をどこかで反映する必

要があるとか、そういう意見実際に出ていますので、そういうことを並列的に記していく以外、23 日に閉

めるということですからあと何回も特別委員会を開くということにはならないのですよ。残念ですけれど

も、本当はこの前にもっともっとこういう議論がされればよかったのですけれども、期限が 23 日という

ことですから延ばすということなら別ですけれども、そうでなければ一定のそういう並列的なまとめでも、

そういうことを十分考慮して町側は方向を出していただきたいというような結論の出し方しか、まとめの

仕方しかないのではないかと。当然それはどう考慮されたかということ、あとから議会でそれぞれの議員

が、また担当常任委員会が、それは町に正すことはいくらでもできるというふうになります。 

 もうひとつは、私が閉じるといっているのは、活発な議論がされるという特別委員会であれば、どんど

んどんどんしたほうがいいのですけれども、今の状況で言えば一般質問でも、なかなかそれができないと

いうことになると、今意思表示の場が極めて狭くなっているのです。 

 ですから、そういうことも十分考慮したほうが良いのでないかということで、私は 23 日というか今会

期で閉めるべきだという発言をしたのですけれども、そこら辺があるものですからそういう意見を述べた

のですけれども、結論が、町の方向が出るということであれば、それはやっぱり１回閉めるべきだろうと

いうことであります。 

○委員長（吉田和子君） あと、どうでしょうか皆さんのご意見。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） 今の意見が出ている中では、特別委員会としての役割がある程度終わったであ

ろうということだと思うのですね。その中で、ただ報告ということになりましても、23 日までには報告し

なければなりませんので、それまでには、「こういうことはこうあるべきだ」という意見が、皆さんそれ

ぞれ出ています。それを、こちらのほうでまとめきれるかどうか分かりませんけれども、まとめをさせて

いただいて報告をするという形になると思うのですが、それを受けて、その後町長の意思決定の報告があ

ったときに、それをどう進めていくかということは、特別委員会はその時点で解散になりますので、常任

委員会として必要となったときには、常任委員会で所管事務調査として設けるということになるのですが、

ただ 23 日までにそれをやらなきゃならないのですね。 

 １回やめたら６月までできないのですよね。所管事務調査をやるためには通常議会ではないですから、

定例会で所管事務調査を申し入れなければならないので、６月ということになってしまうのですよね。１

回特別委員会をこれで解散するということになれば、常任委員会としては、また検討することにはなる。

それは特別委員会は関わることにはなりませんので、これを受けてまた常任委員会で定例会中に所管とし

て申し入れるということにはなると思うのですが、それをやるかやらないかは常任委員会の意見となると

思うのですが。 

 今意見を大体伺っていて、特別委員会のやるべきことは大体終わったのだろうということだと思うので

すが、議員としてやることは終わっていることではないです。調査特別委員会としてやるべきことは終わ

ったのではないかということだと思うのですが。14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） まだ時間ありますから、特別委員会に対しどうするかという意見だとか、その前

のまとめの意見含めて、もっと意見があれば、議論をしていただいたほうが私は良いと思います。今のま

まで終わっちゃうと消化不良をおこしますので、あとで「ああやればよかった。こうやればよかった。」

というのはだめですから、ここで何も残らないまで議論をして、残すべきという意見が多ければ特別委員
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会残せるわけですから、残せないわけではないのですよね。 

ですから、それはうんと議論をしてもらってまとめの部分も、こういう意見は違うということをどんど

ん言っていただいたほうが良いと思うのですけれども。それをしないとあとで、またあの時こうだったと

か、特別委員会を解散しちゃったらできませんので、きちんと言うことを言っていただくというふうにし

ていただいたほうが良いと思います。 

○委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 病院も、今まで約 36 年間やってきたよと。10 年間は黒字だったけれど 26 年間

は赤字が続いてきたと。これもうはっきりしているようね。なおかつそれをみんなが分かっていながら、

300 万円かけて視察に行ってきたよと。視察した結果、この前私も言ったけれど、あえて何回も言うのだ

けれど、例えば、九州の私の見てきたところでは、大分だけれども、若い先生が率先して 24 時間体制で

小児科を守ろうと。こういう意気込みなのだよね。なおかつ給料が平均1,500 万円くらいだと。北海道で

は比べる３割ほど違うと。そういうことももちろんある。 

 今、白老の財政的に置かれている立場というか、180 以上の市町村のある中で、後ろから５番目くらい

の位置にいるのだよね。夕張に本当に近いのですよ。限りなく近いのだわ。そのことをはっきり言うべき

だったのかもしれないのだけれど、そのことを踏まえれば、結論がおのずから出てくると思うのだよ。だ

から僕は結論を出さしたいと思っているのですよ。 

 さっき、大渕委員が並列して結論を出すといっていましたけれど、このことを踏まえているから僕は言

っているのであって、例えば、自分の家庭で冷蔵庫、テレビ、重要なものがあったと。これが壊れたと、

お金があれば新品を買うよね。だけどお金がなければどこかから工面してでもいただくか、中古を買うか、

本当に安いものを工面して自分が生活するのですよ。そういう生活に今慣れていない人たちばかりだと思

うけれど。あるいは、会社がこのまま借金を続けていたらもしかしたら来年破綻するかもしれないといっ

たら、職員にやめていただくか、儲からないところを削るしかないのですよ。そうなければ主役が成り立

っていかないのですよ。その辺はどう考えているかということなのですよね。 

 町民もそれがわかっていて、町民の意見を聞くのならいい。だけど議会人だけ財政的なことを分かって

いて、それで町民に聞いても、町民は言いたいことを当然言うよ。わからない人は当然言いたいことを言

うのですよ。だからその辺をどう考えるかということだと思うのですよ。何回も言うように、破綻してか

らでは遅いのだよ。破綻する前に考えて主役の町をどうするかなんですよ。柱が倒れて枝だけあるわけが

ないのだから。実もならない。もちろん種だってならないのだから、落ちて芽も出てこないのだよ。その

ことをどう思っているかだと僕は思うのだ。こんなことをやっていて、収入源が、港がなんぼか収入にな

っているくらいで、企業誘致もできない。この企業誘致と港が収入源になるのです。それが港も遅れるよ

うな状況で新聞に出てしまって、そんな状況になったら収入源がないのだから、赤字のところばかりやっ

ていたら間違いなく破綻するのだよ。それははっきりしているのだよ。破綻したって夕張みたいに国でや

ってくれるかもしれないよ。だけどそれが良いかどうかなんだ。そういうふうに考えたら、僕は今回議会

として結論を出すべきだと根本的に思っている。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 議員同士の議論どんどん良いと思うのです。今そういう意見が出ましたけれど

も、それはということもやっていいのではないかと思うのですがどうでしょうか。やっぱり残すべきだと

いう考えの人もいるわけですから、それはこうではないかということで、そういう議論はもっともっとす

るべきではないかと思うのですが。14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私は今までずっと財政問題、議会で取り組んでまいりましたし、質問もしてまい
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りました。当然今厳しい状況だということは、今、玉井委員が指摘されたとおりで、非常に厳しい状況だ

ということは事実です。ただ、今の状況というのは町が本当につぶれるのかどうかということではないと

私は思っております。病院を残すかどうかということと、この問題は赤字だから病院をやめるのか、そし

たら他の赤字、工業団地 14 億円です。じゃあ港は利益が出ているといいましたけれども、投下資本に対

する港の利益がどれだけあるか言える方がいらっしゃいますか。今真水で２億円ですよ。毎年出ている、

町が出しているお金は２億円です。ですから、将来どういう展望がもてるのかということはまた別だと思

います。しかし、現在の状況でみれば、なぜこういう財政になったかというのは病院だけではないはずで

す。病院だけでなったということではないと思います。  

ですから、そういうときに１点集中で、それだけで病院がだめだから、赤字だからつぶしてしまうよと

いう考えが、果たしてそれで成り立つかどうか。もちろん交付税で１億４千万円入っていて、町長も言わ

れているように２億円くらいは許容限度かなということもおっしゃっていますし、１億４千万円の赤字だ

ったら、これは交付税でみられるわけですから。そういうことに対してどれだけ接近できるか。同時に公

立病院という機能を残しながら、その範囲で病院は運営できるのかどうかということが、私は議論される

べきだと思うのですよ。それが、もうちょっと縮小なのか、民間委託なのか、診療所なのか分かりません。 

実際夕張でも、長隆という最も厳しい方が入って出した中間報告よりも、もっともっと厳しい結論で今

やっているのですよ。今はそれがいいのかどうかという議論になっているのですよ。 

 逆に言うと、今の玉井委員のことに、そうだということになるかもしれませんけれども、夕張は30％く

らいの方が市立病院へ行っているのですね。50％くらいだったのはどんどんどんどん減って、30％くらい

なった。うちは今国保の13％ですよ。ですから、そういう市民や町民の意識、それを変えるためには、ま

た財政的なことを全部わかってくれとは言いませんけれども、町民にきちんと我々が言っていかなければ

だめですよ。分からないのだから議会で結論を出すというのは、私は違うと思う。どれだけ町民に理解を

していただくかという姿勢がこの 20 人の議員にあるかどうかということです。もちろん町側のそうです

けれども。 

 ですから、そういう視点で、私は財政が赤字だか、また町がつぶれそうだから病院は全部やめるべきだ

というのは、僕は短絡的な意見だと。これは間違ってはいないかもしれませんけれども、考え方としては

まだまだ範囲がある話しではないかというふうに私は思っています。 

 別に玉井委員と議論しようとかそういうことではなくて、議論をうんと戦わせるというところが今一番

大切なところだろうと思っていますので、敢えて玉井委員に反論になったかどうか分かりませんけれども

意見を言わせていただきました。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 例えば、患者さんが 13％前後だと。比率が少ないからこれはもう止むを得ない。

やめたほうが良いという考えにはならないと。13％ということは、やはりその診療所を頼ってそれだけの

人がかけている筋なのです。我々はそのようなところに焦点を当てなければいけないと思うのです。比率

が少ないから削るとか、こういうような考えはいけないと。私はそういうふうな意味で、例えば今ここで

診療所を廃止するとか何とかという見解については、やはりまだその結論を出すには早すぎると思うので

す。なぜならば、例えばいろんな観点でこの病院の赤字をどのようにして解消するかということに対して

は、まだまだ努力が足りないと思うのです。 

 そのような考えからすると、私は町も、病院も、我々も何をやっているのだと。ともかくそのような批

評が町民から出てくるだろうと私は思うのです。ですから13％という数字だけの問題ではなくて、あるい
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は財政が今非常に破綻に近いという段階でなくて、よりそれに対抗するだけの改善策をどの程度見出すか

というところに対する見解が白老町はまだ不足していると。私はそう思うのです。 

 ですから、ともかくそういうふうな意味で、今までやってきたことは、お互いに全般に甘さがあるので

はないかと。これをもう少し現実論で論判するならば、まだまだ手を打つことはたくさんあると思うので

す。そういうふうな観点からすると、今玉井委員がおっしゃいましたけれども、やはり結論を出すべきだ

ということに対して私は、今時期尚早だと。まだそれに対応するだけの論議は絶対に必要だと思うのです。 

ですから、そういうふうな意味で、極端な結論については私は賛成できないと思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 16 番、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私は、大渕委員さんの意見について背景的なものは全くそのとおりだと思うので

す。しかし、今ここで議論をしていることは、どういうことかといったら病院の問題について議論をして

いるわけですよね。だから、これは当然的を絞って話をしていかないと、そういう背景的なものを前面に

出して話しても話しにならないと思うのですよ。だからこの辺のところもう少し的を絞るような考え方で

意見を出すと。そしてまとめていくと。そういうことでなければいかないと思うのですけれども。 

○委員長（吉田和子君） １番、小西委員。 

○委員（小西秀延君） 私の個人的な意見から言わさせていただきますと、公立病院の役割は最低限残し

ていくべきだと個人的には考えております。その観点に立って、私は財政面もやはり考えていくべきでは

ないかと、というふうに思っております。 

 町立病院が町立病院だけで、業をなしていけるのかというと私はそうではないと思いますので、いろん

な環境を考えた上で、じゃあ町立病院は町立病院の役割をというものをどういうふうに残していくべきか

とうのを相対的に結論を出していくべきだと考えていますので、町としてその役割を示していくというと

きに、議員全員が同じ意見にまとまれば、私は結論を出していくべきだと思いますが、それが詳細におい

てもまとまっていかないのでれば、ある程度大枠に今回は委員会としてまとめておくべきではないかと。  

個人的な考えを言いますとなくしたほうがいいという方もいれば、現状のとおりやっていったほうがい

いという方もいれば、これはまとまっていくのが私は難しいと思うのです。それであれば、皆さんが考え

る将来像として、納得できる範囲を想定した上で、現在のところのまとめとしておくべきではないかと。

まとめというよりは中間報告という形になるかもしれませんが、大枠でやっておくべきかなと、いうふう

に個人的には思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕はやっぱり町立病院を、いろんな背景は背景として考えて良いと思うのです。

町立病院に対して将来の展望が見えないというか、そこが僕は本当に熱く語れない何か、例えば港にして

も工業団地にしても、多分いろんなひとつのまちづくりの中の公共のいろんなものというのは、例えば夢

を持って語りながら町民に話をしていったり、いろんなことができるのではないかと思うのですが。 

こんなことをいったら本当に極端な話しになっちゃうのかもしれないけれど、今の町立病院の形、あり

方を町民と一緒に夢を持って語っていけるのかということに言及しちゃうと、なかなか話ができないとい

うか、話をしてもやっぱり財政的なものだとか、５年後 10 年後の白老町、どう考えるのかっていうふう

に考えると、なかなか難しいような気がしてならないのですよ。だから僕は先ほどから言っている玉井委

員の、そういった話は本当に胸に来る思いで聞いているのです。 

だから、例えば今大渕委員も夕張の市立病院の話しもしていました。市立病院にしてもやっぱりそこの

中にいるスタッフがすごく熱意を持って、その声が聞こえてくるという、そういうところで今いろんな意
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見が出ているのでしょうね、きっと。町立病院の場合も、例えば中にいる人たちの意見というか思いが、

もっともっと伝わってこないと、多分いけないのではないかなと僕は思うのです。だから、もしできるの

であれば、そういった意見、自分たちはこうするのだという意見がもっともっと聞こえてこなければいけ

ないのかと僕は思ったりもするけれども、そういった話し合いの場がもし必要だとすれば、また意見を聞

く場所が必要であるとすれば、それはそれとして考えなければいけないのかもしれない。 

ただ、いずれにしても今の、今までいろんな話を聞いてきた中で、またいろんな視察をしてきた中で、

白老町の町立病院を見たときに、将来の展望は見えないという、明るい兆しが見えないというか。本当に

これからどういう方向に向かっていこうとしているのか分からないというような、そういうふうに僕が考

えてしまうからいけないのかもしれないけれど、ぼくはやっぱり財政という考え方からみたら、本当に５

年後、10 年後は大丈夫なのかって思いで考えていかなければいけないのかな。そういうふうに思っていま

す。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 前回、私の考え方を述べさせていただきましたので、同じことは申し上げるつも

りはないのですけれども、前回町長のお話された中で、行政が議会に対していろいろと協議･審議をして

いただく機会をあまり作られてこなかったことについて、行政として反省をしているというお話がござい

ました。正に、そのとおりだと思うのですよ。一言で言うと今までこういう状況になるまで行政はほった

らかしにしておいた。あるいは、病院の運営等に関する審議会という名のもとに、なかなか議会では質問

も積極的に出てこない環境にもあり、審議のいろいろな形で審議されなかった。そういう経過があると思

うのですね。 

 今、氏家委員がおっしゃっていましたけれども、やはり財政なくして考えられないと思うのです。財政

がこういう状況だから、今回こういうような全員で特別調査委員会を開催し、また視察にも行って、みん

なで言及したわけでございますので、やはり財政運営に影響の及ぼさない中での町民の安全･安心を守る

最低限度の役割、これを町長のほうからお示しいただいて、その上でこの特別委員会を継続するのもひと

つですし、民生常任委員会で慎重に審議されるのもひとつだと思います。財政なくしては、考えられない

というふうに私は考えております。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 皆さんのお話を聞いていますと、全く今までのままで良いという考えの方はきっ

といないと思います。ただ、残すと言うのをどういうふうに残すかという問題だと思うのです。それは、

いろんな残し方があるのでしょうから、それはそういうようないろんな残し方として、選択の余地は残し

ておいていいと思いますし、まとめ方も先ほど大渕委員がおっしゃったように、やめる、やめないとか、

こうして残さなければだめだというそういう限定したまとめ方ではなくて、皆さんが今言ったようにこの

ままでは残せないという思い、これはひとつ皆さん同じだと思うのですが、そういうことですとか、やは

り先ほど言ったように財政的なことも考えて、今まで公立病院として担ってきた部分を、どういう残し方

にしても、やめるにしても、民間に全部お願いする部分もあるかもしれないし、指定管理者制度を使うか

もしれませんけれども、そういうときにもやはり、今まで担ってきたものを極力残してもらうような、そ

ういうことをまとめに書くとか、そういうまとめ方ってあると思いますので、そういうまとめ方ででも一

度まとめて、委員会として１回ここで終わるということが、私は必要だと思うのですが。 

○委員長（吉田和子君） ８番、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） いろいろ意見が出ているわけですけれども、私はやはり公立病院は必要であると
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いう気はします。ただ、現在国保の利用者が大体 13％ということであるならば、その13％前後の患者が、

町民がいるわけですから、それに見合った規模の病院でいいのではないかというふうに思います。 

 また、白老町内には民間の病院が何軒もあって、それは病院に行くのではなくて先生についている患者

で、それをこちらのほうへ、町立のほうへくるというのはなかなか難しいし、また、最新の設備を整えた

病院が、近隣の市町村にあるわけですから、そこに行って、それに増して患者が白老のほうへ来るという

ことには、とても考えられなということからすれば、規模にみ合った病院を残していいのではないかと。

そういう気がします。以上です。 

○委員長（吉田和子君） あと他どうでしょうか。こちらのほうでまとめたいと思いますので、一たん休

憩をしたいと思います。 

 

休   憩 （午後 ５時０７分） 

 

再   開 （午後 ５時１６分） 

 

○委員長（吉田和子君） 再開いたします。休憩時間のほうが盛り上がっているところもあるのですが。 

 今議論をして、ひとつのまとめ的なものをということなのですが、なかなか今の状態では、私としては

どういうふうに報告していいのかちょっと混乱しております。 

 そういうことで、ただ、今日議論しておきたいことは皆さん大体の意見を伺っていると、特別委員会の

果たす役割は終わったのではないかということなのですが、そういうことでは、特別委員会の時間のない

中で申し訳ないのですが、５時半になると大体傍聴者の方もいらっしゃると思いますので、食事もしなけ

ればなりませんので、半までには大体終わらなければならないのですが、今いろんな議論がなされて、ま

だまだ私は議論すべきところはあったのだろうなと思いながら聞いていたのですが、そういうことを含め

て今回のこの特別委員会は終了するという形に。終了という形になるとまとめをしなければならないので

す。まとめるための意見交換というのはまだしなければならないのかなということになるのですが。 

 先ほどからいろんな議論が出ておりますけれども、財政的な問題も含めて、これ私の個人的な意見なの

ですが、財政的な問題も含めて、もちろんあるかないかということではなくて、私たち視察に行ってきた

ものは、赤字の病院がどういった方針を立てて、その要因はなんなのか。そして町民のためにはどうある

べきなのかということを考えながら病院改革をしていったという、その手法を見てきたわけですよね。そ

ういったことがもっともっとこの議論の中に、出されてきていいのではないかと思うのですね。指定管理

者にしてもどういうふうになったのかという、先ほど国公立の病院を残す。じゃ、残さないために職員を

どうするのかという意見もあると思うのですが、そういったことも方向を変えることで、大きく病院が変

わって黒字になったというところがあるわけですよね。そういった部分では、痛みを誰が受けるのかとい

うことももちろんなってくると思うのですが、そういったことを含めて議論していかなくてはいけないの

ではないかと思うのですね。 

 赤字だからやめてしまうのであれば、視察も何もいらなかったと私は思うのです。学んできたことはそ

ういうことだと思うのです。赤字になった原因がなんだったのか、そこは全部議論を聞いてきたはずです。

だからどういう方法をとるのかということの議論を聞いてきたと思うのです。 

そういうことでは誰が痛みを受けたのかって言うことも勉強してきていると思うのです。そして、その

痛みを受けたことを、解消していく中で病院が赤字が黒字になったということも、学んできていると思う
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のですね。そういった意味で町には意見を言っていけるのではないかと思ったのです。 

 そういうことも含めて、まとめということになると、一応、先ほどから大体の意見が特別委員会の方向

性はいいのではないかということだったのですが、そうなるとまとめをしなければ、どっちにしてもなら

ないのですね。 

 そういうことで、13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今ここではっきり言えることは、これ以上の赤字を垂れ流していくわけには行か

ないのだと。財政的になんとしても建て直さなければならないのだと。それができるかどうか分からない。 

 町長が判断をしようと思っているのに、どこまでならこの持ち出しが許されて、どこまで削れるものな

のかということに苦慮しているのだろうと思うのですよね。ただ、町長の判断というのは財政問題だけで

はなくて、本当にあらゆる方面から考えて、これが赤字でもどこまでやっていけるかということの判断だ

ろうと。 

 それから、どのような病院を、どういうふうに作っていったら、それがいくらかでも減らすことができ

るか。その中に先ほどの話があった内部的な努力もどこまで進んでいるのか。この努力も切り捨てなけれ

ばならないのか。努力によって変わっていける状況にあるのか。そういうことを私たちあまりよく分から

ないのですよね。例えば、はっきり見えるのは、２月から一般病床を２階におろして、そして診療報酬を

今までよりも、かなり上げることができるという方向や、そういう手も打ってきた。それから健診の場所

も変えて、たくさんの人が健診をできるようにしてきたというのもあるし、それから看護師をどうするか

というような問題も、多分さんざんやってきているのだろう。それらについて一つ一つ、それがどこまで

効果的になっているのかということも、細かい数字になれば私たち分からないところもたくさんあるわけ

でしょ。そういうような改革の方向、さっき吉田委員が言った部分というのは、改善の方向を見定めなが

ら、これは最終判断をしなければならないとなれば、今私が言ってきたようなことも全部含めたうえで、

結論というのは考えなければならないことなのだろうなと。 

 そうすると、この特別委員会の役割は終えたのではなくて、はっきり言えば何も終わっていないのです

よ。ただ、期限はこの本会議までという期限をつけたから、なんとかそこまで結論は出さなければならな

いという、我々も宿題を背負ったのだけれども、今そこまで、この期間の中で見えなかったということに

なれば、やっぱりどこかへ引き継いでいくしかないわけですよね。 

 そうすると、今ここでまとめるとすれば、どうしてもまとめなければならないとすれば、先ほどから話

の出ている、なんとかその努力をすべきだ。なんとか役割を残すべきだ。そういうような方法でまとめ上

げるしかない。ただ、そこの中に残された課題というのかな、こういうことはきちんと見定めなければな

らないということがあるのであれば、そのことも提供しながら、まとめて終わりにして、所管の常任委員

会のほうへ任せると。そういうようなかたちを採るしかないのではないかと。 

 今ここで、責任ある答えは、まとめはできないと。こういうことになるのではないかとは私も思ってい

ます。 

○委員長（吉田和子君） 今ずっと、意見を伺っていく中で、継続すべきという意見はほとんどなかった

ととらえています。それでまとめに関しても、そのことを踏まえて、小委員長と副委員長と、まとめと、

意見を踏まえてこちら側で、一応結論を出すことを含めて、１回検討させていただけますか。 

 そのことで、こういうふうにすることにしましたということで報告させていただきたいというふうに思

うのですが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（吉田和子君） そういうことで、今後の方向性を小委員会の委員長･副委員長、それから特別

委員会の委員長･副委員長で、皆さんの意見を踏まえてしっかり議論して、今後の方向はどうするのかと

いうことも含めて、相談をして方向性を決めたいと思いますので、そういうことで一任していただきたい

と思います。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） そういうことで、よろしくお願いいたします。本日はこれをもって調査特別委

員会を終了したいと思います。どうもご苦労様でした。  

 

（閉会 午後 ５時２６分） 


