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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 
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○ 開会の宣告 

○委員長（吉田和子君） 大変お疲れのところ引き続き、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きます。 

                                           

○委員長（吉田和子君） 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」と呼ぶ者あり］ 

○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。本日は皆様のお手元に、この間いろいろな意見が出ましたけれども、

ある程度そのものを集約いたしました。事務局長の方から今、渡されたと思いますので読み上げて

いただいて、このことをもうちょっと絞ってある程度の方向性を、委員会としてはこういうことも、

こういうことも、こういうことも方法があるのではないかということではなくて、特別委員会とし

て皆さんが勉強したことを十分に議論をしていただいて、そして、委員会としてまとめたものを報

告したいというふうに考えております。その上で十分議論をなされないと、後からまた町側からも

示されると思いますけれども、実は議会側はこう言ったけど私はこうだったということのないよう

に合議制のものですので、委員会としてそのようなまとめの報告をしたいというふうに考えており

ますので、一応、出た意見を集約して提出いたしますので、これに基づいてまた皆さんでいろいろ

な議論をしていただきたいというふうに思っております。局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは私の方からちょっと説明させてもらいたいと思います。３

月５日の特別委員会で各委員の皆様から出された意見をある程度集約させていただきました。漏れ

があったら、後でまた出していただきたいと思います。 

 まず一つですが、決を採ったわけではございませんが、おおむね大方の方が基本的な事項として

は一つ確認できたのではないかということがございます。まず、一番上ですね。読み上げます。「現

在の危機的な白老町の財政状況を考慮する時、毎年継続している一般会計からの多額の繰出金によ

る医業収支の不足額の補填は大変厳しい環境にある。白老町立病院を現状のままで運営し、財政支

援することは大変難しいであろう。」という意見が大多数の意見だったのではないかと思っておりま

す。 

 それと次に、どういうような方向性を出すべきかということでは大きく分けて３つぐらいだった

のかなと思いまして、３つに一応集約させていただきました。まず、一つの意見としては、「公的病

院としての役割は果した。白老町が破綻して、病院は残らない。ですから、病院は廃止の方向で検

討すべきだ。」という考え方が一つの意見だったかなと思います。もう一つは、「国保の被保険者の

13％が現状では利用してございます。病院改革の努力がまだまだ不十分だと、規模を縮小しても公

立で残すべきではないか。」という意見が一つの意見としてあったかなと思います。もう一つの意見

は、「公立病院が果す役割を確保しつつも、一般会計から財政支援を最小限に抑えつつ、公設又は民

設・指定管理者・規模縮小などの多様なまだいろいろな選択肢があるだろうというそういう中で検
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討すべき。」という意見が一つの意見だったかなと思っております。一応、事務局で委員長と相談さ

せてもらいまして少しまとめさせていただきました。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 今、事務局長の方から一応まとめとしてこういうふうにださせていただ

きましたけれども、ここのところがちょっと落ちていないかというところがありましたら、まず、

それを受けたいと思いますが。どうでしょうか。皆さんからの意見を言った中で、この部分はもう

ちょっとプラスしてほしいとか、ここはちょっと欠けているのではないかとかそういったものがあ

りましたら言っていただきたいと思いますが。13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今、この文章を見せていただきましてね、「財政支援することは困難である。」

と書いて、そして、1 番の「だから、病院は廃止の方向で考える。」とこういうことになるわけです

ね。支援することは困難であるから病院はもうできませんよというものの考え方は今の状況から言

ったらね、確かにそう考えられる部分はあるわけですよね。欠損金が13 億、不良債務で４億 5,000

万、そして、持ち出しが２億 8,000 万、合わせたら20 億ぐらいになりますよね。これではどうにも

ならないのだというのはわかるのですよ。だから、駄目なのだと言ってしまえば、それでそうなの

だけども、住民の立場から見た場合にやはり何らかの形で残してもらえないか、命に関わるもので

いろいろな事業よりも一番大事にしなければならない部分が、金が無いからやめるよというのだっ

たら、じゃあ何のための政治なのだということになってしまいますよね。苦しいけれども何とか残

しながら頑張ろうではないかというのがね、議会の立場から言ったら、金が苦しいからやめました

ということでいいのかどうなのか。そこで何とか生き残る方法がないかと考えるのが議会ではない

かなという感じがするのですよ。それが住民のための利益に繋がるものの考え方ではないかなとい

う気がするのですよ。だから、これを表にバンと出してしまえば、そうか、無くしてもいいのかと

いうことになったら論理というものがおかしくなってしまうのではないかという気がするのですよ。

そういう意味から言うとね、いっぺんに全部言うわけにはいかないけども、何とか残る方向がない

かということになれば２番目、３番目の形になっていくわけですよ。その中で生き延びる道を考え

てほしいと、これが議会の立場なのだと言ったらね、やはり最後のまとまって行く時にそれがそう

いう方向で考えて、結果としてどうしても潰すしかないのだと、民間にも移行できないし、維持で

きないとすれば結果として潰れていくのはあるわけですよね。その一番最後の結果を一番先に我々

が打ち出すということはおかしいのではないかと私はそう思うのですよ。やはり生き延びるために

どのような努力が必要で今まだ不十分だと言っていることもね、本当にそこを何とかクリアできる

方法がないかと。13％しか利用者がないと言っても、確かに13％なのだけども、それは住民が悪い

のかと。住民が悪いから13％しかないのかと、そういう問題だって起きるわけでしょう。やはり様々

な要因が重なって13％になっているはずですよね。その 13％を何とかする努力というのはあったの

かと問われた時にね、やはり何とかまだ工夫できる余地があるのではないかと。いや、わからない

よ。財政的にクリアできるかどうかはわからないよ。わからないけれども、何とか残してほしいと

いう住民のそういう期待に応えるのが議会の仕事ではないかなとそう考えるわけですけども。その

辺りちょっと考えなければならないのではないかなという気はするのですがね。 

○委員長（吉田和子君） 「財政支援することは困難である」というところだけ取り上げるとそう
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なのですが、その前に「白老町立病院を現状のままで運営するためには、町としての財政を考えた

時には」。これはだいたい皆さんの集約的な意見なのですけど、「じゃあ、このまま支援して行ける

のか」という意見が大半だったと思うのです。だから、そのために何か方法を考えなければいけな

いのではないかということで、基本になる部分は私はここだったというふうに思うのです。このま

まずっと、これから病院は今のままではいけないですよね。５年後かそれぐらいになったら建て替

えなければならないというそういう財政的なものもあって。両方合わせて今後ずっと支援して行け

るのかということがありますよね。そういうことが出ましたよね。そういうことを含めて、その下

の方に繋がっていくということなのです。決して、こういう結論でボンと言うということではない

です。 

○事務局長（上坊寺博之君） 考え方としてはね、一番上の答えが結論ではないのですよ。大多数

は皆さんこういう考え方で一致しているのですよね。それが下の１番であったり、２番であったり、

３番であったりという意見をたぶん出されていたのですよね。そういうふうに考えてもらった方が

いいのかなと。だから、これがあって１番に繋がるとかということではなくて、こういうような思

いがあって、それぞれ１番、２番、３番が出されていたのではないかと。大前提を思っていない方

もいらっしゃったかもしれませんけど、全体としてはそういうふうに受け止められたものですから

委員長同士話して、ここは共通項でいいですねという話を今日載せさせてもらっただけですから。

あくまでも、そこを１番に繋げるとかそう考えない方がよろしいかなと思います。 

○委員長（吉田和子君） どうでしょうね、他の方。今、これは共通の意見としては違うのではな

いかということなのですが他の方はどうでしょう。そういう議論をどんどんしてもらいたいと思う

のです。18 番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） この病院の問題は赤字が出てからの歴史的な経過というものもあるのです

よね。当初は黒字がずっと続いていたのだけれども、赤字が出てから20 年くらいになるのかな。正

確な年度はわからないけれども。その頃からですね、この問題は去年か一昨年に突然赤字になった

のではないということなのですよ。正確には別にしても、20 年も前から赤字、赤字、赤字と。赤字

の幅が大なり小なりという経過はしながら、お互いにその間にはいろいろな歴史的にね、医者がい

なかったり何したり、それから、評判の悪い医者がいたり、いろいろな面で信用を落としたのも事

実。そういう経過もあるのですね。それで、病院運営審議会とか、それから、議会の一般質問だと

かいろいろなところで議論もされて現在に来ているのですが。今回ここにも 13％という数字が出て

いますけどね、ずいぶん長い間15％くらいしか利用していなかったのが、それが今回になってまだ

下がってきているのですね。だ から、いろいろなことで何とか患者数を増やそうよ、ああしようよ、

こうしようよという努力してきたのもあると思うのですけれども、その努力にも関わらず16％だと

か、17％にいったことないのですよ。横ばいか、下がると。こういう状態でずっと現在まで来てい

る。なおかつ、今回になってから13％だとか12％とか下がっているのですね。そういうことから考

えるとなかなか難しい問題になったなと。公設というのはなかなかもう難しいということは皆さん

共通の認識で。しからば、民営化という話までしたのだけど、はたして民営化になったはいいがや

る人がいるのですかと。病院単独でですよ。そういう問題もあるわけなのです。だから、民営化の
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議論をする場合にはある程度根回しをして、受け入れ態勢があるということであれば踏ん切りもつ

くのだけれども、民営化にしますという方針を出してから、今度民営化の相手先を探すということ

になりますとなかなか難しいなと。おそらく、民営化するお医者さんはいないのではないかという

気が現在は私どもはしているわけ。ですから、どこかの大きな病院の分院くらいにでも考えてもら

えるのであれば、そういう道でもあるのであればね、多少の道は残るのかなという気はするのだけ

れども。その辺りの根回しというのかな、後継者を探すということが今後の問題にもなるとすれば

非常に難しい問題になるというふうに思います。必ずしも指定管理者、我々も勉強してきましたけ

ど、我々の行ったところは現在やっている院長が、その方々が私どもが指定管理者になってやりま

すよという体制できているのです。成功している例ですから、それはそれでいいのですが。今のう

ちの院長さんから病院の先生方が全部でね、私どもが今度、指定管理者をさせてもらって別法人作

ってやりますよという意思表示をしてくれるような環境にあるのかどうかね。その辺りもまだ我々

はわかりません。わからないで簡単に指定管理者でやれという結論もなかなか出づらいと。そうい

う問題も並行してね、民営化、それから、指定管理者も並行して考えて我々としては結論を出して

いかなければならないのだけども。ボツンと民営化だよ、ボツンと指定管理者だよという結論は今

の白老町の現状では難しいのではないのかなというふうに思うのですけどもね。その辺りはいかが

ですか。 

○委員長（吉田和子君） 今、皆さんの手元に病院の今までの現状、ある程度の報告の中ではただ

委員会の報告だけでポンと載せるのではなくて、今までの病院の、ただ、これは病院に全部確認し

ていませんので、数字的なことはだいたい間違いないと思いますけれども、そういった数値的なも

の、そういうものを報告をして、ちょっと説明していませんでしたけれども、特別委員会が設けら

れた道筋というか、どういうふうにしてできたのかということをちょっと述べて、それで最終的に

委員会として出した結論的なものを述べたいというふうに考えております。ただね、何もなくて、

ただ、財政的に大変だろうということではなくて、そういうものが今までの病院の歴史的なものが

あって、その上で出てきているということを報告したいというふうには考えています。18 番、加藤

委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、全議員の基本的な認識についてはどう思うのだと。それも僕なりの考

え方をお話してみたいと思うのだけども。「財政支援をすることは困難である」と簡単にこうやって

書いていますけれどもね、前の方の言葉はあるけれども。病院があることによって交付税措置とい

うものは当然されるわけですね。ですから、そういう面では程度の問題だと思うのですね、支援も

ですね。町立病院ですから、ある程度の支援というのは我々、町民としても議会議員としても覚悟

しなければならないと思うのだけども。やはり２億も３億も毎年やるということはなかなか難しい。

それと、支援しても、それがある程度どんどん減っていくような可能性があるのであれば、今は苦

しいけれども将来は明けてくるからという考え方になると思うのだけれどもね。単純に「財政支援

することは困難である」とは言うけれども、交付税措置くらいは支援しても構わない、構わないと

いうのではなくて支援できるわけですよ、そのくらいまでは。公立の場合はですね。 

○委員長（吉田和子君） 今、加藤委員言われましたけれども、ここの「財政支援することは困難
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である」というのはちょっと今きついということなのですが、白老町立病院を現状のままで運営し

ていった場合には交付税だけでは足りないですね、もちろんね。だから、今後のあり方に対して、

じゃあ、こうするべきなのではないかというふうなものに。だいたい基本的なものは今、この間や

った時にはだいたい認識としてはそういうものがあったのです。それで、こういうふうに載せさせ

ていただいたわけです。19 番、根本委員。 

○委員（根本道明君） 確かに大勢の意見はこのとおりでしたよね。だけれどもね、この間ある議

員の中で歴史的なことを話していた部分がありましたよね。つまり、38 年前病院ができた時の時代

背景と、今の地域医療における環境、こういうものにスポットライトを当てることもやはり必要な

のかというふうに考えるのですよね。 

 それと僕、今、考えるのですけど、今の町立病院というのが中途半端という言い方をしたらちょ

っと失礼なのですけれども、例えばいろいろな機械の面でもね、町民に対する、町民から見た場合

に今の病院で安心なのかなという部分。そっちの方が財政面だけではなく、安心な医療を提供して

やるのが行政だと思うのですよね。そのために、それじゃあ今の病院がそれを担うだけの力がある

のかなと考えた時にちょっと不安だよと。それであるならば、医療のことですから、もっと安心し

た医療が受けられるそういうふうなシステムづくりを作ってやる。できないのだったらできないで、

もっと本当に中途半端ではなく診療所だったら診療所にしてしまうというふうな、今の医療の全体

を含めた中で考えるそういうふうな方向性を見てまとめるのも一つの方法だと思うのです。ただ、

斎藤委員がおっしゃるように、財政だけで切ってしまっていいのかというふうなこともね、斎藤委

員の言うこともやはり大事だと思うから。以上です。 

○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） 先ほど局長から説明があったとおりですね、認識包含というのはだい

たいこのとおりだと思うのです。あとはやっぱり文面的な作り方だとは思うのですが。ただ、この

３つの意見だけで集約してしまうというのが、これからのまとめの最大のポイントだとは思うので

すよ。僕は確かに公立病院としての役割を果したよと。だから、白老町が破綻して病院は残らない、

病院は廃止すべきだという意見、これも意見としてはいいけれども、これは特別委員会の意見とし

てはちょっと乱暴すぎるなと思うのですよ。なぜこうなるのかということをもうちょっとまとめの

中で各委員同士でね、僕はぶつけた方がいいなと思うのです。ただ、この意見をもし全体の意見と

してまとめるのであれば、僕はですね、やっぱり公立病院としての役割は果している状態だという

認識もあるよと。近隣の医療の供給状態から考えればですよ。白老町が破綻してという言い方はち

ょっと乱暴だと思うのですよ、ここはね。だから、ここが基本的な認識のところに行くのだと思う

のです。財政的にやはり相当厳しいよと。この包含の中に書いてあるように、今の現状の病院運営

のままでは相当厳しいですよと。そうなれば縮小ではないわけですから、規模縮小だとか役割を果

したともう前段は打っているわけですから、だから、それによって病院のあり方についてはやはり

廃止すべきであるだとかという意見にした方がいいのかなと。白老町が破綻してというのはちょっ

と、決めつけるのは厳しいのかなと思うのですけどもね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと今、参考に。先ほど加藤委員の話もございましたので。今、
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繰出しの関係と交付税の関係を 18 年度のあれで行きます。当初で交付税歳入が 1 億 4,945 万 9,000

円、約 1 億 5,000 万ですね。これはあくまでも当初で一般会計が 1 億 1,000 万です。今、町長のお

話だともうちょっと、1 億何ぼがこれに上乗せして増えそうだということでございます。最終的に

は 4 億ちょっとになりそうだと。ですから、先ほども出ていますけど、負担という部分はあくまで

も交付税分ではなくて一般会計からの繰出しという考え方でいいのかなと思いますけど。 

○委員長（吉田和子君） はっきり２つに分けると、町の今の財政では公立病院はもう駄目だろう

という意見と、それから、公立病院というのは町民に何も責任がないのだから、それは残すべきだ

とのとある。そういう中でちょっと議論をしていただけますか。じゃあ公立病院の果す役割という

は何か。民間になったら果せないのかとか、そういった議論をされた方がいいと思うのですけどど

うでしょうか。じゃあ公立病院の果す役割は何なのだということで議論をするとかね。11 番、氏家

委員。 

○委員（氏家裕治君） 公立病院の果す役割というのは、例えば救急の医療だったり。僕たちが単

純に考えれば、そこの部分だと僕は思うのです。そうでなければ、他の各民間の病院というのは白

老町にあります。本当に救急対応ができる病院の役割というかね、それが僕は公立の役割ではない

かなと思うのです。ただ、それが逆に民間ではできないのかという話になればですね、僕は違うと

思うのです。先ほど加藤委員も一つの方向性として話をしていましたけど、近隣市の民間の病院で

例えばサテライト式に白老に分院みたいな形の中で対応ができないかと。僕はそれはそれでできる

ような気がするのです。ただ、それは僕たちが言う話ではなくて、例えばそういった方向性も考え

られないかということでもって町理事者の方々がそういった方向性の中で一つの案として考えて行

かなければいけないことだと思います。僕たちはサテライト式の形の中で町立病院を果して行けな

いかということは今までも何回か言っていることだと僕は思いますのでね。ですから、公立病院で

なければできないとかではなくて、例えば民間でもそういった救急対応をできる病院はあると思い

ますし、そういった相談に乗ってくれるというそういった一つの選択肢としてはあるのではないか

と私は思っていますから、公立病院だからできないという話ではないと思います。 

○委員長（吉田和子君） 13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今までの話の中でだいたい確認できるのはね、今までやってきた公立病院

としての役割を残すということではみんなね、それが無くてもいいのだとは誰も言っていないわけ

ですよね。今も話が出たのだけどもね、救急の問題ね。それから、終末医療なんかもそれに入るの

だろうと思うのですよね。あるいは不採算の分野、そういう部分も、これは受けなければならない

役割だったのだろうというふうに思うのですよね。それから、あとは今の時代で言えば三連携の福

祉や保健との関係の分野で力を発揮する、そういうものであってほしいというもの。そういうもの

はやはり誰も否定しないし、その役割は絶対ほしいと、どのような形になっても。それがまず一つ。 

 そして、その後にね、では、それが公立病院でなければできないのかという問題になった時に私

も違うのではないかなと。そればかりにこだわっていたのではどうにもならないということを私も

わかります。だから、どういう形に取るにしろね、やはり、そういう機能を残していくという立場

で我々はものを考えて行きたいということですね。そこまで考えておいてね、30 年かかって作って
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きた赤字をここ２、３年で返してしまおうなんて考えても無理な話は当たり前ですよね。30 年かか

ってものはやっぱり30 年かかって返さなければならないわけでしょう。やっぱりそこの中で、じゃ

あ交付税の他にいくら町から持ち出していってね、ずっと返しながら負債を消していく方法という

のが確立できるかどうかと。そういうものがはっきりした時に我々の見通しというものが出てくる

のではないかと。それが見えなかった時にはもう駄目だという結論になるわけですよね。だから、

その辺りのことをきちんと押さえないと。ただ、ここに並べて書けばいいというものではなくて、

私たちの話というのはそういう順番を追って話をしているのではないかなという気はするのですよ。

だから、そのような形で議会の意見としてやっぱり述べていくべきではないかと。 

 そこの中でもう一つは、赤字解消のためにじゃあ本当に、内部の努力というのはもうこれが最高

のところだろうと思うのですよね。そういう内部の努力というのが本当にこれからやれるのか、や

れないのかと。私たちにはわからない部分というのがいっぱいあるのでね。医者の給与の問題だと

か、看護師の質の問題だとか、それから、病院の老朽化でどうやって建て直して、じゃあそれに代

わる安いものがあるのかというね、そこの部分まで行くと私たちにはわからない部分がたくさんあ

るのだけども。そういう部分がある程度見えて、こんなふうに努力をして行きますよというのだっ

たらね、赤字も抱えているけれども頑張ろうかという気になるはずですよね。そういうものが何も

ないから、いいか悪いか、白か黒かという論議になってしまうとやっぱり危険だなという気がする

のですよ。その辺りははっきりさせろと言ってもはっきりはできないことなのだけどね。だけども、

やっぱりそういうことは議会のものの考え方としてはそういう順序ではないのかなという気はして

いるのですけどね。違うだろうかな。 

○委員長（吉田和子君） 19 番、根本委員。 

○委員（根本道明君） 今の斎藤委員の意見はね、確かに議会としてはそういうふうな方向性で出

すというのはわかるのです。しかし、それは10 年前も同じようなことが言われていたのです。それ

から 10 年経って、まだこれだけのものがこれだけに膨らんだのです。さあ、今それじゃあ、ここで

そういうふうな方向性を出せるかと言ったら、また、それじゃあ30 年後になったらどうなるのか言

ったらまだまだ大きくなるから今ここでやりましょうというふうなことなのですよね。それでない

と、いつまでたったって結論出ないと思うのですよ。僕は、この方向性はこの方向性でみんなの意

見だから、これはこれでいいと思うのです。ただ、この意見に対して、さあ、どういうふうなこと

を付け加えたらいいのかなというのが今日もう一度話される部分ではないかなと。 

○委員長（吉田和子君） 18 番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 繰出金というのはね、これはいろいろ種類とあると思うのだけど。少なけ

れば一番いいのですが。出すにしても、例えば港の方に出すとか、工業団地に出すとか、それから、

港湾の土地の方に繰出金を出すと。それはある程度何年かはかかるけれども、いろいろな形で戻っ

てくるという可能性を秘めているわけですね、まだ。いろいろなことで。５年で来るか、10 年で来

るかは別問題として、いつかは戻ってくるのだ。ところが、この病院の繰出しというものは戻って

来ないのですよ。投げっぱなしになってしまう金なものだから、できるだけ無い方がいいわけです、

こういうものはね。乱暴な意見だけれどもね、その通りなのだよ。全然戻って来ない金なのだもの。
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だから、これは少ない方がいいし、無い方がいいことはわかっているから。だから、同じ繰出金で

も別な方と病院のものは違うということを十分理解しなければ、つぎ込んで行けるだけの白老町の

財政力がずっと続けて行けるのであれば構いません。だけれども、それが段々、段々ジリ貧になっ

てね、あの時にこうやれば良かったなというようなことにならないうちに考えなければならない、

今そういう時期ではないかなという気はするのですけれどもね。 

○委員長（吉田和子君） 17 番、及川委員。 

○委員（及川保君） 実は私も何回か意見を述べさせていただいていますけども、今、加藤委員が

言われたようにですね、これから、今日から改革をどうするとかこうするとかという話にはもう私

はならないと思うのです。これはもう今、言われたようにそうしなければいけない。いけないと言

われながら、今日まで実は来てしまったのですよね。そういう意味では非常に、これからどうのこ

うのすると、お医者さんの給料を半分にするとか、看護師さんをどうするとかどうのこうのという

話ではもうすでにそういう時期ではないなという考え方ですね、私は。 

 もう一つは、今、加藤委員が言われたね、赤字だからやめるのだよと、これではちょっとやっぱ

り私は違うなと、それは。これは例えば町が耐えうる状況であれば赤字でもやらなければならない

ものはやらなければ。町民の生命をつかさどるところなのだから、病院は。これは工業団地とかそ

ういうところとは違うのですよ。だから、それを文言にしてしまったら、それは最悪だと私は思い

ます。だから、その辺のことも十分考慮しながら病院については、前段で言われているね、非常に

厳しい今の状況の中では病院経営というのは、今の時点は非常に厳しいともう。それで、使命は終

わったのではなくて、使命はここまで果して来たのだけれども、こういう状況の中では非常に病院

経営は難しいなという判断にならざるをえないのかなと。ただ、しかし、13％という方々が非常に

町立病院を頼りにしている方々が多いのですよ、実は。私も何人か知っているのですけどもね。そ

ういう部分があるものだから、この部分の状況を何とか町がきちんと対応できるようなことができ

ればいいかなという思いでは実はいるのです。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 赤字を歴史的にずっと繋いできたというね。では、今まで何をやっていた

のだという町政の責任の問題になってくるわけですよね。確かにいろいろな条件はあったけれども、

どれだけの努力をしたか私にはちょっとわからないけども、それを言っても仕方ないから。そこに

つぎ込んだ金というのは戻って来ない金だということはわかるのですよ。だけども、病院の大切さ

から言えば、交付税プラスある一定の金を病院につぎ込んで住民の命を守ることに対してはね、住

民というのはそんなに怒らないだろうと。命を守る最大のもののところに金をかけるのだから、こ

れはそんなに大問題にはならない。では、どこまで出せるのかと。全部出すわけにはいかないわけ

で。今までどおり出すわけにはいかないのでね。それをどこまで縮小できて、どこまで町が頑張っ

てやれるかというそこの問題になってしまうわけでしょう。それをどうやったらできるかと金を出

して頼んでやったのが吉岡シミュレーションではないのですか。そうすると、シミュレーションを

あれだけ何型、何型と出してもらって、そのうちのどれが採用できるのか。どこまでだったら町と

して考えるのか。それだったら、何とかやって行ける方向を探し出そうとしたのがあの仕事ではな
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かったのかい。今これで、もうやっぱり、この金額ではどうにも返しようがないからもう駄目だと

言ったらね、あれを全部ぶん投げることになるわけだよね。あれは一つの努力すべきものがないか

どうかということで出してもらったわけでしょう。あれは全然採用できませんでしたというのだっ

たら、何のためだったのかという問題になるような気がするのですね。だから、同じ結果になるけ

ども、やっぱりその中で金を出しながらでも何とか引っ張りながら頑張る方法というのはどこかに

ないのかと。それを探るのが議会の仕事ではないのかと私は言いたいのです。 

○委員長（吉田和子君） １番、小西委員。 

○委員（小西秀延君） 私はですね、吉岡さんに頼んだあの資料の中から方向性を必ず見つけ出さ

なければならないというふうには私は考えていません。資料の一つであるというのは、私は尊重し

ますけども方向性を全てそこに任せなければならないという形で頼んだわけでもないですし、他に

探る道というのはたくさんあると思います。町民のことを考えるのが、安心・安全を考え、そして、

財政を考え、近隣の医療関係を考え、全てを鑑みて今後を決定して行くのが今、考えられる全ての

ベストではないかなというふうに私は思っていますので、あそこに固執する必要はないと思います

し、もし、ここで今３つのパターンが出されていますが、私の案は個人的に言うと３番に近いので

すが、絞り込めるのであれば一つの案にみんなでまとまって行けるような形でここで議論すべきだ

と思います。これが私の意見です。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 平成 12 年だったと思うのですが、病院の運営審議会で町長に答申しました。

それは民営化も含めてですね、やっぱり改革すべきだという。あの当時にとっては非常に大胆な、

あまり病院のことには触れてほしくないという考え方の中でですね、委員さんとしては大英断と言

うのですか、決断で民営化も含めて考えるべきだという大胆な答申を出したのですよ。それに基づ

いて、その当時の町長さんは民営化も含めて検討したのだと思います。たまたま町長がその時に代

わりまして今の町長にあるのですが。僕はその当時たまたま事務長で携わっていたのですが、そこ

にいた委員さんのあの決断は非常に重いものだと今でも思っているのです。あの当時よくああいう

決断をされた答申を出したなというような気持ちでずっと今もそういうふうに思っていますので、

やっぱり今の流れの中では、また、あの当時の決断が議会でもようやくそういう決断を出せるのか

なというような気持ちで非常に感慨としては深いのですが。やっぱり僕も小西委員と同じように、

これは３つの意見ではなくて１つに絞り込むべきだと思いますし、僕の意見としてはどっちかと言

えば３番に近い、そういうふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 簡単に申し上げますけども、私も結論から申し上げると３番でございます。

そして、先ほど氏家委員から述べられた内容のことが全く私も思っていることが同じでございます

ので、氏家委員の意見に同感でございます。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） いろいろと案がありますけれども、私はやはり２番と３番の折中案がどう

かなという気がいたします。例えば、患者さんの一つのニーズが13％あるということは見逃せない
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事実でございます。しかしながら、現実的にこれを経営するということは今後の役所の経済情勢か

らすると非常に難しいということも事実でございます。そういうふうな内容からして、経営体系に

ついてはやはり３番だし、やはり２番の最終的に公立でということはなかなか難しいような気がし

ますので、最終的には３番の案が正しいのかなという気がいたします。ただ、私、いつも引っ掛か

るのですが、この段階で病院側の一つの見解を何も参酌しないでこのまま結論を出していいのかな

と。それがちょっと引っ掛かるのでございます。やはり経営する主体というのは病院でございまし

て、我々がどう言いましても最終的には現状の病院の資源という先生始め、看護師さん始め、いろ

いろとあると思うのでございますけれども、その方々が中心にやって行かなければいけないと。例

えば、全員が変わって新規に全くゼロからスタートするという場合は違うと思うのですが、やはり

今の先生方、それから、看護師さん方を中心にして物事を捉えて行かなければいけないというよう

な気がいたします。そういうふうな段階でどの結論を選んでも、やはり、病院の一つの資源をどの

ように捉えるのか。これが今の段階では協議台に乗っていないのですけれども、これをどのように

捉えたらいいのかですね。これが私の一つの疑問点なのでございます。そういうふうな意味で縛る

とすると、２番と３番の折中案で、２番の公立では駄目だと。やはり、これからの運営については

民設か、指定管理か、規模縮小かという観念からすると３番に近い意見かなという気がいたします。

そういうふうな意味で政策的にこれから病院側との見解を詰めるという話であればいいのですが、

この結論を出すにあたっては、どうしてもその部局の考えが一つ見えてこないというところにいつ

も疑問を持っているわけでございまして。それだけでございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 16 番、谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 私も今の吉田正利委員に全く同感なのですよ。ですから、今言った３番の項

目に２番の考え方を入れて行くというそういうような考えなのですけども。それにはですね、ここ

に書いてある「病院の改革の努力がまだまだ不十分であり」とありますよね。この辺、内部努力と

いうのはものすごく必要ではないかと思うのですよ。ですから、その辺のところを入れて規模を縮

小するという、これももちろん賛成です。それで３番目に書いてある「一般会計から財政支援を最

小限に抑えつつ」と、これは当然のことなのですが、ここの「最小限」というところにですね、許

容範囲というような感じで財政支援が、いや、本当は全くゼロの方がいいのですが、ある程度の許

容範囲が必要かなというそういう感じで私は考えておりますので、そういうことです。 

○委員長（吉田和子君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今の吉田正利委員と谷内委員とのお話なのですが、この２番の結論は最終

的に公立で残すべきであるというのが最終結論なのでね、２番と３番を融合すると言っても僕は違

うと、難しいと思うのですよ。この辺をどう捉えていらっしゃるのか、逆にちょっとお聞きしたい

なと思います。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） そうだと思うのです。私が今、ここで捉えたのは、公立で残すということ

は非常に難しいだろうと。それを外して２番と３番を合わせたものでございます。 

○委員長（吉田和子君） 病院難民をつくらないという、それは議会の町民の代表としては当然の
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ことだと思うのですね。13％であろうと町民ですから。そういった方々が困らない方法を取るとい

うことは、それは付帯意見として付けるべきだというふうに私も思っていますけれども。その辺で

また。14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 一つは、これはどうしてもこの１、２、３から選ばなくてはいけないとい

うことではないのだと僕は思うのですよ。そのための議会ですから、議会が合意をするということ

ですから主体の意見がこうであって、付帯意見がこうだというものがあってね、僕は当たり前だと

思うのですよ。そうでないと意見言えなくなってしまいますよね。そうではないと思うのです。た

だ、議会の総意はこういう意見だと。しかし、それに対して、こういう意見も、こういう意見もあ

るよというふうにしないと僕はやっぱりまずいと思うのです。できれば、それは１本になれば、み

んなが合意すればいいのですよ、それは。だけど、私は一つはそういうところがあると思っていま

すから、そういうふうに考えた方がいいのではないか。もちろん絞れるものは絞った方がいいです。

それはもう特別委員会作っているわけですから、一番いいのは結論が出れば一番いいのですからね。

だけど、そうではない場合もありうると。特にこういう問題はありえますのでね。そこはそういう

ふうに理解した方がいいと思う。 

 それともう一つ、病院の考え方の話が出ましたけど。私はもう一つは我々自身が町民の意見をど

れだけ反映させるかという、この辺りがね。今の段階でどうのこうのすれなんて言いません。ただ、

町民の意思がどこで反映されるのか。これは前回も私、申しました。もちろん、これに対しては反

論もございましたので私の言っていることが全部正しいなんて全然思っていません。ただ、やっぱ

り町民の意見がどこかで反映される場がほしいなという気がすごくするということは事実なのです

よ。そこが一つあるということです。 

 それから、もう一つ。「公立病院が果す役割」という部分なのですけどね。ここはやっぱり、かな

り、ここで議論をした方がいいのではないかなと僕は思っているのですよ。もし、３番目が主体的

な意見にまとまっていくとしたらですよ。これは、あの時言ったとか言わないとかって必ずなりま

すので。ですから、どなたかが今までちょっと言った話を言いますと、一つは救急医療の継続とい

うことを言われましたよね。それから、たぶん一般病床を持つという意味だと思うのです。今、一

般病床は白老では町立病院しかございませんので、一般病床を持てる公立病院の果す役割というの

はそこに一つあるだろうなと思うのですよ。それから、三連携の推進。これはなかなか大変かもし

れないけど、やっぱり三連携の推進の主体になるかどうかはわからないけれども、こういうことが

あるだろうという意見がございました。三連携に入るかもしれないけど、やっぱり不採算部門で一

番問題になるのは救急と予防医療の普及啓発なのですね。これはやっぱり民間病院はなかなかでき

なくて、公立病院しかできない部分だろうと思うのです。あとはやっぱり介護だとか在宅介護への

支援。これはたぶん利益が出る部分も今、訪問リハビリ含めてありますからやるかもしれませんけ

ども、このような部分。あと、これは副委員長が言っていたことと一致するかもしれないけど、地

域包括医療の推進をどうやって中心になってやっていただくかというようなことですね。訪問介護

はたぶん連携して病院でやると思うのですけど。訪問介護というような辺りが今、皆さん方から出

た意見と私も後ろの方２つ、３つプラスさせてもらったのですけど、そういうことが公立病院が今
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まで果してきた役割ではないのかなというふうに整理ができるのです。ですから、こういうところ

でもし、あれば出した方がいいのかなとかちょっと思っておりますけれども。 

○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） 当然、今、大渕委員が言った中身というのはやっぱり我々、視察を含

めてずっと特別委員会の中で調査・研究した中身ではっきり見えてきたことでありますから、やは

り、それはうちの町にとってはどんな形であろうと必要であるという認識はほとんどの議員は持っ

ていると思うのです。ですから、公立病院が果す役割を先ほどのように一つひとつ明示させて。た

だ、そのことについて、それを担保しつつね、いろいろな背景、僕、１回目の時に人・物・金と言

ったのですけど、人はやっぱりスタッフ含めた医者ですよ、病院職員ですよ。物というのは建物で

すよ。そして、金はやっぱり財政問題のことなのですよね。これがやっぱり網羅された中身の意見

の書き方というのかな、ちょっと抽象的で悪いのですけれども。だけど、今、大渕委員が言ったよ

うに公立病院の果す役割という部分はきちんと文面化して、意見報告の中にこういう形をやっぱり

担保すべきだと明示した方がいいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ３つにこだわる必要はないと、僕もそういうふうに思っている一人ですけ

ども、考え方はこの３番目になってくるわけです、段々ね。今、大渕委員も言われたし、公立病院

の果す役割を例えば民間に求めた時に、じゃあ民間はどうなのかと。建物も結局公設で建てるのか、

民設で建てるのかといろいろな問題がこれから出てくると思うのです。ただ、これは方向性が決ま

らないと何とも結論が出る話ではないですよね。例えば民間にお願いして、民間の方でもっていい

ですよと、白老町にうちの分院として、そういった形の中で経営させてもらいます。ただ、そうな

った場合もですね、公立の役割をそこにやってもらわなければいけないということになれば、ただ

でやってもらうとかってそんなむしのいい話はたぶん町としてはできないはずです。僕はそういう

ふうに思っていますよ。例えば民間にやってもらうにしても、じゃあお願いしますねと頭下げて終

わるような話ではないと僕は思っていますから。やっぱり、その辺についてのしっかりした考え方

も。例えば、じゃあ年間にどのぐらいかかるのか。5,000 万なのか、１億なのか、それはわかりま

せん。その不採算部門、それから、三連携、それから、救急、いろいろなものに関してうちとして

はここまでの対応をさせてもらいますと。建物はうちでやらせてもらいますと。その代わり、そこ

までの負担お願いできますかというような話はね、それは僕たちがここで話をするような問題では

なくて、町理事者と相手方との話し合いになってくる。だから、僕は３番の、例えばこれが公設な

のか、民設なのか、指定管理者なのか、規模縮小するのかという形の中でやっぱり進めて行くべき

話しだと思うし、その中で公立病院の果す役割をそこに求めていくということは僕は当然のことだ

と思います。その代わり、求めた以上は必要なものはしっかり出して行かなければならないという

ことも当然頭に入れた中でこの話は進めて行かなければいけないと思っていますし、先ほど吉田正

利委員が言っていたこと、僕はそのとおりだと思うのですよ。病院経営の中で何の意見も出てこな

い、何の意見も出てこないと言ったらちょっと失礼かもしれない。そこの意見を聞かないで僕たち

が勝手にいろいろなことを進めて行くことがどうなのかと、これがやっぱり僕が一番疑問に思うこ
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とです。だから、今まで僕たちがずっと視察してきたり、今までの流れの中で勉強してきた結果と

言ったら変ですけども、考えはこの３番目に僕は集約されてくるのではないかなと思っています。

ただ、先ほどの吉田正利委員の言うとおり現場の声というかね、そこを本当にやっぱりもう少し、

もう一回どこかで聞くべき話ではないのかなと思ったりもしていますので、その辺は考えておくべ

きではないかなと思います。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） もう一つの考え方としてはですね、もし、財政的に町が困っていないとし

てもですね、こんなに赤字が出てくる企業をそのままにしておいていいかという話ですよね。です

から、赤字の話ばかりが出ますけれども、やっぱり企業として採算が取れない企業であればですね、

やっぱりそれをどうするのかというのは財政が赤字でなくても出てくる話ですよね。そして、何で

こういうふうになってくるかと言うと、僕もやっていたのですが、やっぱり国の医療の改正だとか

そういうものがですね、やっぱり今の規模の病院で採算を取ってやって行くような仕組みで段々な

くなってきたからですよ。だから、こういう赤字も発生するわけですよ。だから、やっぱり、ただ

赤字だからやるのではなくて、今の病院の規模で経営して行くということは今の医療界の情勢を見

た中では非常に難しいという部分も入れていかないと、ただ、町が赤字だからやめるという話だけ

ではないなとそういうふうに思いますので、それを一つの意見として。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そこでね。今、鈴木委員が言われたとおりだと思うのですよ。ただ、だか

ら、公立病院には交付税という措置があるのだと私は思います。それにプラス、どれだけの町民の

医療を守る不採算、要するに儲けるところは民間がやっているわけですから、儲けないところだけ

やるわけですから赤字になるのは当たり前なのですよ。まして、今、言われたように医療改革にな

るわけですからね。当たり前なのですよ。だから、国は補償していると。ヨーロッパ行けば病院は

全部公立病院で、民間病院というのは診療だけだというのはそういうことなのですよね。ですから、

その許容範囲がどこにあるかというふうになってくるのだと思うのです。交付税でみている分とい

うのはあるわけですから、現実的に。ですから、そこの中で黒字にするというのはほとんど不可能

です。 

 もう一つはね、やっぱり内部努力がどこまでされたかという問題ですよ。僕はやっぱり、これは

指摘しなくてはいけない中身だとはっきり思っています。もちろん仕組み・システム、今、言われ

たように仕組み・システムでできないことがありますよね。例えば、地方公務員法の関係等々あり

ます。しかし、それを乗り越えてやったところもあることもまた我々の視察の中で事実なのですよ。

なぜ、それができなかったかと。これだってね、私は非常に問題があると思いますよ。だって、黒

字のところがあるのだもの。じゃあ、なぜ、白老町立病院だけが、准看護師さんだけが多いから赤

字なのかいと言ったら、僕はそうではないと思うのですよ。だから、根本・本質に迫るということ

になれば、そういうぎろんになってくるのです。ただ、今の段階でそのことをやってもしょうがな

いからね、そうなってしまうのだけど。私は、どなたかが言いましたけど、それは交付税でみてい

るわけですから、交付税プラスアルファぐらい出さないと公立病院をやってくれなんて言えっこな
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いという話ですからね。ですから、そういう中で内部努力が限界だという判断になるのだろうかね。

ちょっとわからないです、そこは。 

○委員長（吉田和子君） ただ、一般的に言われているのは人件費が収入の 50％近くになったとい

うのは絶対に赤字になるという、そういうものもあるのです。白老は47.5％くらいかな。もっと行

くのかな。この間の春、視察行った時の報告ではだいたい47.5％ぐらいだという話は聞いたのです

けど。そういう数値的なものもきちんと述べながら、やっぱりやって行くべきなのだろうというふ

うに思うのですね。だからって公の病院は、さっき、おっしゃったように行政側からそれを変えま

しょうということにはならないわけですよね。守られている立場ですから。中からそれが出てきた

かと言ったら、今までずっと10 何年赤字とか何とかと言われても何も変わらないで来たというもの

は厳しく言えばあるのですよね。それは、その人たちはそういう立場ですから、もちろん、それを

主張してもいいと思うのですけど。そういった部分も私たちはいろいろなことを全部総合的にやっ

ぱり見なければいけないのかなというふうには思うのですね。今現在はお医者さんが全部きちんと、

前はお医者さんがいないとか、欠けたとかということでかなり赤字が多くなった時もあるのですけ

ど、この数年はきちんと落ち着いていますよね、お医者さんの数は。それでいて、町民のかかる数

があまり増えてこないということが何なのかということも。だから、それだけ収入が増えないし、

さっき言ったように医療制度が変わってきているということも大きく影響しているのかなというふ

うに思うのですが。他にどうでしょうか。５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） ここの資料を見ると40 年が経過していると、病院設立してからね。私が聞

いているところでは10 年間は黒字だったと。逆に言うと 30 年間赤字ですよと。なぜ、10 年間黒字

だったかという根源はね、病院はできたばかりで新しくて、それから、職員も若くて給料も安かっ

たと。だから、黒字だったのだと僕は推察しています。それですぐ 10 年経ったら、30 年前からず

っと赤字が続いたと。私が37 歳の時に青年会議所にいた時ですけども、いみじくも亡くなった川田

清さんが青年会議所のメンバーに向かってね、「お前たち、何とかこれ考えろよ。」というふうに言

われた。唐突としてね。だけど、どうしようもない、私たちはね。その時は。その時から懸念はあ

ったのですよ。白泉閣も含めて何とか考えろという話があって、どうすればいいものかなというも

のはずっと頭にあって、今も同じ。僕は議員になってすぐ病院の質問をしました。収入が足りない

のだから赤字なのだと。これは根本ですよね。今から13 年前だけども。収入を増やすためには患者

を増やさなければ駄目なのだと。これはずっと言ってきた、３年ぐらい連続。事務長にも食ってか

かって。そうしたら、毎年予算が出てくると人数が減るのだね、なぜか。増えないのだよ。収入源

になる患者の数が増えない、全然増えない。むしろ減っていく。１人とか２人とか３人とか減らし

てくるのですよ。それなら、いつまでたったってプラスになるわけないでしょうと何回もけんかす

るごとく言ったのですよね。それで今日まできているのです。 

 それから、もう一つ。昔の話ばかりして悪いけども。先ほど鈴木委員が言ったように議会で決め

たのですよ、民設・民営。一度決めました。民設・民営と決めたことがあったのですよ。それをそ

の当時の理事者が無視したと言えば無視されたのだよね。 

○委員長（吉田和子君） 答申で出たということではないですか。 
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○委員（玉井昭一君） 答申ですか。僕は賛成して決めたのだと思い込んでいるのだけども、間違

いだったら申し訳ない。 

 その時は寿幸園と病院を一緒に民設・民営するのなら受けるというのが３社ほどあったのだよ。

それも事実なのだ。今は寿幸園ができて、病院だけになった。僕ね、ある医者に聞いたことあるの

ですよ。病院だけ民設するなら受けられないと。これは今。近々ですよ。はっきり言われた、院長

さん、２人ね。なぜかは、僕は病院の経営はわからないから聞いたまま言うのだけど、それじゃあ

できないよと。今ここにね、例えば３番目に公設または民設、指定管理はわかるけども、こういう

ふうに書いているこれが可能性があるか、ないかは僕は問題だから今、話をしているのだけど。こ

れがあれば、それに越したことはない。指定管理者だっていれば、それに越したことはないし、民

設・民営してくれる人がいるのなら大いにやっていただきたいと思う。だけど、この可能性がある

か、ないかなのだよね。その辺を僕は言いたくて今、話していたのだけどね。そういうことがあっ

て、今、大渕委員が言われたように内部努力をしているのか、していないかということにも繋がる。 

 それから、今、赤字である部分は全て給料だよという話も私は聞いているのですよ。ということ

は、その給料をどうするかではないと。もし、このまま続けるとしたらだよ。だから、僕も公設と

いうのはありえないと思うし。ただ、医療の分野だって、大渕委員が言われたように、これだけ全

部やってだよ、それでやれるのならそれに越したことはない、もちろん。白老ももちろん安泰でず

っと行くのであればね。しかし、それも難しいだろうと思う。そのようなことで民設するというこ

と、指定管理するということも大変だと私は思うのですよ。だから、その辺もよくね、財政的にも

考えた中でこのまま行けるのならいいと思うけども、そういう観点から無理ではないかと僕は思っ

ているわけです。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ８番、近藤委員。 

○委員（近藤守君） 私はね、いずれにしましても３番が有力なのでけども。要するに患者が13％

ということでございますので、そういうことはやっぱり町民が今の現状で言えば13％しか行かない

と。これが新しくなって全部刷新されれば増えるかもわからないけどね。現状はあくまでも 13％。

ということは、その13％の身の丈にあった病院でね、あと、３番の中身でやればいいのかなという

ふうに思います。以上です。 

○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） 近藤委員の言い方をセコンドすることになるかどうかはわからないの

だけども。これは国保被保険者の13％ですから。変な話ですけど、共済保健、社会保険の方も町民

のパーセンテージとしては何ぼか上乗せになっているということですから、100 人のうち 13 人しか

行っていないという判断ではないよということですよ。 

○委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） すみません、私ちょっと２、３聞きたいのですけども。よくわからないの

で教えていただければと思うのですけど。３番目の「公立病院が果す役割」というのですけども、

どのような役割を皆さんおっしゃっているのか、私よくわからない。 

○委員長（吉田和子君） さっきからずっと出ていますけど。 
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○委員（西田祐子君） そうなのですけども、たくさん出すぎていて。それを全部役割というふう

に考えるということですか、この３番目のところ。 

 それと「一般会計から財政支援を最小限に抑えつつ」と、金額はいくらぐらいと皆さんおっしゃ

っているのかが全然わからないのと。 

 それから「選択肢を検討する」とおっしゃった場合、もし、残った場合ですね。つまり、議会と

してはこういうふうに採択した時に、議員はここの病院をやっぱり利用するということを基本に考

えて発言しなければいけないのかしらと。その辺はどうなのでしょう。その辺が全然わからなくて

聞いたのですけど。 

○委員長（吉田和子君） 公立病院については大渕委員がかなり詳しく言いましたので、たくさん

言ったのでわからないというのはそういうことではないかと思うのですが、お答えいただけますか、

もう一度。 

○委員（西田祐子君） いや、わかりました。だから、たくさん言ったから、それを全部と言って

いるのですか。それとも、そこの中の１つか、２つを選ぶのですかということを聞いているのです。 

○委員長（吉田和子君） それが全部かと今、聞いていますから。たくさん言ったけど全部入れな

ければ駄目なのかということも含めていますので。 

○委員（大渕紀夫君） 救急医療の継続。一般病床を持つ。三連携の推進体制の保障。予防医療の

普及・啓蒙活動。介護・在宅介護への対応。地域包括医療の推進。これはいいかもしれないけど、

訪問介護体制の強化。私が述べたのは以上です。 

○委員長（吉田和子君） この中で種々選択されることも、もしかしたらあるかもしれないですけ

ど。 

 あと、議員は町立病院に行かなければならないのかと言っていましたよね。それはこの議論とは

ちょっと。それはやっぱり個々の判断ではないでしょうか。決めたから、私たち全員が、じゃあ議

員さんみんな病院に通ってくださいねということの強制力は何もないと思いますけど。自分の病状

によって、風邪みたいだから町立で行こうとかね、ちょっと変だから大きい病院に行こうとかとい

うのは個人の判断で行くのではないかと思うのですか。特別委員会で出した結論だから、議員さん

全部町立病院ですよというような強制力は何もないと思いますけど。そういう判断でいいですか。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 文章はこれからまとめていくと思うのですが、私が３番に近いと言った部

分でちょっとお話をさせていただきたいのですが。やっぱり、この文章の中で公設という部分が僕

はいらないのではないかというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） 民設・民営・指定管理・規模縮小ということかな。公設を入れないで規

模縮小を持ってくるといいのかな。民営の規模縮小もありますよね。 

○副委員長（熊谷雅史君） 鈴木委員の意見ですけれども、公立、現存しているわけですから今。

これも選択肢の一つですから、僕はこれを抜いちゃうと言うと、議会は公設を認めないという、逆

説で判断されることがあるのかなと思うので、「公設又は」と書いていますから、僕は別にこれを割

愛する必要はないのではないかなと思いますけども。 
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○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） それはもう、そのとおりです。だって、規模縮小というのは今の町立病院

の規模縮小だって考えられるわけでしょ。そういうことを意識しているのだと思いますから、規模

縮小をした場合は公設ですから、公設を全体否定するなんていうことには私は全くならないと思い

ますよ。 

○委員（鈴木宏征君） だから、それは意見ですから。私の意見ですから、いいのではないですか。 

○委員長（吉田和子君） 鈴木委員は公設はいらないと思っているのですね。 

○委員（大渕紀夫君） 討論ですから、こういう形で本当は議論をして、今の僕のことに対して、

鈴木委員が何かあれば、どんどんすると。そういうことを議会でやらなければ駄目だということな

のですよ。 

○委員（鈴木宏征君） 規模縮小という部分が、もし、公設という部分で引っ掛かるのであれば、

これもいらないのではないかと僕は思います。だから、民設か、指定管理者でいいのではないかと

思うのですが。 

○委員長（吉田和子君） それは鈴木委員の意見ですよね。公設はいらないのではないかという。

民設と指定管理と。 

○委員（鈴木宏征君） もう公設ではやっていけないというような判断で、民設・指定管理者。 

○委員長（吉田和子君） 13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今、あらゆる判断が出ていない中で公設は絶対に駄目と、もう一切そのこ

とは駄目よと、どうして決めてかからなければならないか。あらゆる方法を考えるのであれば、そ

の道も残してね、それが生きて行けるかどうかと考えなければならないわけでしょう。言葉がある

から駄目では、駄目だと思うのですよ。町長だって、その辺りで一番苦労しているのではないかと

思うのだよ。できるか、できないかなんて全然わからないけどね。 

○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） 今、斎藤委員の言われたことが、僕はやっぱりそうだと思うのですよ。

議会としては、変な話ですけど、こうあるべきだという言い方をしてもいいかもしれないけど、こ

うしなさいという言い方は非常にやっぱり議会の意見としてはふさわしくないなと思うのです。で

すから、やはり今言ったように、もう公設ではやりきれないという意見は、それは各委員の個々の

意見は尊重したいとは思いますけれども、議会の意見としてはちょっとそぐわないのかなというふ

うに思います。 

○委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 意見として言うというのはね、言っている意味はわかるのだよ。だけど、

議会としてはこうすべきだというのは言っていいと思うのだよ。これは言っていいのです。ただ、

それが命令調になってはいけないということもあるかもしれない。だけども、議会としてはこうす

べきだというのは言っていいのかなと。 

 それから、もう一つね。今、「公設」の言葉を３番のところで外すと言っているけど、そうではな

くて私はね、前段に書かれている言葉に繋がって「公設」と来ているのだよ。公立病院が果す役割
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を確保し、一般会計から財政支援を最小限に抑えつつ、公設又は民設・民営、これは民営を入れる

べきだと思うけど、「指定管理・規模縮小というふうに繋がっているわけだから、この言葉は何も悪

い言葉ではないと思うのだよね。そして、これは抜くべきではないと僕も思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） よく読んでみたらですね、公設と指定管理というのは同じなのですよね。

ですから、指定管理が入っているから公設という部分がいらないと感じたのですが、逆に公設又は

民営と入れたら、指定管理がいらないのではないかと。今、よく読んでみたら、そういうことだと

思います。私は指定管理は入れた方がいいと言った部分は、それは公設なのですよ。私が公設がい

らないと言ったのはちょっと間違っています。だから、指定管理という部分はいらないのではない

かという意見です。 

○委員長（吉田和子君） そういう議論をしていただいていいのです。だいたい出たような言葉を

ある程度まとめさせてもらいましたので、そういうものをどんどん出していただいていいと思うの

です。このとおりではないのですので。出た言葉を入れていただきましたので、この部分は必要な

いとか、それはどんどん議論してもらっていいと思うのです。２番、熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 今、玉井委員が言いました民設・民営。「公設又は民設」と書いてある

けど、民営もあるよという話がありましたよね。これもやっぱり入れておいた方がいいのではない

ですかね。ということは、指定管理で今、鈴木委員が言っていましたけど、変な話ですけども移譲

ということも考えられるわけですから。施設移譲をして、すっかりあげて、民間が民設・民営する

ということもありえるわけですから。そんなことに固執する必要はないですか。 

○委員長（吉田和子君） ちょっと局長の方から。 

○事務局長（上坊寺博之君） 言葉にとらわれなくていいと思うのです。今、指定管理がいいかと

言ったら、いいと言ってもらって。私が書いたのはね、本当は前段書かなくてもいいのですよ。多

様な選択肢をしなさいということを書きたかっただけなのですよ。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 皆さんの認識にあるようにね、やっぱり交付税の 1 億 4,000 万はすごく大

きいのですよ。これを考えないであらゆる手立てはないでしょう、きっと。やめるという場合は別

だけど。それ以外の場合はないと思うからね。それは今、局長が言われたように多様な選択肢とい

うことで、私はここにはこだわる必要がないような気がしますけどね。 

○委員長（吉田和子君） 13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） みんなの話を聞きながらね、段々煮詰まってきているのかなと思うのです

けども。そうやって考えて行くと、だいたい３番の文章の中に多様な選択肢の中で検討しながら行

くのだということだと思うのですよ。そのうちの中で、今、話の中で大事にしなければならなかっ

たのはね、長期的な見通しをやっぱりそういうものが必要ではないかと、そういう見通しがどう立

つのかということだとかね、それから、内部の努力、これを明らかにしながら判断すべきだとか、

そういうようなことを付帯条件みたいにして、やはり付ける必要があるのかなというふうに思うの

ですが。そうだとすれば、３番でだいたいまとめていいのかなと思うのですが。 
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○委員長（吉田和子君） 一番上の文章の「基本的な認識」ありますよね。ここの中で、このまま

で運営していくことは困難だということは入れていいのではないかと。財政支援を抜かしてもいい

のかなと。 

○委員（斎藤征信君） 「現状のままで」だね。 

○委員長（吉田和子君） 「現状のままで運営していくことは困難であると判断した」というふう

に入れた方がいいと思います。 

○委員（玉井昭一君） そうですね。 

○委員長（吉田和子君） 「財政支援する」と入れてしまったらね、ちょっとこの、すごくなるの

で、「このままで運営することは困難であるというふうに判断をした」と。そういうことで３番に繋

げながら、それでいて、13％の町民を守る公立病院の果すべき役割をきちんと持っていただきたい

ということで最善の方法を、そして、多様な選択肢の中で一定の運営方針を示して行きたいと。 

 今、「基本的な認識」の中で、この文章ももう一回見直して、これが必要であれば入れて。先ほど

言いましたように、調査に基づく意見というのを一番あとから行きました。これは今までの概要と

して載せたいと思っています。この後に特別委員会が設置された状況を述べて、最後に基本的な認

識でこういう状態だからこういうふうにすべきだと。ただ、皆さんの意見の中から付帯意見として、

公設病院のあり様、町民をいかに守るかということをきちんと入れるということと、あと何か、こ

れは絶対に入れておくべきだという、先ほど鈴木委員が言われた医療制度の改革によるものも影響

もあるということも、もし、入れられれば。それは当然、赤字になっている理由としてあるわけで

すから。そういうこともちょっと入れたいなというふうには思うのですが。その他に何か、これは

絶対に入れるべきではないかというものはどうでしょう。 

○委員（斎藤征信君） 今、言った中に役割分担、さっき話をした。それも入っていてですか。具

体的にこれらは役割として・・・。 

○委員長（吉田和子君） 公立病院の役割は入れます。先ほど大渕委員が全部言いましたよね。こ

れも今後の医療制度、それから、福祉の部分、三連携で白老町が目指すものはこれですから、これ

は絶対に無くしてほしくないと。それで、さっき氏家委員とかから出ました、そのために町が負担

しなければならないものは負担すべきだというようなこともちょっと入れてもいいのかなというふ

うにはちょっと思うのですが。どこがやるようになってもね。そして、出る交付税は大事にしたい

というものがあると思うのです。それを無くしてまで病院を変えていく必要はないというような形

もあると思いますので、そういったことも含めて。 

 どうでしょうか、皆さん。言い残していませんか。報告を出してから、いや、そうではなかった

ということのないように。交付税を書くのは公設になってしまうので、それはちょっと省きます。

一応、今、出た意見を局長と相談して、小委員長と副委員長と相談をして、まとめて月曜日に配布

できたらと思っています。その中で、もう一回こうやって開くべきなのか。それとも、それを見て、

それでＯＫということになりましたら、皆さんの了解のもとで出したということになりますので。

変なふうに取らないでほしいのですが、町長が今度、結論を出した時にまた皆さんいろいろな質問

をしたりすると思うのですけど、実は議会でこうやったのだけど私はこういう意見だったというこ



 - 21 - 

とだけはないようにしていただきたいというふうに思います。それだけはよろしくお願いしたいと

思います。そういうことで大変お疲れのところご苦労様でした。一応まとめてさせていただいたも

のを見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

                                           

○ 閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君） 以上を持ちまして、特別委員会を終了いたします。 

 

（閉会 午後 ３時５０分） 

 


