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○ 開会の宣告 

○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。 

                                           

○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。今日は午前中、予算説明でお疲れのところ、午後から特別委員会と

いうことで急きょ設置をいたしました。前回も一度、町理事者との懇談ということでこの場を設け

ましたけれども、町長が上京をしておりまして欠席ということでちょっと成り立たない部分もあり

ましたので、私たち特別委員会として議員全員でいろいろなところに視察にも行きました。そして、

全議員による報告会もいたしました。そういう中で町長は３月に結論を出されるということになっ

ておりますけれども、私たち議員としての意見を言う場、自分たちが視察してきたことを踏まえな

がら町立病院に対してのいろいろな意見等を町理事者に聞いていただくと。答弁できることは答弁

していただくこともあると思うのですが、そういった意味で今回またもう一度設けましたので、そ

の辺を理解していただいて進めて行きたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

 町長の方から何か一言どうぞ。飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 先日は特別委員会に私が出席する予定だったのですが、国の方にすぐとい

うことで取り急ぎ上京いたしまして、大変皆さんにはご迷惑をおかけしました。 

 まず、病院の件でございますが、先に議会の方から町立病院の今後のあり方について私の方に実

はご質問がございまして、その際、私の方から平成19 年３月には今後の方針を皆様にお示しすると

いうことで私は回答したところでございます。決して言い訳ではないのですが、しかしですね、今

日まで医療制度に関わって国の方から医療報酬等も含めて抜本的な改正もありました。そのことは

事実でございます。私もそのことも踏まえながらですね、私自身、今後もある程度制度が変わると

いうことも見極めながらですね、実は調査もし、研究もしていたところでございます。今、いろい

ろな人と会ってお話をしている最中なのですが、進めているということだけはまずご理解いただき

たいと思います。これ以上、本当に申し訳ないのですが、例えばこういうことで、こういうふうに

して進めているということがわかるとですね、いろいろ今後に支障もきたしますので私の方からは

それ以上はあまり言えないということをまずご理解いただきたいと。ただ、今、私の方で基本的な

考え方を皆さんに申し上げますが、現状の医療水準をまずは最低限確保しますというのが、まず条

件でございます。 

今、進めているのはですね。そして、そういう中で繰出金、いわゆる赤字額をどれだけ抑制でき

るかということと、我々の財政改革プログラムからいった赤字額をどれだけ許容範囲内に収められ

るかというのが大きな課題なると思っておりまして進めているところでございます。ただ、一方で
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はですね、町民の町立病院の利用率も12％弱という、実はそういう現状もございます。現在ですね、

この 12％弱が本来の意味での公立病院の役割ということで議論した場合はどうなのかということ

もございます。 

さらに町全体で見ますと、今の財政事情からいってですね、ご承知の夕張市に端を発しまして、

地方財政制度再生研究会というものがあるのですが、これは宮脇先生という大学の教授なのですが、

いわゆる宮脇師範ということで今、国の方で議論している最中なのでですが、その宮脇先生の方に

も実は財政の関係について直接私どもの町でメールをやりとりもしております。ただ、今わかって

いるのは20 年度の決算を持ってですね、要するに再建団体か否かを判断するというような情報もい

ただいております。 

いずれにしても、町立病院につきましては本町の行政改革の中でも最大の懸案事項となっており

ます。私もあと任期約７ヶ月程度でございますが、その件については不退転の決意で取り組む考え

でおります。そのために４月にですね、この行革につきましては町立病院もあります、保育所も学

校もございます、かなり大胆な改革が予測されますので４月以降ですね、組織も含めた、さらに人

事も含めた、要するに必ず実行しなければならないというような組織も実は考えております。その

件についてもまだ、４月１日でございますので皆さんにはお示しすることはできないということで

ございます。 

今日はですね、まず、皆さんのご意見もお伺いしながらですね、私の今、進めている案件との整

合性も取りたいと実は私も考えておりますので。ただ、今、言えるは、ただ今、一生懸命私も進め

ております。いろいろな人とも会っておりますし、これからも会う予定となっておりますが、今日

は本当にはっきりしたことが言えなくて申し訳ないのですが、第１段階、第２段階、第３段階まで

考えております。第１段階は先ほど言ったとおりですね、現状の医療水準を確保しながら赤字額を

いかに減らすかということをまず第１段階として進めております。先ほども申し上げましたとおり、

たぶん 18 年度の町立病院の決算はですね、交付税が約１億 5,000 万入るものの、約２億円近く基準

外繰り出し、２億 8,000 万ぐらいになると思います。先ほども予算説明の中で事務長の方からご説

明申し上げましたが、あれで最大限努力してもおそらく 8,000 万ぐらいでしょうと。これにしても

すごい数字なのですが。病院は病院でですね、人間ドックも整備したりいろいろやっているのです

が、今の制度ではかなり厳しい数字が出てくるかなと思っております。私の方は進めていることは

進めておりますので、皆さんに早い機会に私のご提案をお示しできればいいのですが、まだ、その

経過途中ということで私自身も皆さんとの整合性を図りたいという部分もございますので。そして、

皆さんも自らですね、勉強した部分もあると思います。どうか、今日は忌憚の無いご意見をお伺い

したいと思っています。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） それでは、皆さんの方から意見を述べていただきたいというふうに思い

ます。どうぞ。４番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 意見を言う一つの参考にしたいので、一つ確認をしたいのですが。今のち

ょっと町長からお話が出たのですけども、平成18 年度の病院の決算なのですが、赤字がどのぐらい

になるのかということを、もし、掴んでいる数字があれば。今、２億 7,000 万でしたでしょうか、
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だいたいそのぐらいでしたよね。それを持ち出しして、さらにどのぐらい赤字が出るのかというこ

とをもし掴んでいるのであればちょっと教えていただきたい。 

○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） 予算ベースでですね、19 年度予算を作って、今、経緯を見ているの

ですが、決算見込で一般会計から総額で２億 6,000 万もらって赤字額が１億 8,500 万ぐらいに、１

億 8,000 万ぐらいになるだろうとそのような予測を立てております。 

○委員長（吉田和子君） ４番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） そうしますと、累積でどのぐらいになるのでしょうか。 

○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） 累積で 13 億 1,400 万。不良債務、純粋な不良債務ですね、これが 4

億 4,000 万ぐらいというふうに見ております。 

○委員長（吉田和子君） それでは次、ご意見のございます方、どうぞ。５番玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今までずっと病院をやってきて約36 年ですか。10 年間は黒字であったと、

26 年間は赤字でしたと、そんなことももちろん念頭に置きながらですね。 

今後、白老町も全体的に 160 億ぐらいの負債がありますよと。そのようなことから何をやめれば

負債が少なくなるかという観点からですね、一番先にやはり借金の多い事業をやめられれば、それ

に越したことはないとそのように思うのです。 

病院の先生方も少なくなってきている、開業医が多くなってきている。そのような状況で、例え

ば日鋼の病院の先生も減らされるような状況であると。それで、白老の先生方は特に優秀な人材は

来ないであろうというふうに思われます。それから、先ほど町長言われたように患者が 12％弱です

と。延べで12％なはずですから、これを実質の割合にするともっと減ると思うのですね。今、町長

が言われたように現状の医療水準を確保するとすれば、赤字の繰出しはやむを得なくなると私は思

います。 

ですから、赤字が減らない。それから例えば、事務長さんがだいぶ前に説明されたことがあった

のだけども、約 11 億をかけて病院を改築して今までのように 16 床ぐらいでやって行くとすれば、

これも25年まで勘定してもずっと１億2,000万ぐらい赤字になるというようなシミュレーションの

説明もありましたけども。いずれにしても赤字がどんどん、減ることはほとんどないと。 

それで、私が思うにですね、例えばの話です。できればですよ。どこでもいいのですけど公立の

病院が、白老も公立の病院ですから、できうるなら、苫小牧に市立病院が 120 億をかけて新築され

た、それで 40 億の医療機器を購入している。その中で医師が 50 名おられる。白老町が仮に 3,000

万お支払いして、白老町のベッド10 床ぐらいを確保してもらえないかと言っても、これは不可能な

ことではないのではないかと私は思います。これは、どうしても市立病院ではなければ駄目だとい

うことではありませんけれども、それに見合ったことが例えば白老町の町の民間病院でもやってく

れるなら、それと同じようなことでやっていただけるというのであれば、それでも構いませんが。

今は例えばを言っているのだけど。市立病院には今までも白老の人たちもお世話になっていると。

そのような観点から、もし、今言ったようなことができて、なおかつ距離は時間的に言うと30 分ぐ
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らいはかかるよと。ですから、そこまで町のバスで運搬すると。例えば、これはおおよその数字で

すけども 1,500 万ぐらいで確保できるのではないかと。そうすると、それを足しても 4,500 万ぐら

いでできるのかなとこんなふうに思うのです。これは私の、本当のきちんとした試算ではないです

けども。でも、そのようにできるとすれば、今後、繰出金が仮に１億 6,000 万、今まで１億 8,000

万ぐらいでしたらから、それが少し減らしたにして１億 5,000 万にしてもですね、4,500 万ぐらい

でそれができるとすれば安いなと思うのですよ。そのような交渉はできないものかなと。それに類

似した形でも結構です。そのようなことができないのかなと私は思っているのですよ。 

今、町長が言われたように現状の医療水準を確保ということになればですね、かなり難しいとは

思うのです。気持ちはわかります。私だって町民のことを思えば、町立病院があるに越したことは

ないし、年配者が遠くまで行かないで近場で何とかなるものであればそれに越したことはないとは

思います。しかし、今、僕が言ったようなことでやらなければですね、他の事業が全然できなくな

ってしまって、それこそ夕張に近い状況になって行くと思うのですよ。近い将来のうちに。それで

は大変だと。だから、今ここで抜本的なことをすべきではないかと思いますが、その辺については

どのように思っているか。それについて発表できないということも今、言われていましたから詳し

いことは別にしましておおよそのことでも結構ですので。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 私の答弁できる範囲で。まず、町立病院の改築の件でございますが、先日、

新聞に出ていたと思うのですが、新冠町の市立病院、これは助役さんの談話が載っていたのですが、

今の医療制度から行くと改築しても回収できないだろうと、もっと財政に負担がかかるということ

から見合わせるという談話が実は載っていました、新聞にですね。白老の町立病院も同じだと思っ

ております。 

 あと例えばですね、公立病院の役割というものをまず用意しなければならないところなのですね。

それはまず、救急ということなのです。では、しからばですね、白老は町立病院に搬送されて、こ

れは手術が要するといった場合に王子病院もしくは苫小牧市立病院に搬送されます。これは一日お

きでやっているのですね、市立病院と王子病院。それでは救急業務について、これは公立病院の第

一義なのですが、今、苫小牧市では中央インターの整備を進めたいということで、前はハーフだっ

たのですが両方東西から降りられるようにしたいということでこの辺については苫小牧の市長とも

実はお話をしております。そして、これはまだ決定ではないのですが、私の方から投げかけている

のはですね、救急全部、例えばすり傷とか、ちょっとお腹が痛いぐらいは別にしてですね、うちは

そのために救急救命士もほとんど 100％乗っています、救急業務にですね。ですから、救命士もあ

る程度の判断はできますので、町立病院に一回搬送して、それから、送っていたのですが、そこの

現場で判断して、すぐ市立病院に送るものは送る、王子に送るものは送るということはできないか

という、今、その検討も実はしております。当然、その時には負担も出てくると思うのですが、今

現在も実は負担しているわけなのですね。中核病院ですから町としてですね。私が今、一番考えな

ければならないのは公立病院の役割という部分をどれだけクリアできるかということなのです。公

立病院の役割というのは、第一には救急業務ということになるのですが、ただ、医療の診療科目で
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すか、産婦人科もあればいいし、外科だけではなく整形外科もあればいいのですけど、今現在は外

科と内科と小児科でございます。 

 では、それを今言われたように全部市立病院に、ベッド20 なら 20、30 なら 30 を町で借りること

ができるかと、その分ですね。それをやると、なかなか向こうの経営の方が大変になると思うので

すね。要するに入院待ちになりますから。白老の人で全部埋まればいいのですけどね。実はそうい

う問題もあります。 

 それと、もう一つはですね、考えて考えられないことはないのですが、例えば通院にしても市営

バスの市立病院行きというバスが樽前まで来ているわけなのですね。それを逆に広域行政という観

点で白老の駅前まで来てくれないかと言ったら、これは可能だと思います。うちは元気号が走って

いますので、駅前でも役場の前でもそこに降りればいいわけですから。いろいろな対応はできると

思うのです。また、医者の確保の話にもなりましたが、今、ＪＲの方に一所懸命陳情しております。

ＪＲに特急を停めていただきたいと、Ｌ特急だけではなくですね。それを停めると完全な通勤圏に

なるのですね、お医者さんの。白老町まで１時間かからないで来ますから。実はそういう問題もあ

ると。ただ、今、はっきり言えるのはですね、今の白老町の財政事情の中でこの繰出金を未来永劫

出せるかと、これは出せません。まず、それがはっきりしていますね。 

 それと一方では、他市町村はお医者さんの確保に四苦八苦しています。これは町立病院の医院長

始め事務長の努力でですね、医者はきちんと確保できております。 

 ただ、実態は赤字だということなのですね。先ほど予算説明の中でもお話しましたが、３階を療

養にして、２階を一般病床にしたと。人間ドックもやったのですが、最大努力をしてもせいぜい

6,000 万、7,000 万かなと。それでも、基準外繰出から行くとあと２億あるわけですね。ですから、

許容範囲は何千万なのだということが最大の我々の悩んでいるところなのですね。何でもそうです

が、無いよりは絶対にある方がいいのです。私もあちこちでちょっと町民とお話しますと、全体に

無くさないでほしいというのが町民からもあります。ただ、あなたたちが使っているのは12％です

よと。12％の人に交付税除いた基準外が２億 6,000 万、7,000 万、8,000 万ということでいいのです

かと。町民一人当たり１万 5,000 円ぐらいですか、平均ですね。ですから、結果が出た場合ですね、

私はまだ結果は出しておりません、いろいろな方とまだ話をして調査をしている最中でございます

ので、この時はまたいろいろな議論になると思います。ですから、私も町議会の皆さんが全員でこ

の病院運営について勉強してこられたということが、私にとってもいろいろな意見も出していただ

けるし、また、理解していただける一つの大きな要因になるのかなと思っております。答弁になっ

たかどうかはわからないですが、今のところはそういう状況です。 

○委員長（吉田和子君） ５番玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 公立病院、もちろん白老で36 年も続けてきたから公立病院があるのだけど

も、公立病院も無い町はたくさんありますよね。白老はそういう意味では36 年前からあるわけだか

ら進んでいるのですけども、仮に今まであったからこうなのであって、これを無いと考えれば公立

病院の役割も考えなくてもいいわけですよ。もちろんね、今言われたように 12％の人であってね。

これは延べだから、さっきも言ったように実質の人数で言うと８％か７％かもしれないのですけど
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ね。これは出ていないけども。今、町長が言われたように、その人たちのために２億 6,000 万、7,000

万、8,000 万というお金がかかる。僕、さっき言ったように、そのお金が一番大きいわけですよ。

だから、他の方の事業もカットしてマイナスシーリングになっていくのですよね。だから、ここを

どういうふうに考えるべきかも難しいのだけど。私だって、さっきも言ったようにあるに越したこ

とはないのです。わかるのですよ、それは。だけどね、これを考えなかったらね、まず、今後大変

なことになって行くと思うのですよ。これを理解してもらうしかないと僕は思っているのですよ、

町民に。だから、その辺なのだよね。それはやっぱりね、今までかかっている人は無くさないでく

れと。私も聞いています、当然。僕は 12 年前から、これははっきり言っているわけだけど。最初に

立候補した時からもうすでに話はしているのだけども。「玉井さん、そんなことを言うのだったら、

私は応援しません。」と言われました、はっきり。何人かにね。だけど、それを理解してもらうよう

に話は進めているけども。その辺はね、重要な課題だと私は思うのですよね。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 例えばですね、職員給与を10％カットしますよとした場合にですね、ちょ

うど、これの繰出しと同じになるのですね。ですから、そのためにずっと職員給与をカットしても

病院だけではないですから、赤字があるのは。港湾から国保からありますので。その手立ては何も

できないということになるのですね。ですから、はっきり言えるのは、このままではちょっと無理

ですと、うちの今の財政事情から言うとですね。 

 どこの町も町立病院を持っている町は大変なのですね、公立病院を持っている町。先日、中標津

の町長さんと・・・。うちと同規模の町です。あそこは 199 床。７億円の繰出しをしているそうで

す。それで大変だと。あそこで大きい病院はあそこしかないので結構人は集まるそうなのですが、

それですら大変だと。なぜ、大変かと言ったら、同じなのですよ、私と。要するにお医者さんと、

やはり職員の給与が高いということ。人件費に占める割合が突出していると。ですから、中標津の

町長も言っていましたが、許容限度を超えているというようなお話もしてきました。だからと言っ

てですね、赤字だからバツというわけにもいかないのですね。私は町長でございますので、やはり

皆さんの意見を聞きながらですね、許容範囲を見極めながら、ここまでだったら何とか、どこまで

努力してどうなるかということを見極めた上で私も結論を出したいと思っています。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 17 番及川委員。 

○委員（及川保君） 私たちは町長、昨年 11 月に病院の調査ということで視察に行って参りました。

町立病院を、公立病院を無くすという意味で視察をしたわけではないのですね、実は。やはり町民

も含めて、先ほど「あればいい」というような話がありましたけどね、あればいいとかそんな問題

ではなくて、やっぱり町民がこの町に公立という病院があるのと無いのとは全然。これから白老町

の町がどんどん進むとしてもね、やっぱり、ある、無いとは全然違うのですね。やっぱり、福祉と

いう意味では確かに金はかかるのですね。金はかかるのですけども、単純に赤字幅が大きいから、

当然、今、町長がおっしゃっていた、どのぐらいの許容範囲が妥当なのだという部分を含めてよく

考えていただければ、この病院というのは私が今回の視察に行って感じたのはですね、福祉をこれ

から我が町は非常に進んで先進地というぐらいね、実は取り組んでいるわけですね。この病院が福
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祉の核にならなくてはいけないはずなのですけども、そこまでまだ実は行っていないような状況な

のですけども。私たちが視察した病院、３つの病院があったのですけども、やはり病院が核になっ

ているのですね。三連携と言いますけども、よく皆さん簡単におっしゃいますけども、病院がやっ

ぱり核にならなければなかなか難しい状況を私は勉強してきたのですね。確かに赤字が町にとって

は最大だから、ここは切るべきだと。やっぱり非情になって町長に対してやるべきだという考えも

あるのかもしれませんけども、逆の意味でね、今、先生の確保もきちんとなされている状況。そし

て、今後も町長ご自身の、「俺は何とかできる」とこういうお考えのように今回お見受けしたのです

けどもね。いつまでもこの大きな赤字が続くのではなくて、やはりその辺のきちんとした対応をす

れば病院そのものを何とか白老町の福祉の核になるような状況を作り上げて、早急にまた作り上げ

て行ってもらうような形になれば本当は一番いいのかなと。無くすために私たちは視察に行ったわ

けではなくて、何とか再生できるものであれば再生、再生というか、いいのだがなという考えなの

ですけどね、私は。そして、また勉強したこともやっぱりそうなのですね。うまく行っている病院

ばかりに行って来たからかもしれませんけどね。非常に民間委託するなり、指定管理者制度も取り

入れるなり、非常にそういう意味ではいい部分を見てきたのですよね。だから、それが我が町に取

り入れないものなのかどうかね、その辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 私は無くするなんて一言も言っていないです。あらゆる角度からと言って

いるだけであってですね。 

 ただですね、病院の無い町と公立病院の無い町というのは、この辺違いますから。うちは立派な

診療所が３か所あるわけですね。ですから、あらゆる手立てを考えなければならないというのはで

すね、公立病院が担っている役割を、例えば診療所ができないかとか、この部分はできないかとか、

この部分は苫小牧市立病院でできないかとか、あらゆる角度からですね、要するに担う役割を分散

しながら、例えば赤字額を最小限減らすことはできないかとそこから考えて行くのですね。ですか

ら、医療水準をまず落とさないよと、それをきちんとして、第一にはですね。そして、赤字額を限

りなく縮小すると。要するに私が一番困るのは、先ほど玉井委員の方からも出ましたが、町立病院

の赤字補てんで何もできなくなるというのが一番怖いわけですよ。医療はできても福祉はできない

ということですね。医療も福祉ですけど。そういう問題があるのですね。 

 私はですね、皆さんに行っていただいて、本当に大変感謝していますが。再生した病院、そして、

合併して閉鎖したところもあると思うのですね。あらゆるものを見て来て私と議論していただきた

いというのが私の考え方でございます。今は町民にとってベスト、行政にとってベストの形から進

めて行くというのが今の私のやり方でございます。 

○委員長（吉田和子君） 17 番及川委員。 

○委員（及川保君） 町長のお考えは十分わかりました。そして、やっぱり今回、議会全員で行っ

ているわけですね。ですから、この場をやっぱり町長に対して意見を申し上げるということで委員

長よろしいのですよね。 

○委員長（吉田和子君） はい、そうです。他にどうぞ。４番鈴木委員。 
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○委員（鈴木宏征君） 私も視察をさせていただいて、視察した先は合併によって公立病院を廃止

したところでした。総務文教常任委員会でも今後の財政の勉強もさせていただいた時にですね、先

ほど町長のお話もあったのですが、平成 20 年度決算の結果を見て再建団体になるかどうかという判

断を国の方でもするというお話ですよね。それで担当者の方から、白老は今度連結で判断されると、

ちょっと元になる数字は標準財政規模の 40％以上の赤字があればですね、それを超えていれば再建

団体にされてしまうと。そして、今のうちの赤字の規模で計算すると 48％になるかもしれないと。

それは、いろいろいい起債や何かもありますので、そういう部分を今どういうふうに国の方が判断

してくれるかによってパーセントは下がるのだけども。まるっきり生の数字で計算してしまうと

48％ぐらいになるかもしれないというようなことを説明いただきました。 

 それで今、私たちも視察した先のこともありますし、合併だとかいろいろなことも考えた中でで

すね、やっぱりこのまま今の町立病院を維持するということは非常に難しいと私も思います。合併

するにしても、きっとこういうたくさん赤字を抱えている病院があるようなところと合併するとい

う話にはならないのではないかと、逆に。私たちの見たところと同じようにですね、ここを整理し

ていただければ私たちも合併についても考えるのだけども、やっぱりこういうものを抱えながら合

併するということに対してちょっと難色を示すかなというような。もし、相手方のことを考えれば

ですね。そのようなことだとか、やっぱり再建団体にならないための努力というものを最低限して

行かなければ駄目だと思うのですよ。それにはやっぱりそういう赤字をいかに少なくするかですよ

ね。赤字をいかに少なくするというふうに考えれば、今どういうふうな努力をしてみても、病院の

内部でもかなりいろいろな努力はしているのですが、したとしても赤字を解消するまでの経営内容

になれるかと言ったら、非常に僕は難しいと思います、本当。本当に無いよりはあった方がいいの

ですが、では、あることによっていろいろな債務を町民全部で抱えて行けるのかということを考え

れば、やはりちょっと僕は無理だと思いますので今の公立という形で維持して行くのは非常に難し

い。さっき町長がおっしゃったように、いろいろな観点の中では、やっぱり指定管理者制度だとか

民間にまるっきり建物譲渡して民間にやっていただくとかいろいろやり方はあると思うのですが、

公立でこのまま維持して行くというのは、私は非常に難しいのではないかというふうな感覚でです

ね、いろいろ勉強させていただいた結果としてそういうふうに感じました。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） まずはですね、合併の話はまだそのような話はないので。ただ、合併をあ

る程度考えた中で今の状況であれば常識的には相手方は断ってきます。いろいろな町の話を聞きま

したけど、最低限これとこれとこれを整理してから合併しましょうとか。それを例えば２年以内に

整理してくださいとかということになりますので、このままではまずあり得ないですね。 

 それと今の医療報酬からいって決していい状況にはならないと。要するに道州制もそうなのです

が、どうもやっぱり中規模の町だとか中規模の病院にとって決して有利にならないと、不利になる

ような、今、全てそういう制度できているのですね。ですから、病院の体系からいったら中途半端

なのでしょうけど、逆に国の方ではそういう病院が成り立たないような仕組みになってきているの

ですね。ただ、先日も町村会で自治体病院の検討会というところがありまして、私もそこに今年か
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らやっと入れていただいたのですが。全ての町村がもう四苦八苦していると。それで、だいたい財

政の大変なところは町立病院を抱えているというその辺があるのですね。では今後ですね、やはり

議会の皆さんもそうですけど、やはり町民の皆さんにきちんとこの状況を開示するというのがまず

一番だと思うのですね。これでもやっぱり残しますかと。ただ、結果的には公立病院の大命題とい

うものがありますので、このままでは無理ですよと。無理なのですけど、例えば規模を縮小したり

ですね、それで公立病院を残せるという可能性もあるわけですから、いろいろな方法があるのです

ね。規模を縮小する。例えば、今やっているようにベッド66 にしたり、診療所にしたり、あとは指

定管理者という方法もあるし、移譲という方法もあるし、あとは民間の町内にある診療所と連携を

取りながらですね、その機能をある程度果たしていただいて救急業務だけとか。本当にいろいろな

方法があると思うのですね。分院という方法もあるでしょう。ただ、今いろいろな手法を検討して、

お会いして話を聞いて、また調査して、やっている最中ということでございます。結論はまだ出て

おりません。ただ、鈴木委員おっしゃるように、18 年度決算のような状況を５年、６年続けるとい

うことはあり得ないと。３年、４年あり得ないということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） ４番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 北海道もやっぱり公立病院の再編成ということで、中規模の病院と大規模

の病院と役割分担と言うのですか、やっぱりきちんと持っていただいて。町立ですとか村立ですと

か小さい病院についてはですね、やっぱり診療所みたいなところに変更していただくとか。大きい

病院を核とした、やっぱりかかりつけ医みたいな、そういうような役割を持たすような病院の再編

成と言うのですか、そういうものも前に道の方の考え方として出されているわけですよ。今、町長

がおっしゃったように、国もやはり中規模の病院ではやって行けないような診療体制にしてですね、

大きな病院の役割、小さい病院の役割というものをきちんと明確にしてですね。それであれば、診

療報酬の中でやっぱり採算が取れるような仕組みにして行っているわけですよね。それに逆らって

ですね、うちの病院みたいな規模の病院が本当に採算が取れて併用していくということについては

本当に難しいと私は思います。そういうこともありますので、やっぱり国だとか道の方針に逆らっ

てまでそれを続けて行くということと、先ほど町長おっしゃったように、やっぱりこういう状況が

わからない町民の方が非常に多いと思います。やっぱり、ちゃんとこういう状況だよと。それでも、

町民としてみんなで支えていきますかとかという、そういうものをきちんとやっぱり開示してです

ね、やっぱり町民の方に理解していただくという努力もきちんとしていただきながら、私としては

やはり今の公立病院をもう考える時期かなと。それもやっぱり先ほど言いましたように２年、５年

とかそういうことではなくて本当になるべく早くそういうことをして行かなければ、変えて行かな

ければ町の財政は本当に非常に成り立って行かないのではないかとそういう心配を持っております

ので、意見として。 

○委員長（吉田和子君） 他に。13 番斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私も何もまとまってはいないのですけれども。今までの話を聞きながら、

私も公立病院というものはやはり役割、先ほどから話が出ているように役割・使命から言って、な

ければならないのではないかというふうに考えております。 
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 一つは、役割と言えば地域の医療の核になるという中核の病院としての役割。それから、先ほど

話が出ました救急、それから、不採算と言われているようなものの取り扱い。そして、三連携、介

護を含めて四連携の町民の健康を守る中核なのだということから言うと、やはりしなければならな

いものはたくさんあるわけで。そこの部分というのはやっぱり大事にしてやらなければならないだ

ろうというふうには思ってはいるのですよね。ただ、そういう病院をどうして行くかと言った時に、

視察に行って、やはりはっきりわかったことは、病院を残すということはまず一つは住民が支える

のだということだろうということが一つ。 

 それから、もう一つは病院の内部の改革にあるのだということだと思うのですよ。ということは、

言い返せば、町民からどれだけ病院が信頼されて生きて行けるのかと、こういう基礎ができるのか

ということだろうというふうに思うのです。そういう道がないのかどうなのかということだと思う

のですよね。 

 もう一つ、私は行きながら考えていたのは、こういう広域的に病院がたくさんある中でサテライ

トとか機能分担というものがあれば生きて行けるのだというふうに捉えていたのですけども、最近

の医療行政の中では医者の数が足りなくてなかなか来てもらえないとか、それから、高機能を持つ

病院の方に患者が引っ張られて地域のサテライト病院は段々駄目になって行くというような機能分

担をすれば生きて行けるのだというような状況にもないのだというようなことが段々言われて、そ

ういうこともわかってくればそれだけでは駄目なのかというふうには思って。そうすると、どうす

ればいいのかと。他に公立病院というのはいっぱいあるわけで、何とか抜け道というものが、全く

閉ざされてしまったわけではないのだろうという気がするのですけどね。そこで一つだけ確かめて

おきたいのは、どこまで縮小したら生きて行けるのかと。これは担当者の方にちょっとお聞きした

いのですけどね。どこまで縮小したら、今までの不良債務を全部返せなくても上向きになって行け

るのか。そして、長い間かかっていけば赤字を解消できていく道筋というものがどこまでやれば見

えるのかというね、そういうものがきちんと今の段階で考えることができるのかどうなのか。ある

いは、町民の利用率を上げること、どこまで上げれば病院を黒字に向かわせることができるように

なって、それが何年かかればどうなるのかというね。そうだとすれば、そういうことが見通しが立

てば、それに向かって、じゃあ町民頑張ろうではないかという話が出てくるわけはずなのですよね。

そういうものが私たちにあまり見えていない。そういうものをやっぱり、どうして生かしていこう

かということの資料というものが提示されて、それに確信を持たない限りね、やっぱり病院は残せ

ないのではないかと。そのようなことからちょっとその辺の考え方がありましたら、お聞きしてお

きたいなというふうに思うのですが。 

○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） 細かい数字はちょっと別にして、考え方としてはですね、吉岡のシ

ミュレーションでＣパターンというのがあったと思うのですが、あのパターンでやって行かないと

まず無理だろうと、基本的にね。現状の人員の特に看護職員なのですけれども、抱えたままで、今

のうちの病院を２階・３階体制のままでやると、これは少なくとも収支とんとんというふうには絶

対にならない。吉岡の経営シミュレーションをお話した時の一番の大きなポイントというのは、１
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病棟 60 床体制、これをどう作るかと。これをやらない限りは少なくとも収支均衡に持って行くのは

まず不可能だということをはっきり申し上げたと思っています。 

 それともう一つは、やっぱり人件費の問題。これは議員さんの方から厳しい指摘を受けています

がまさにそのとおりで、医師の給料も看護師の給料も全部ひっくるめてですけども、現状の人件費

に手をつけないでそのままで行くということにはならないと。特に私どもの病院の場合は准看護師

の数が非常に多ございますので、ここの対策を取らないことには現状のままではあり得ないという

形です。ですから、いくつか大きな制約があります。一つは施設の問題。それともう一つ避けて通

れないのは人件費の問題。これを解決しない限り現状のままで診療を続けて行っても少なくとも収

支均衡ということはあり得ません。ですから、一番たぶん理事者が決断に困ると思うのはですね、

本当にそれだけの投資ができるのかできないのか。町全体のことを考えてですね。そういうところ

も町の理事者の選択の一つに入ってくるかと思いますが。少なくても1 病棟 60 床体制を取らないこ

とには収支均衡は無理だと。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） また今年、医療報酬が変わって赤字が多くなったのですが、この状況で20

年以上来たということなのですね。ですから、赤字の補てんはしているのですが何も変わっていな

いのです。だから、これを全部足すと20 億ぐらいになるわけですよ。単純に14、5 年でですね。こ

れ以上また続けると今度20 億ぐらいになると。その間、町民の医療については貢献してきたという

実績はあるのですが、ただ、ここで制度が変わって、また 1 億円近く赤字が増えるということから、

もう限界は超えているだろうということなのですね。ですから、私も町民に何度か聞かれた時にで

すね、町民のための、町が経営している病院を皆さんはどう思っていますかという話もしたことが

ございます。ただ、そうなるとですね、「それは町長さん、ちょっと違うのではないか。」と。一方

ではですね、そういう話をすると「診療科目３つしかないでしょう。大きい病院へ行ったら隅から

隅までやってくれるよ。」と。また、こういう話が出てくるのですよ。ですから、「では、あなたた

ちは無いよりある方がいいという次元でしょう。何で使わないのですか。何で使っていただけない

のですか。」という話を私がするわけですね。一般論としては残すべきなのですね。ただ、自分の体

が調子悪いと言ったら苫小牧まで大きい病院へ行ってしまうわけですよ。これが本当にどこまで、

小規模・中規模の病院がその機能を果たせるかということなのです。病院と名が付けば、全て求め

るのですね、一般の人は。そういう部分もあるのです。ですから、まず、町民にも町立病院が担う

役割というか機能はここまでですよということもまた再認識していただかなければならないのかと

思っています。 

○委員長（吉田和子君） 13 番斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 限界をもう超えているのだと言われれば、もう本当にどうしていいか、な

かなか答えが出て来ないわけですけど。確かに一般町民に聞いた時にあった方がいいのだというの

は、ただ、それはあった方がいいということもあるけれども、高齢化の中で本当に腹から地元にあ

ってほしいと願う人というのはいるわけですよね。みんながやはり、「じゃあ、行ってみよう。」と

いうのは、そういう状況に置かれている危機を察したかどうかという問題と、もう一つ難しいのは、
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その病院に信頼があれば、「よし、行こう。」となるはずですよね。ところがそういう話をすると、

「いや、あそこへ行くと命が削られるのではないか。」という話がパッと出てくるものだから、そう

いう運動もなかなかしきれない。そういうものが付属して付いて回るのだろうというふうには思う

のですがね。 

 ただ、もう一つ、行政として考えなければならないのは人件費が駄目ならば、「じゃあ、人件費。

お前、安くしろ。」というわけにはいかないだろうと思うのだけども、地方公営企業法の中での一部

か、全部かを適用しながらね、そういうような形でやる方法だとかそういう考え方はあるだろうと。

何かそこにものの考えた方というものがないかどうか。 

 それから、確かに今、世間では看護師を確保するのに躍起になっているというのはわかるのだけ

ども、そういう状態の中だからこそ准看護師のみんなに正看護師になってもらうようなね。個人の

都合でいいとか悪いとかではなくて、これは社会的な使命として正看護師になってもらう道という

のは取らなくてはならないのではないかと。これは個人の利益の問題ではないだろうと。これは難

しい。先ほど話が出た人件費にしろ、看護師の確保だとか医者の確保にしてもこれが一番難しいこ

となのだけども、そこを乗り越えた時に始めて答えが出てくるのであって。そこのところが難しく

てできませんでは、やっぱり乗り越えられないのではないかな。そこのところに多くの努力は払う

べきではないのかという気はするのですよね。 

 診療科目についてもやっぱり、今、地域医療で求められるものというのは、やはり内科の先生。

昔いた、そこの医院へ行けば何でも診てもらえたという地域の先生ですよね。ホームドクターです

よね。そうだとすれば、やっぱり、それに倣う形で内科の先生がいて、そして、外科のものも診な

がら自分でできないものはよそへ回すというような形で。最小科目にしておいて、そこでだいたい

の救急は診られるのだという形を取らざるをえないですよね。そういう形が取れるかどうかという

こと。実態としてね、そういうふうになれるのかどうなのかというのは、私はちょっと検討がつか

ないのですけども。その辺りのことをいろいろと考えて努力をしてみてほしいなという気はするの

ですがね。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 准看護師を正看護師にということで事務長の方からも准看護師の方には言

っております。将来はそういう方針を出さなければならないと思うのですね。准看護師というのは

医療の中で必要とされないみたいなですね、そういう扱いになっているのですね。半分ぐらい違い

ますから、報酬がですね。例えば、北海道の現状で道北の方へ行くとですね、年収 5,000 万でもお

医者さんが集まらないと言うのですよ。今は制度が変わったので看護師の取り合いなのですよね。

まず、世の中がそういうふうになっているということも理解していただきたいと。ただ、札幌には

結構お医者さんいるのです。そこの中で出てくるのは、土曜日と日曜日は休ませてくださいと、要

するにそういう若いお医者さんが多くなってきているということなのですね。 

 それと先ほど事務長から言ったのですが、お医者さんと看護師の給与水準からいったら、まず黒

字は絶対に無理と。もう、いくら頑張っても無理だということなのです。ですから、逆に言うと民

間が低いということなのですね、給料。要するに限界というのはですね、経営的に黒字ということ



 - 14 - 

は限界ですよということなのですね。私の限界というのはですね。それともう一つはですね、北海

道の方でも今、中核病院云々とこの前マスコミの方に発表になりましたけど、実はあれを聞きに行

ったらですね、まだまだ全然５年、６年先の話だそうなのですね。我々は北海道の方で道内の中核

病院の位置づけをきちんとやってくれるのかなと思ったらまだまだ時間がかかるというお話でござ

います。 

 あと、病院内部の改革についても人事異動をやったりですね、かなりやっています、今。決して

ぬるま湯につかっていたわけではないのでしょうけど、そういう改革をやった際に「私はもたない。」

と言って辞めた人もおります。これは事実ですね。ただ、民間の病院では当たり前のことなのです

よね。今、ほとんど苦情というのは無くなりましたけど、私は電話番号をそのまま電話帳に載せて

いるものですから今でも、それで結構入るのですけど、今はそういう苦情はほとんど入ってこない

ですね。ただ、当時から見ますとやはり苦情というのは町立病院だけを見ての苦情ではないのです

よね。苫小牧の病院を見たり、室蘭の病院を見た人がやっぱり苦情を言ってくると。ただ、大きい

病院をどうしても超えられない部分があるのです。やっぱり中・小規模の病院であればですね。結

局、どこか悪くて行ってもですね、やはり専門医がいるといないとでは違うのですよね。外科を見

てわかるとおり、整形外科というのもありますし、または何だか外科とか。内科でも心療内科とか、

いろいろな内科ございますね。だから、総合的にここが駄目だったら、あっちはどうだと調べる病

院とですね、今のうちの規模ではやはりここが限界という部分なのですね。先生の数からいっても、

機械の種類からいっても。まして、大きい病院であれば、うちの先生も言っていますけど、研修と

か勉強をしにしょっちゅう行かなければならないのですね。うちの先生が 1 週間、10 日いなくなる

とまた大変ですから、その辺は先生も考えてあまり長い研修とかは行かないとかやっていただいて

いるのですね。看護師についても同じでございますけど。やはり、いろいろな町民の求めることに

対しては苫小牧の市立病院、王子病院でできても町立病院ではできないものはいっぱいあると。そ

れは規模の関係だとか、医者の数だとか。それは逆にわかっていただかないと、町民にですね。困

るということなのです。それが逆に苦情となって出てくる場合もあるのですね。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 暫時、休憩をしたいと思います。再開を14 時 25 分といたします。 

休   憩      午後 ２時１５分 

                                           

再   開      午後 ２時２６分 

○委員長（吉田和子君） 時間になりましたので、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 町長が札幌の方にちょっと所用で出かけなければなりませんし、高速であればもうちょっと時間

が取れると思ったのですが、今日は天候が悪くて高速も50 キロ制限とかされているみたいですので、

一応３時をめどに今日の部分は終わりたいと思います。その状況を見て、また、この次どうするか

ということは判断したいと思います。 

 それと、町長が一回一回ある程度ていねいに答弁していただいていますけど、重なる部分があり

ましたら省略していただいて、質問する方もなるべく要点をまとめて自分の考えを述べていただき

たいというふうに思います。３番山本委員。 
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○委員（山本浩平君） 冒頭に町長の方から平成20 年度に再建団体になるかどうか、どちらかの答

えが見えてくるというようなお話もございました。もう、ここまで来ますとですね、私は今、きれ

いごとを言っている場合ではないと思います。一個人としてもですね。道外研修をした一議員とし

て、私は私見を述べさせていただきたいと存じます。 

 やはり、ここまで来ますと非常に厳しいというお話は前々からわかっておりましたけれども。一

番の問題はやはり、今まで10 数年間町立病院の問題がいろいろ発生してから、なかなか内部改革と

いうものが結果的にはあまり進んでいなかった。これがやはり12％しか利用する人がいないことに

私はどうしても繋がっているのかなと思います。長年蓄積された、町民から失われた信頼というも

のを回復するには１年、２年の改革を計画し実行されたとしても難しいと思います。視察したとこ

ろはやはり内部改革に数年、５、６年は最低かけていたような記憶でございます。 

 先日、ある町民の方が近隣の苫小牧の病院に病気で入院され、２、３週間で退院されたのですけ

ども、「退院されて良かったですね」と私がお話したら、第一声にこのようにお話しておりました。

「いやあ、山本さん。今もう民間の病院というのは病院もサービス業の一つだね」というお話だっ

たのですよ。どういうことかと申しますと、第一に患者の立場に立って看護師さんもお医者さんも

ていねいに一つひとつ対応、お話も聞いてくれるし、一つひとつ納得するまでいろいろと説明して

くれると。「２、３週間で出られるから本当は喜ばしいことだったのだけども、こんなに休んだこと

なかったから本当はもうちょっと入院していたかったのだ」というぐらいのお話までされておりま

した。先ほど町長が公立病院の使命として第一に救急業務だということをお話されておりましたけ

ども、私は公立病院の果たさなければならない使命というのはあると思いますけれども、公立病院

の短所もかなりあり、私はこの12％の利用率に至ったと思います。 

 そして、研修先のところではですね、まず、根本的に違ったのが医者の確保には全然苦労してい

なかったということですね。自治医科大学の連携、あるいはその市にある医療局等が県との繋がり

の中で医者の確保には全然苦労していなかったという実態もありますし。白老の場合はこれから、

もし、続けるにしても医者の確保もかなり苦労することになると思います。 

 そういった点をいろいろと鑑みますと、今の危機的財政状況、そして、利用率12％、これらの点

を考えますと、もはや今の状態のままでは残すべきではないと私は思います。町民に対して最低限

の医療を確保することはどういうことなのかということを念頭においていただいて、その中で検討

をされるべきかなというふうに思います。回答がもし、あればあれですけども、無ければ結構です。

これは私の考え方を述べさせていただきました。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 今、山本委員の方からご意見をいただいたのですが。最低限の話で言いま

すと、私は今ですね、今の果たしている医療水準をきちんと果たすというのがまず基本姿勢で進め

ています。それがかなわないという場合もありますので、まず、そこから出発しているということ

をご理解いただきたいと思います。 

 お医者さんの確保というのは大変なのですが、先ほども申し上げましたが札幌には結構いらっし

ゃるのですね。白老のお医者さんもそうなのですが、やっぱり当直あるわけですね。一般職員はな
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いですから、その辺はやはりお医者さんも結構大変な部分があるのですね。昔は日直・当直という

のは職員もありましたけど。多忙を極めている中で、また、日直・当直というものがあります。で

すから、土日きっかり休んでいる人たちもいますしね。お医者さんは必ず誰か出なければならない

とかになりますので、その辺は大変な部分があるのかなと。ですから、今の若いお医者さんもとに

かく土日だけは休ませていただければと、給料下がってもいいという、今そういう時代になってい

るやに聞いています。 

 何回も言いますが、大規模病院と中・小規模ではおのずと機能が違うと。要するに大規模病院と

いうのはあらゆる検査もしますし、中・小規模ではその検査も限界があるということなのですね。

とにかく原因がわからないという場合は大規模病院の方が体のためには絶対有利ですから、皆さん、

やはり常識的に大規模病院にわからなければ行くというのが今の時代かと思います。それと今、医

療事故も結構多くなっていまして訴訟問題もあります。ですから、きちんと休みながら仕事をした

いというのが今のお医者さんの考え方ということになります。 

 サービス業と、確かにそうでございます。今もうだいぶ病院もよくなりましたので理解していた

だきたいなと思っています。私の方からは以上です。 

○委員長（吉田和子君） ７番西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今まで町長の方からいろいろ説明いただきまして、ずいぶん多岐にわたり

検討されていらっしゃるなということが今回ご説明いただいてよくわかりました。私、基本的には

町長の今おっしゃられたいろいろなお話の中でほとんど、そこまで町長が深く考えて町民の医療水

準の確保、また、最低限のサービスをちゃんと提供していきたい、その上で検討しているのだとい

うお気持ちがよく伝わりました。 

 そこで、私も山本委員と同様ですね、私の私見ですけれどもちょっとお話させていただきたいな

と思ったのですけれども。やはり、町立病院になぜ患者さんが行かないのか。なぜ、赤字になるの

か。他の委員さんからもいろいろなご意見出ていますけれども。私は子どもの頃やっぱり町立病院

に通っていましたし、また、入院もさせていただきました。しかし、現在、平成19 年になりまして

ですね、やはり、その時と事情がずいぶん変わってきているのではないかなと思います。まず、交

通の便が非常によくなりました。昔はバスか列車でなければ隣町の病院に行けなかった。また、こ

こは苫小牧、白老もリハビリセンターございますし、登別、室蘭、多くの大きな病院があります。

そのような中で多数の病院の中から患者として非常に自分に合った医療機関というものを選択でき

るようになったのではないかなと。変な例えですけれども、例えば今まで食堂で白老町にあった弁

当屋さんが１件か２件しかなかったと。ところが苫小牧でも登別でも室蘭にでもね、大規模なレス

トランがある。そういうところも選択できるようになった。私はそういうふうに思っているのです。

ですから、やはり自分の命を預ける大事なところですから、患者一人ひとりの自分にあった医療機

関を選ぶというのは当たり前のことで当然の権利だと思います。ですから、患者さんが来なくなっ

たというのもそういう理由が私は一つあるのではないかなと。ですから、町立病院が長いことこう

やって 36 年間続いて参りましたけれども、私は医療という部分の白老町における役割は終わったの

ではないかなとそういうふうに感じているのです。いろいろな方から、病院は必要だという人もあ
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りますし、要らないという人もいます。でも、本当に大事なことはこれだけ選べるような環境に白

老町はあるのだということを私は強く感じております。もし、町長ご意見ありましたらよろしくお

願いいたします。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） まず、本当に他の道東・道北の病院と、地域と、町と違うのが選択する病

院が近隣の室蘭・苫小牧にあるという事実なのですね。それが逆に、今まさに西田委員が言ったと

おりなのですが、交通が至便になって通院が可能になったと。そして、大きな病院がありますから

お腹が痛いと言っても、例えば苫小牧の病院と町立病院と違うのはですね、ＣТスキャンですか、

待っていなければ出来ないとかああいうものもあるのですね。ですから、本当にこれは命の問題で

すから、やはり大きな病院で限りなく多くの精密検査を受けるという病院が人気出るのは当たり前

だと思います。ですから、そういうものも当然ですね、病院の経営にも関わってきていると。 

 それと、今の第一の問題はですね、町立病院よりも確か市立病院の方が新しかったはずなのです

よね。ですけども、苫小牧市立病院はもう古いということで改築しました。これはちょっとくだら

ない例かどうかわからないのですけど。私の友達で町立病院に入院させようと思ったけど、ちょっ

と病室が古いので親戚に「親父余しているな」と思われるのが嫌だから、きれいな病院に連れて行

ったということをちょっと冗談に言われたことがあるのですけど、一般的にはもう本当にアメニテ

ィは変えなければならない、当然、何年か前にはもう変えなければならない状態でした。これから、

ペンキ塗り替えて、壁張り替えても限界があるだろうという気がしています。全般的には西田委員

の言ったとおりだと私も思っています。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうぞ。２番、熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 今、この特別委員会で各委員の質疑等々を聞いてですね、やはり内容

的には皆さんの感じている点は一緒なのかなというふうに今、感じてはいるのですけれども。私は

ちょっと別視点で町長の方に提案も含めて、こういう考え方はどうだろうということを聞いてみた

いのですが。僕は病院についてはですね、研修先だとかいろいろ勉強させていただいて、人・物・

金・法律、これは医業法ですけど、この４つのカテゴリーをよくそしゃくして考えて行かなければ、

やっぱり運営方針というのは出てこないなというふうに思うのですね。でも、もう一つですね、や

はり自治体として地域の住民に対する未来のまちづくりの観点から言うとですね、僕は今の国保病

院、規模だとか内容は別としてですね、病院自体の機能を備えた、要するに施設というか、そうい

うものは僕は必要だと思うのです、お医者さんがいるという。それでですね、僕、平成11 年から町

議会議員をさせていただいているのですけれども、何回か一般質問や委員会で聞いたことがあるの

ですけれども、白老町独自の包括医療制度というのはできないのだろうかと。このことについては

ですね、やはり教育行政と同じように医療行政も一つの柱として理事者に相当するドクターか、そ

れに匹敵する人をやはり町民の安心・安全を守る施策を中心に実践してもらうようなセクションが

できないのかなと。それに付随してですね、これは視察先でもあったのですけれども、結構、今、

予防医学という方に、医業の改定を見てもそうなのかなと感じるのですけれども、在宅中心型、要

するに施設型ではないのですね。それで施設を利用するというのは、要するに三連携プラス介護の
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方にかなり移行している部分というのはあるのです。そうなるとですね、その住み分け、いろいろ

な部分のところを対応できるそういうセンターが僕は必要だと思うのですよ。それがやはり町立病

院と同じ、併設と言ったら悪いですけども、そういう機能を持ったものがあって今の町立病院に望

まれている町民の考え方も取り入れながらですね、僕は運営方針を決めるべきだなというふうに思

うのです。今やっぱり一番問題なのは町立病院においての、要するに療養型の入院対応だと思うの

です。これがやっぱり民間の病院、急性期一般病棟を持っているところというのは早く出しますか

ら、自宅に戻れないで療養が必要な方はそこにしか入れないわけですよ。そういうものがやはり、

かなり町立病院が引き受けているというのも実態ですし。今後も28％を超えた白老町の高齢化率を

考えるとですね、医療を必要としている高齢者は当然そういう受け入れが無ければ難民としてなる

のかなというふうに考えるのですね。その辺も含めてですね、もし、病院でそういう対応ができな

いということになれば、やっぱり在宅なわけです。だから、それをきちんと担保できる組織体を含

めたものも作らなければ、今の町立病院のただ短絡的に無理ではないだろうか、駄目ではないだろ

うかという話には僕はならないと思うのです。その辺のところはどういうふうに町長考えています

か。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 全くそのとおりだと思います。要するに行政として一番重視しなければな

らないのはまず予防だと思っています。そういう中でこれからの時代はどうかと、在宅ですよね。

まさしく時代は在宅の時代だと。ただ、国の制度がそういうふうに向けています、はっきり言って

ですね。その在宅医療に対する対応なのですが、それはまさしく公立病院でなければできないかと

言ったら、そんなことはないですね、診療所がありますので。白老町にも医師会があります、毎年、

私も出ていますけど。医師会との連携をどうできるかというのが大きな課題になろうかと思います。

今後の病院のあり方についても地元の医師会とどういう連携が取れるかというのが大変重要な問題

だと思っています。 

 それと社会的入院。療養型、国が半減すると言っています。この辺が一番大変なところでござい

まして、今、町立病院でも16 床設けているのがその社会的な部分です。ただ、これも絶対町立病院

でなければ無理かという部分がありますよね。町立病院に16 床設けるために、例えば5,000 万かか

っていますよと。では、それを 2,000 万で民間でお受けできないかと、町が出してですね。そうい

うこともできるわけですね。別に持たなくても。ですから、今、言いましたように地元の医師会が

どういう協力をしていただけるか、どういう連携が組めるかというのが非常に大事だと思います。 

 それと、今まさに医療と福祉の連携がこれからますます重要になって行くのではないかなと思っ

ています。ご提言ありがとうございます。 

○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） 理解してもらってすごく嬉しいのですけれども。一つ。ちょっと僕も

言葉足らずだったのかもしれませんけれども。医療行政という形で、要するに一つのセクションと

してそういうことを持つ考え方はないかと。それに結局町立病院の今の施設と併用するかどうかと

いうことは考えられないかということです。それはなぜかと言うと、今まさに言った地域間連携。
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要するに民間病院のお医者さんで、僕が言っているのは公になりますから、ということは全町民の

健康状態だとかいろいろな部分のところの、要するに例えば大学病院に入れるよ、それから、今言

ったように16 床しか町立でいいのですかという話を、やはりきちんと患者さんの要するに町民、地

域の人ですよね、そのニーズに合った対応ができるような形ができるセンターを作ってほしいと言

っているのです。それも町立病院の中に組み入れられないのかと。そうすると町立病院の 16 床だっ

て、一般病床だってどうなのかというのはそこで出てくると思うのですよ。お医者さんの数もやり

方も。そういうことを言っているのですけど、どうでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） まさしく先ほど言いました包括医療というようなことだと思うのですが。

それを病院なら病院に置いてですね、様々な対応をすべきだと。行政に置くと。当然ですね、病院

のこれからの方針を出すにあたってはその辺も実は出てくる話だと思います。三連携でもそうです

けど、その辺は当然考えなければならないと思っていますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうぞ。８番近藤委員。 

○委員（近藤守君） 今日の町長の冒頭からのお話を聞いて非常に、私、３年５ヶ月お付き合いを

して一番苦渋にみちた、本当に大変だなということがひしひしとわかりました。大変ご苦労されて

いるなと思っております。そういうことで我々も各地域に行って、いろいろ研修してきたのですけ

ども、全ての病院は院長自ら来て改革の先頭に立って、それを進めているという状況にあります。

そこでですね、このようなことを言っていいのか悪いのかわかりませんけども、白老町においては

やはり院長さんと町長さんとのいろいろな打ち合わせとか、そういうものはかなり多くやっておら

れるのかいないのかですね。まず、その辺をちょっとお聞きしたいのですが。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 今回も予算の中で繰出ししないという件については、医院長に私が直接お

会いして、その時は１時間ほどお話してきました。その前は４時間半、喧々諤々お互いに思ってい

ることを全部言わせていただきました。やっていますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） ８番近藤委員。 

○委員（近藤守君） では、早急に結論を出さなくても、その方向が出きた時点で、方向を出され

ても私は結構ではないかなとこのように思っています。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうぞ。11 番氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も１つ、２つだけ、ちょっと町長にお話しておきたいなと思うのですけ

ども。たぶん、この町立病院が成り立たないというか、利害関係だけ捉えると成り立たない状況に

なってきているというのは、やっぱり町民と病院との信頼関係がなかなかそこには成り立っていな

いというかね、そういうふうにして感じられてならないのですね。そういった形の中で病院の形を

どう変えていったらいいのかという話を、今ですよ。これから５年、10 年かけて例えばこういう方

向に持って行きましょうよという話の次元であれば、いろいろな話が今できるのかなと思いますけ

ども。今まで議会としてもそういった場面を捉えながらこの時点に来たというわけではなくて、本

当に今この時期、町の財政が今、本当に大変だという中でどうしようかと。本当にこの４年間の町
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長の決断を仰ぐような形になっていると思うのです。僕はやっぱり町民と病院との信頼関係が成立

しない中でこういった形をどう変えたにしても、それは今、意味の成さないことではないのかなと

思います。 

 それはたぶん、僕達が行って来た視察の中でも感じられることは、やっぱりそこの町立病院とし

て成り立っている病院というのは、そこには本当に町立病院という一つの病院しかなかったりです

ね、近くに病院になかったり、町民の８割の方々がそこに通われていたり。また、もっと言えばで

すね、本来であれば町立病院として成り立って行けるのに、これからの医療のそういった考え方の

中で、例えば県なり、市は公立の病院を持たないという方針を打ち立てている先進的な町もあった

ような思いで帰って来ました。 

 ですから、僕は結局、病院のあり方、役割というのは町長が先ほどから言われているとおり、今

の現状、どうあるべきなのかということを町長は今、頭に入れられて考えられているのではないか

と思いますけども。例えば、今の規模。先ほど事務長も言いました60 床を基本にこれから利益を上

げていくとかというそういう考え方は今は捨てるべきではないかなと僕は思っています。その辺に

ついて僕は、町長に答えを聞こうとか何とかではなくて、自分は今まで病院の視察やなんかに行っ

たり、それから、この３年ぐらい町立病院についていろいろなことを考えてきた中、また、町民の

方々といろいろなことを話してきた中で、やっぱり出る結論というのは今の形はもう無理だという

ふうにしか考えられないような気がしてなりません。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 全くそのとおりでですね、ですから、私も今、２億あったら何ができるか

というようなことを考えなければならないと思います。１億 7、8,000 万ずつ十数年、下手したらも

う 20 何億ですね。今、この時期に 20 何億あったら高齢者の人たちも、福祉関係、教育関係につい

ても、もっといい仕事ができたはずなのです。一番残念なのはですね、こういう機会と言いますか、

議会と行政側が町立病院についての議論をほとんど20 年くらいして来なかっただろうと。これは行

政側が大いに反省すべき点かなと実は私、思っています。いかにお医者さんの確保が大変な時代で

あってもですね、やはりこういう機会は持つべきだったなと思っています。病院運営審議会なるも

のがあってですね、皆さんは一生懸命議論していただいたと思うのですが、やはりこれは町立病院

の存続と町立病院のあり方については、やはり町民の議論が二分すると思います。そういうことで

私は、まずは議会の皆さんが全員で視察に行っていただいたというのは大正解だなと思っています。

それを持って今日このように皆さんと議論できるわけでございますから、本当にこれからもまずは

議会にもきちんと情報を流す、そして、議会と議論する。そして、その情報を町民にきちんと周知

するというのが我々行政の本来基本だと思うのですが、そういう機会が設けられなかったというの

は行政側の責任だと思っています。本当に残念なのですが、これはもう我々側の責任だと思います。

それで改革については、決まったことは断行するという考え方でおりますのでご理解いただきたい

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） 僕もですね、決して行政側だけのことを云々言っているわけでなくて、こ
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ういった機会を今まで持てなかった議会としての、やっぱり責任みたいなものも僕はあるような気

がしてならないのです。こういった機会を通してですね、やっぱり一つのある一定の方向性を見出

して行かなければならないというのは議会として責任もあるのではないかなと思います。そして、

今、町長が言われたとおりですね、やっぱり議会と行政が財政の面だとかいろいろなことでこうい

った討論をしなければならない。その時期がやっぱり今だったのかと言われればですね、やっぱり、

もっと前にしておくべきことだったのだろうなと思います。僕は議員になってもう４年になります

けども、やっぱり町立病院を中核にして三連携というのがあるべきだというそういった理想を自分

では持っていた一人であります。ただ、今回の視察だとか、この何年間かの町立病院、それから、

地域、福祉という部分で考えた時にですね、それはやっぱりそうではないのではないかなと頭に浮

かんできたことが自分としては情けないというかね。そうではないのだと決めつけることではない

のだなということがすごく感じられて、今のここの場所にいるというのが現状であります。ですか

ら、あくまで町立病院でなければできない三連携ではなくて、地域医療含めた中での三連携ができ

るのであればですね、三連携を無視するというわけではなくてしっかりやって行けるのではないか

なとも思っていますのでその辺をまた考えていただければなと思います。 

○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） 何点か簡単に聞きたいのですけども。当然、町長が言われた公立病院の役

割はきちんと果たすということについては十分理解していますから、そのことを理解した上でお尋

ねをしたいと思うのですけれども。一つはね、なぜ、このような状況になったのかということが今、

話されました。この原因というのはね、やっぱり理事者側もそうですけれども、議会側が質問の中

で取り上げれば取り上げられないことはないのですね。そういうことがやっぱりきちんと行なわれ

て来なかったと。夕張の一番の反省はやっぱりそこにあるようです。夕張の市立病院がなったとい

うのは。ですから、市に病院の運営の明確なビジョンが無かったということと、現場の声が全く市

に届かなかった。ここに議会が果たす役割も無くなってしまったというのが夕張の状況だという分

析をされています。これが全部正しいかどうかわかりませんけれども。一つは、やっぱりそこを我々

がどう見るかということだと思うのですよね。これが一点です。それで、このことについては今、

町長の答弁ありましたからいいです。 

 もう一点はですね、町民の声をどう聞くかということなのですよ。これは今、町長、いみじくも

おっしゃいましたけれども意見は五分五分だと。我々がたくさん聞いた中にもあります。今は町立

病院にはかかっていないけれども、本当にこれから高齢化になっていった時に、本当に町立病院が

ほしいのだと。それから、一般病床というのが白老では町立病院しかないのですね。逆なのですね。

療養病床はあるのですけれども、一般病床が白老では町立病院にしかないと。ここのやっぱり果た

している役割ですね。もちろん、これが民間であってもこういうことが引き継がれるかもしれませ

んけれども、そういうことに対する内容が町民の方々がほとんどわからないで判断しているのです

よ、今。いったい一般病床と療養病床とどこが違うのかと。一般病床が町立病院にあることが本当

に町民にとってプラスになっているのだよというふうに思っている人が意外と少ないのですね。で

すから、今の病院の状況は確かに町長が言われたように、一年ぐらい前までの話で言えば、病院は
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不親切でどうにもならないというようなことなのだけれども、そういうものがずっと続いているだ

けのことなのかどうか。そこら辺を本当に町民の意見がきちんと反映できる仕組み・システムをや

っぱり作りながら、議会も町側も、今、病院の判断を出さなければ駄目ではないのかなというふう

に思っているのですよ。まず、第 1 点目、そこら辺を町長としてはどういうふうに考えられている

か。これはちょっと運営上の問題ではなくて手続き上の問題ですから、きっと聞いてもいいのでは

ないかなと思いますので。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） まず、町民の声をどう聞くかと。これは当然ですね、議会と行政側である

程度決定した件についてはですね、自治基本条例もございますので、前段で言うか、後段になるか

は別にしてですね、これは必ず説明責任はあると思います。その際、できましたらですね、決定し

た案件については議会の皆さんの方からも機会がございましたら、こういうことでこうなったとい

うような説明はしていただきたいなと思っています。 

 それと、一般病床は町立病院にしかないと。一般病床が無くなるという次元で私はお話したつも

りはございませんので、それについては・・・。 

 町民の声をどう反映するか。過去にいろいろございました。病院の中でもご意見箱を設けたりし

てですね、あれ以来かなり、その都度、事務長、院長が見て何かあった場合にすぐ改善してきてお

ります。ですから、ある程度は反映しているのかなと思っていますが。ただ、問題はですね、やは

り赤字でギリギリやってきている関係もありますので、僕は一番問題だというのは看護師に対する

今の医療技術の研修みたいなものを民間の病院であればやっているという話を聞いていたのですね。

院長ともこの前議論した時に出てきたのですが、なかなか、そういう予算等の関係もある、人員も

ギリギリでやってきているということからその辺が十分ではなかったのかなという部分があります。

逆にそういうものが看護師の自信とは逆な方向に行ったのかなと。不安にもなるだろうし、そうい

う部分では今まで赤字であって人員もギリギリと、余裕もない中でやってきていますから逆に体制

としては悪循環にならざるを得なかったのかなと思っています。こういうのも私、理事者がですね。

職員ではやっぱり限界があるのですよ。これはやっぱり私も含めた理事者の責任だと思っています、

こういうものはですね。いち早くそういうものをきちんと察知して、これはこういうふうにすべき

ではないかと。今は理事者会議とかいろいろやってですね、課長さんを呼んだりいろいろやってい

るのですけど。私も早くそういうものがもっと先にわかればですね、いろいろな対応ができたかな

と思っています。この間も院長とお話しましがいろいろな課題があります。客商売と言いますか、

サービス業でございますので、そういう部分から、これから、明日からもできることはたくさんあ

りますので、改革決定するまでは、きちんと今よりも明日がよくなるように頑張りたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の町長が言われたことはわかりました。何も方向がなくて町民とお話す

るというのは大変です、何かありませんかと聞くわけにはいきませんから。それはわかっています。

ただ、それがコンクリートというか一定限度の方向づけ、方向が決定ではなくて方向づけがされる

ような段階で町民の意見を聞く必要がないかということなのです、具体的に言うと。なぜかと言う
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と、例えば本当に13％の人しか来ないということが、どれだけ町民の人が知っているのだろうかと。

残してほしいと言っている人の中で町外に行っている人たくさんいます。これは事実そうです。企

画課かどこかがやっているアンケートなんかも私はそうだと思っています。ですから、そういうこ

とを本当に町民の人がどれだけ知っているのだろうかというふうに、町民の中に入る中でそういう

ふうに思っているのです、今、私は。ですから、まず一つは、国保の13％の人しか来ないというこ

とが本当に町民の人が知っているのだろうかと。「いや、これは大変だからもっと行こう」となった

時に、例えば 25％なり 30％来たら、それで赤字が解消されるかと言えば、されませんよね。たぶん。

どこまで来ればお医者さんが診られて、どこまで来れば黒になるかぐらいのことはやっぱり町とし

ては押さえていないといけないのではないかなと本当に思うのです、私はね。病院を改革するとい

うことは単に町立病院が赤字だからやめようということではないと思うのですよね。今の状況で行

ったら、本当に白老町自体がどうなるかということを町民の皆さんにわかってもらわなければ駄目

なのですよ。そのわかってもらう行為をどういうふうにやるかというところが僕はすごい大切だな

と。だから、いろいろな話が出ます。お医者さん一人あたり診ている数がこうだと、では、お医者

さんがみんな同じ数を診たら35％来ても、藤沢町のように50％来ても病院は大丈夫なのかと、診ら

れるのかという辺りなのですよ。それを数で示せとかというのではない。そういう議論がきちんと

されているか。 

 もう一つはね、僕は変わるというのはかなりのスピードで変わると可能性があると思うのですよ。

例えば、私が視察に行った京都の大栄病院。今のいろいろな形の中で新聞報道、テレビ報道にされ

ています。いまだに長隆さんはここを例に挙げてお話をされているようですけども。そこの看護師

長さんがいじみくも本当に言っていました。「私たちはそういうふうになるまでは本当に期間が短か

った。」と。その時にね、「本当にたくさん入院しない方がいいと思った。」と言うのですよ、本人が。

ところが、自分たちが指定管理者を受けた独立行政法人で受けた時に、「やっぱりたくさんの患者さ

んがいなかったら駄目だと思うようになって自分が患者獲得のために一生懸命時間外でも歩いた。」

と言うのですよ。今の白老町立病院の中でそういうことが考えられるかどうかはちょっとわかりま

せん。わかりませんけど、それだけ劇的にやっぱり変わる場面というのはあるのかなというふうに

思うのです。最後まで私はそういうことを感じながら今の、先ほど同僚委員からあったように在宅

医療のことを考えた時に、町長は公立病院の果たす役割をきちんと果たすというふうにおっしゃっ

ていますから、その第一段階で言っていただければ私は全く問題ないと思うのだけれども、そうい

う視点でものを見てみることも必要ではないかと。それは、ベースに町民があると。町民の意見を

どう聞くかという、そこの部分でどう考えられますか。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） ちょっとニュアンスが違うのですけど。公立病院の果たす役割と言いまし

たけど、そのまま残しますよということに聞こえるのですね。公立病院の果たす役割をどこか担う

ところがあるかもしれないということですね。 

○委員（大渕紀夫君） わかります。そういう意味です、僕が言っているのは。 

○町長（飴谷長蔵君） わかりました。それとですね、今、町民の方がどれだけ知っているのかと
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いうことは、逆にどこまで町立病院の果たす機能を知っているのだろうかと。風潮というのは結構

大規模病院との比較も出てくるわけですよ。要するに医者の数も違う、専門医の数も違う、診療科

目も違うというそういう事実もあります。それと、私が今これから決定するわけでございますけど、

どのような形になろうが常に相手がいるのですね。ですから、私は事前の情報開示と言いますか、

事前に町民にこのような形でいかがでございましょうかなんてということをやったら、私のやろう

としていることは全部ペケになると思います。それなりの調査をして、それなりの事実を掴んでで

すね、確信を持って町民の皆さん、町民の皆さんの前に議会ですけど、議会の皆さんに提示しよう

と思っています。その時はまた、今日みたいな活発な議論の中で決定したいと思います。ただ、い

ずれにしても相手がある話でございますので、なかなか難しい。相手というのは今いる看護師さん

もお医者さんもいます。どのような形になるかはわかりません。常に相手がある話です。事前の開

示についてはちょっと検討させてください。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） すみません、伝わり方が違ったと思うのだけど。例えばどのような形でも

新しい形になったとしても、これはやっぱり白老町民の人が行かなければ駄目なのですよ。もちろ

ん町長は今、行く施策の中で物事を考えているからそうなるのだけどね。私が言っているのは白老

の恩恵を受けるというか、今、恩恵を受けている人も恩恵を受けていない人もいるけれども、それ

は全部町民なのですよ。だから、町民の人たちが病院に対する意識がもっともっと上がらないと、

例えば新しい違った形の病院ができたとしても、そこにも18％ならやっぱり同じくなってしまうの

ですよね。だから、そういう実態をきちんと、こういうふうな形にするというのではなくて、今の

町立病院でもきちんと役割を果たさせるということを含めて、町民にしてもらって、やっぱり町立

病院に行ってもらったり、新しい形でも行ってもらう、そういう手立てが必要だということだとし

たら、町民にもっともっとそういうことを言っていかなければ自治体自体が、病院自体が、理事者

自体が、我々自体がもっともっと町民に言っていかなければだめなのではないのかなということな

のですよ。だから、それは決定してコンクリートになった時に、こういうことで白老の病院は守ら

れましたというふうに言うのか、そういう意識を上げていくのかという違いがあると思うのですよ。

そういう意味のことを言っているのですけれども。 

○委員長（吉田和子君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 非常に難しいのですよね。例えばですね、今の状況の中で限りなく許容範

囲内で赤字収まりますよと言った場合にですね、必ず付いて回るのが、間違いなく 100％、改築が

伴うと思います。改築が伴うとなったら、また 20 億を借金です。それで 20 年間、いいお医者さん

がきちんと集まって、看護師さんの意識改革も全て終わっているのであればできると思うのです。

今、看護師さんは准看で50 歳前後の人が多いですからね。その人を意識改革した頃に定年になって

しまうのですよ。事実を言うとですね。ですから、私は本当にこういうしたいという段階で議会に

相談申し上げますけど、その時は私も本当に何とか理解してもらいたいということだけです。よろ

しいですか。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうぞ。９番吉田委員。 
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○委員（吉田正利君） 先ほど、近藤委員からもちょっと話がありましたら、町長と病院が意思疎

通、それから、今後の人、物、金の問題でも非常に経営が苦しくなっている病院体制を再建すると

いう趣旨の協議にあたっては先ほど町長が院長と４、５時間話したという話をされましたが。これ

は今、その方向性については、例えば今、町長が話されていることを病院側としてどこまで行って

も全く同体だと、同じだと、考え方は変わらないよというような態勢になっているかどうか、これ

が一つ懸念されることなのです。先ほど、いろいろと懸念された中で、一番やはり、病院の看護師

さん含めてそうなのですが、実際に経営するのは病院側でございますのでいくら立派な施策を立て

ましても、そのスタッフがうまく行かなければ目標達成されないわけでございます。その意味で、

今、一番大切なのは病院側と理事者がどこまで意思疎通が整っているのかと。言えないこともある

と思うのですが、その度合がやはり一番気になるわけでございます。 

 次に一つ、町民とのコミュニケーションの問題なのですが、やはり、できるだけ早いうちに町長

が結論を出した暁には町民の皆さんにある程度を町長の結論づけた方向性を打ち出して、そして、

町民に乗ってもらうという方法をやはり取っていかなければ、実際に病院にかかるのは町民でござ

いますので、それもやはりうまく行かないだろうというような気がします。そうふうな意味で一つ、

今、聞きたいのは、先ほど話したように、病院側と理事者の意思疎通がどこまでできているのだろ

うかなと。これは看護師さん方を含めてちょっと気になる話でございますが、その点について一つ、

お話いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君）  意思疎通というのはですね、私の今後の方針に対しての話は院長には一

切言っておりません。今の現状でいかに赤字を圧縮できるかというお話でございます。今の院長が

あと５年はいますよということであれば、いろいろなことができるのでしょうけど。１年で代わる

お医者さんもいますし、そういう部分ではちょっと限界があるのですね。ただ、日常的に看護師の

意識改革だとか、お医者さん、院長である自分の部下に対する意識改革についてのお話はさせてい

ただいています。ですから、議会に対して今、私が言いました案件については、院長についてはほ

とんど知らないと思います。こういうことはですね、唐突にやらないと大変なことになるのですね、

医者に全部撤収されたら。医者が撤収されるのは構わないのですけど、患者が残るわけです。です

から、何かあった場合にですよ、その辺もきちんと頭の中に入れてやらないと。だから、かなり慎

重にこういう改革というのはしなければならないということです。どのような形にしろですね。今

の形で規模をグッと縮小する、いろいろな方法があります、５つぐらいありますけど。ですから、

私はもうそこまで実は考えてやっております。ですから、今日の情報も本当は。結論は出していな

いということははっきりして、今、新聞記者がいなくなったのですけど、結論めいたことは私も一

切今日は言えないし、変に誤解されても困りますので。院長とは改革をしなければならないという

部分では共通していますが、今の現状のままでというのみでございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他にございませんか。私の方から何点かよろしいでし

ょうか。 

 私も今日あるということで今までのをちょっと総括してみました。公立病院であろうと経営の原
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則というのは「入る量ありて出る量を制す」ということでやるのが基本だというふうに言われてい

ます。しかし、公立病院という一つの考え方の違い、それから、公営の制度上の制約、規約、これ

が公立病院にありますから、病院長、首長と言えども、その裁量を持っても制約や規制が多くてな

かなか改革ができないというのが今までの病院の経営の中であったことで、そのことが今の病院の

赤字を生んだということなのですね。先ほどらいから話が出ておりますけれども、病院の経営悪化

は病院だけではとどまらないと。自治体の財政の悪化を招いて、自治体サービスの後退を余儀なく

されていくということで。これは先ほど、病院に通っているのも町民なのですが、その被害を受け

るというか、損失を受けるのも町民であるというふうに私は考えています。先ほどから議論があり

ますけれども、公立病院のなすべき役割というのがあるのですが、良質な医療の提供というのは今

は公的、民間の違いなくなっているというふうに言われているということなのですね。その中から、

今後検討されることだと思うのですが、今回、江別のいろいろな病院の問題で医師の引き上げがあ

ったということで、平成６年度の決算は、江別は１年間だけで14 億円の損失が出ているのだそうで

す。そういったことから自治体病院の経営体力を本当に弱めているのは医師不足、それから、看護

師不足、それから、もう一点はいくら経営が悪化しようと病院の医師、看護師らが当事者意識を持

てるかどうかだということが一番重要であるというふうに言われているのですね。そういうことか

らいくと、なかなか解決できないものがあるということで。先ほど、大栄病院の話が出ましたけれ

ども、職員の給与縮小ができたのですね、指定管理者制度をやって。そのことを医業収益に対して、

2003 年度は83％だったのが、2005 年には 107％に医業収支比率が変わったという結果が出たという

ことなのですね。そういうことから含めると、先ほど町長は今の病院の現状の医療の水準は最低限

確保するという上で、限られた医師数、医師というのは限られていると思うのです、その限られた

医師でやっていきますから、医師は過労とか、それから、待遇のいい病院へどんどん、どんどん移

行していくだろうと。そういったことから医師不足が出てくると。私は全面適用の病院も見てきま

した。これは町長と院長の方向性がきちんと合致したということだったのですね、成功した理由は。

本当にそういった形のものが出てきてほしいと私は願っていますけれども、それが本当に可能にな

るのかどうなのかということが一番、今、これからの方向性を決める時に出てくるのではないかな

というふうに思います。 

 それともう一点は、今、北海道全道自治体病院がもう６割以上が赤字だということなのですが、

士幌町のように、ここも今、２億 6,000 万ぐらいの町の持ち出しがあるということなのですが、こ

こに通っている町民がこの病院の危機を感じて、病院を守る会を応援団として立ち上げてきている

という。まだ、そこは病院やめるとかそういう話しが全然ない中でも、そういう町民の動きが出て

きているという、そういう前提的なものを判断して。私はまだ、ここまで町立病院が３月に結論を

出すということになっても町民の方々の動きが見えてこない。何かまだ任せているところがあるの

かというようなそういうものも含めて今後、町民の意識改革と病院の意識改革が合致していかなけ

れば方向性がきちんと、公設公営ではやはり厳しいのではないかというふうに結論を持っているの

ですけれども。そういった面で答えることは何もないかもしれませんけど。飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 私、実は今回の町政執行方針にも出させていただいたのですが、私はマラ
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ソンではなく駅伝で行きますと。マラソンであれば自分のペースでできますからあれなのですけど。

ただ、今ですね、10 年以上かかった懸案を今やっているわけなのです。ですから、いろいろな議論

ありますから町民もわかっているのかなと思っていました。その分、情報開示していたかどうかと

いうのは、あまり開示していなかったのかなと思うのですけど。なぜ、あと任期７ヶ月ちょっとで

ある私が今、その前に出すかということを考えていただきたい。今まであれば間違いなく 100％先

送りしたでしょう。選挙があるという理由でですね。選挙があるからこそ、こういうものはきちん

と出すべきだと思うのです。先ほども言いましたけど、無いよりある方が絶対にいいのです。そう

いう反対をする人も出てくるでしょう。ただ、私に言わせたら10 数年前からですよと。それを今ま

で手つかず、塩漬けにしていたわけですから、私自身は勇気のある行動をこれから起こそうという

気概でおります。ただ、それにしても民主的に決定にあたっては議会の皆さん、町民の皆さんにき

ちんとわかるように説明しようと。議会とも議論しようと思っています。学校もそうです。保育所

も任期内にやります。だからと言って、私は暴走しようとは思っていません。ただ、こういう塩漬

けであったということを、まず一番先に町民に言おうかなと思っています。事実を言わないと改革

というのは出来ないのです。役場の中でも改革に関してですね、理事者が決断を下さなかったとか、

組合が厳しかったとかという議論もあるのですけど、そんなの理由にならないのですよね。やらな

かったという事実だけなのです。要するに、その整理を今、議会と我々がやっているという事実だ

けですから。ですから、これをやらないことには白老町の財政改革もないと思っています。今の財

政状況の中で病院をどうするかと。病院をどうするかではなく、今の厳しい財政状況の中で病院を

どうするかという視点で、今、私は決断を下しますのでご理解いただきたいと思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

                                           

    ○閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君） それでは以上を持ちまして、白老町立病院に関する調査特別委員会を終

了いたします。大変どうもご苦労様でした。町長、どうもありがとうございました。 

 

（閉会 午後 ３時２６分） 

 


