
 1 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

それでは、181 ページから 182 ページまでの墓園造成事業特別会計全般について。決算書は

231 ページから 234 ページでございます。 

質疑がございます方はどうぞ。ございませんね。 

それでは、次進みます。185 ページから 189 ページまでの介護保険事業特別会計全般につい

て。決算書は 236 ページから 251 ページでございます。 

質疑がございます方はどうぞ。ございませんか。ございませんね。 

それでは、次進みます。191 ページから 194 ページまでの特別養護老人ホーム事業特別会計

全般について。決算書は 253 ページから 262 ページでございます。 

質疑がございます方はどうぞ。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 寿幸園が 18 年度建設になりまして、19 年の３月に移行したわけなの

ですけれども、そのとき移行する以前の寿幸園の説明の中で、職員の待遇。町職員はそのまま

１年間残るという形で、臨時職員等は、その後１年以内の間に正職なりいろんな形でそちらの

指定管理された所に採用されていくのではないかというふうに記憶しているのですけども、今

の状況、どのような形に。今の職員たちは移行されてそのまま残っているのか、臨時職員とか、

そういう方たちは職員に移行だとか、そういう形が段々見えてきているのか。まだそれは１年

後になるのか、その辺どのようになっていますでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 千石健康福祉課参事。 

○健康福祉課白老町特別養護老人ホーム寿幸園担当参事（千石講平君） まず、臨時職員の関

係をも申し上げますが、指定管理者へ移行に際しまして、基本的に希望する職員につきまして

は全員新しい寿幸園の方に移っていただくということで、希望されました職員については希望

どおり移っていただいたという経緯がございます。ただ、旧寿幸園で臨時であった給食部門に

つきましては、新たな指定管理者の下で委託会社の方に移行したという経緯がございます。現

在の状況でございますけれども、そのうち４名の方が８月末、７月末、９月の中旬で新しい職

場の方に移られたと、退職されたというふうに聞いております。以上です。  

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 公設民営の形、指定管理ですから民営と言って良いかどうかわかりま

せんが、公設ということは、まだ町側からもいろんなことで意見を述べたりとか、手を出すと

いうことはないと思いますけれど、状況を見るとか、そういうことは可能なのかなというふう

には思うのですが、やはり今までは公設公営で公の実施状況と民間を委託した、その民間委託

が悪いとか、そういうことではなくて、民間へ委託されたことでの職員の中での介護に関する

考え方、きっと違うと思うのですよ、民と官との考え方が。そういった選ばれた職員の新しい

職場はもちろん求めていったことは、それぞれの思いで、それがどうのこうのということでは

ないのですが、ただ今までずっと寿幸園にいた方だと思うのです、何年も。変ったことで移行

したということは、その公と民の間の中の介護に対するものの見方だとか、考え方がかなり格
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差がある。民が悪いとか、そういうことではないです。そういったことでの介護の違いに戸惑

ったり、そういうことで辞めたということではないのでしょうか。当然あると思うのですよ。

そういうことでの行き違いなのか、そういった所に町として何か関わることが何かあったのか

無かったのか、その辺をちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 千石健康福祉課参事。 

○健康福祉課白老町特別養護老人ホーム寿幸園担当参事（千石講平君） 先ほど申し上げまし

た、辞められました４名の方の事情についてですが、それぞれ私も定期的にお会いする機会が

ありまして、辞めるにあたってもどのような事情だということもお聞きはしております。個人

的な家庭の事情で辞められた方も中にはおられますし、また今おっしゃられました、介護の仕

方であるとか、そこら辺で若干思い描いていたものとの際で決断をされたという所もあるよう

に聞いています。ただ、そこら辺が他にも基本的には移っていて、残っている方もおられます

ので、個々の捉え方とか受け止め方にもよるのかなということで、全てそれが原因というふう

には捉えていないという状況です。 

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、職員の関係とか寮母さんの関係でお話し伺いしましたけれども、

私はやっぱり入居者が受けている介護がどうかということが一番大事だと思うのですね。まだ

問題点があったということではありません。ただ、そういった声に耳を傾けながら、町として

そういったことの状況確認だとかできる状況にあるのかどうなのか、今後もそういうようなこ

とが出てくる可能性が無いとは言えないと思うのですね。そういった時点で、町というのはど

この辺まで、これは難しいことなのかなと思いながら、どの辺まで見て、入居者に対して何か

あったら、それは徹底して言っていけるのではないかと思うのですが、介護の仕方とかそうい

った面での見聞きした中で、そういったことでの定期的な施設へ行っての管理の状況を見ると

か、そういったことが今後可能になっていくのかどうなのか、その辺を１点伺いたいと思いま

す。 

○委員長（及川 保君） 千石健康福祉課参事。 

○健康福祉課白老町特別養護老人ホーム寿幸園担当参事（千石講平君） 指定管理者の業務の

状況につきましては、協定書に基づきまして定期的な報告を受けたり、また随時の立ち入り等

も規定されておりますので、それに基づいて現在まで行なってきている状況です。また、指定

管理者の方から入居者について、またはご家族、また後援会等についてのご相談もありますの

で、それに答えながら入居者にとって良い環境を作っていただきたいということで、常日頃連

絡を密にしていく状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ございませんね。 

それでは、これで特別会計の決算審査に関する質疑が全て終了いたしました。 

特別会計の歳入・歳出決算全般について、特に今お聞きしたいことや質疑もれがございまし

たらどうぞ。 

14 番、大渕紀夫委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 工業団地造成事業特別会計でお尋ねをしたいのですけども、ちょっと

緊急なことがありましたので、席を外しましたので申し訳ありません。ダブった質問にはなら

ないと思いますので、お願いいたしたいと思います。 

工業団地造成特別会計、14 億程度の赤ということなのですけれども、今まで売った土地の売

り上げの分につきましては、全部この会計に入っているわけなのですけれども、政策的な考え

方で、当初は赤字になるということでの計算式ではなかったように記憶をしております。それ

が途中から変りまして、政策的に土地を売るということになっていって、現状になっていって

いるわけですけれども、当然造成をきちっとしていなかった場所も含めて一時は算出をして、

全てどういうプラスマイナスになるかという計算をした時期もございました。現在の状況で言

うと、残った土地を今の価格で売ったとすると、最終的に差、結果的に今の金額と売って売り

上げの差がどれ位になるか、まず１番目にお尋ねをいたしたいと思います。 

同時に、現実的にその差を埋める手立てというのが、どういう手法があるかという、この２

点をまずお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岩城産業経済課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） ２点ご質問あります、一点目の差のご質問でございます。ご

承知のとおり、工業団地の価格は、当初の造成原価方式、造成に要した費用を全体面積で割っ

た価格、造成原価方式を採用してございましたが、長引く景気の低迷等々によりまして、なか

なか土地が売れないと、何とか企業進出させたいということから、時価売却方式、それは不動

産鑑定等、それから近隣の工業団地等々と十分判断した上で、時価売却方式を現在とってござ

います。それで、ご質問の、残っています現在の未売却面積に、現在売っております１㎡あた

り、工業団地では 5,000 円。特別工業地区におきましては 5,600 円、こういった価格をかけま

すと、試算としては約 10 億 7,400 万円。端数整理してございます。先ほどのご質問にあります、

現在の累積赤字が 14 億 2,200 万円でございますので、差が 3 億 4,800 万円になるというふうに

捉えてございます。それで２点目の手立てはどのように考えているかということでございます。 

当然、新財政改革プログラムにもこの内容を盛り込んでいかなければならない所でございま

すが、まず土地を早く売って、なるべく利息がかからないように対応していかなければならな

いということは第一番なのですが、２点目としては、私共は特別工業団地会計に一般会計から

の繰入をお願いして、この部分の差を何とか埋めていきたいと、このように考えております。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 土地の売却代金が全部入っているということであれば、ここは問題な

いわけですけれども、一般会計からの繰入の根拠なのですけれども、一般的に言えば法人税、

固定資産税、住民税まで入るかどうかは別にしまして、こういうものが見合い分がという考え

方もございますし、同時にやっぱり一般会計から繰り入れなければ、こういうものは解決しな

いというふうな考え方もあると思います。一般的に例えば近隣の苫小牧や恵庭や千歳。こうい

う所は、ちなみに一般会計からの繰り入れをして、こういう工業団地造成みたい、特別会計に

しているかどうかわかりませんけれども、そういう運営をされているかどうか、調べたことが
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あるかどうか。また、もしそういう所の、近隣の状況がどうなっているかわかれば、一つ教え

ていただきたいと。 

同時に、これは算出していなかったら結構ですけど、今までこれだけの土地を売った分で、

固定資産税と法人税でどれくらい入っているかという試算をされているかどうか。この２点、

お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岩城産業経済課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） ２点ご質問ありまして、１点目の近隣の工業団地会計、それ

ぞれ一般会計の繰入があるかどうかと。これは、直接出向いてはいないのですが、電話等の確

認を行なっております。過去においてはそれぞれ一般会計から工業団地会計に繰り出しをして

いると、そういう状況はあるということで聞いています。その全体の率等々はまだ詳細は聞い

ていませんが、実態としてどうかという部分はそういう確認は得ております。 

それから、２点目の経済効果でございます。６月の第２回定例会で、同主旨のご質問があっ

たとこでございますが、このときは過去５年間ということで、固定資産税、町民税等々含めた

直接効果が約７億 5,000 万あると。それに加えて経済波及効果も、これの 1.8 倍程度あるとい

うことを報告させていただきましたが、ただ今のご質問は、工業団地の立地企業。企業さんが

ここに来てからのトータルのご質問かと思いますので、平成元年から工業団地を売却進めまし

て、現在 30 社、工業団地、特工団地入ってございますが、そのトータル、18 年度までの固定

資産税、町民税、上下水道料等の直接効果額は 17 億 3,900 万円。10 万単位端数切手ございま

すが、17 億 3,900 万円、これが直接効果として抑えてございます。なお、この他に衣、食、住

と言いましょうか、約 800 人の雇用がございますので、そういった働いた方の住宅、いろいろ

な食生活上必要なものというのは波及効果としてございますので、一般論として言われる 1.8

倍をかけますと、30 億を超えているという状況で私共は抑えてございます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） そうしますと、直接効果で 17 億あるということになりますと、これ

はもちろん企業が立地したことによって、町民も潤うということですから、当然町民のいろい

ろこのお金が遣われるということは、何もおかしなことではないと思うのですけれども、しか

し少なくても３億 5,000 万の赤字があると。ここに一度も一般会計から繰り入れていないとい

うのは、やはり政策的に私は、これはおかしかったのではないかというふうに思うのですよ。

入れない理由というのは、もちろん政策的な時価売却方式をとった段階で赤字が出るわけです

から、それまではかかった分で売っていますから、それは赤字出ないわけです、土地だけ売れ

ば。金利の分があるかもしれませんけれども、それだけカバーすれば良いということになると

いうことは十分理解できます。ただ、現時点でそういう状況になっているということから見る

と、少なくても金利かかるということはその時点でわかるわけですから、一定限度の繰入額が

町として必要だったという判断になるかどうか、この点だけお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） お答えいたしたいと思います。ただ、非常に難しい問題だと思って
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おります。その造成した当時は、ある程度の景気の上昇に伴って企業進出があるだろうという

ような考えの元において進んでいたはずでございます。ただ、我々の手の届かない所で景気の

低迷の回復が遅れたということでございますので、そういう大きな要素があるというふうに、

まず前提で捉えることが必要ではないかなというふうに思っております。そういう面から言い

ますと、結果的にはやはり一般会計の、今の時点になって言えば繰り出しが必要だったという

ような結論にもなりますけども、ただ当時としてはやはり順調な分譲地の売却、景気の回復、

先ほど言われました法人税等の納税があるというようなことで考えていたというようなことで

進めた話しでございますので、今の時点でこれが本当の間違いだったというようなことは、も

っともっと分析しなければいけないなというふうには思っております。ただ、結果的には一般

会計の繰り出しをしていれば、このような大きな赤字と言いますか、負債を抱えなかったとい

うことは、これは事実でございます。そういう面で捉えておりますので、今後については、お

聞きしておりませんけれども、先ほど課長の方から言いますように、やはり今やりますのは、

企業誘致を促進して土地の分譲価格にこだわらず、やはり相手さんの企業が１社でも多く来ら

れるような状態で土地を分譲するのが、今我々が一番やらなければならない、そういうふうに

思っております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） その他、ございませんか。 

それでは、次進みます。次に決算書の 264 ページからの「実質収支に関する調書」267 ペー

ジからの「財産に関する調書」並びに「主要施設成果説明書」の１ページ、２ページの「平成

18 年度各会計歳入歳出決算額調」、これは総括表でございます。についてお聞きしたいことが

ございましたらどうぞ。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 267 ページの公有財産のことについて伺いたいと思います。ここに載

っている土地とか建物等、これは白老町の、平米しか載っていませんが、面積としてはこれで

全部これで載っているのかどうかというのが一つと、11 月か 12 月あたりに出されるバランス

シート、あれはあそこにある試算というのは、私の記憶では 37 年か 38 年以降求めたものを載

せていて、それ以前にあるものは載せていないと、こういうふうに説明があったのですけれど

も、そうなりますと、ここに載っている面積が全部であるとすれば、バランスシートの土地と

か建物の坪数とか全部違っていると思うのですが、そういうふうに理解して良いのかどうか、

その１点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） ここに載っている公有財産なのですが、

全てかということなのですが、結論から言ったら全てでございます。ここに三角だとかたくさ

ん付いておりますけれども、これは平成 16 年度から大幅な台帳の見直しを行なっておりました。

今回まとまったことから、これだけの出入りあるということだけご理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（及川 保君） 18 番、加藤正恭委員。 
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○委員（加藤正恭君） バランスシートに載っている資産とこれとは差があると思うのだけれ

ども、それだけの確認で結構です、違うのだということ。 

○委員長（及川 保君） 髙畠経営企画課長。 

○経営企画課長（髙畠 章君） 申し訳ございません。バランスシート持ち合わせておりませ

んので、ちょっとお時間いただいて、確認させていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） なぜ、こういうことを聞くかと言いますと、実は土地及び建物、公有

財産と称するもの、金額が入っていないのですよ。私、大分前から不思議に思うのですが、財

産と称するものは、土地の場合は坪数、平米数と価格というもものが二つ重なって財産として

表示されると思うのですよ。ところが、余計な金はかかります、確かにそういうことを調査す

るエネルギーを費やすのはいかがかと思うけれども、財産というからには坪数と価格。600 億

あるとか、500 億あるとかいうのは、これは当然示されるべきではないかと思うのですけれど

も、監査委員の報告にも財産という所に載っているのですが、この中にはもちろん平米数しか

載っていないのですよ。それで財産と言えるのかどうか。やはり、資産として何か帳簿に載せ

る価格しか載らないのですよ。価格というものが、資産として。資産勘定というのは、お金で

すから。平米数載せるわけにはいかないですから。白老町の財産何ぼあるのと聞いたら、わか

りませんではおかしいのではないかと思うのですけれども、そのあたりの考え方について今す

ぐやれと、こう言っても、相当のエネルギーとお金が必要だろうと思うので、徐々にこういう

ものは整備しておいて、早い段階で、金額で提示するような財産の提示というものが、必要で

はないかと私は思うのですけれども、いかがでございますか。 

○委員長（及川 保君） 髙畠経営企画課長。 

○経営企画課長（髙畠 章君） 加藤委員のおっしゃることも、一部理解できます。ただ、財

産というものは、公の財産というのは、例えば道路だとか河川だとかその他公園だとかいろい

ろありますよね。それというのは、売ることを前提にして持っている財産ではないと思うので

す。ですから、そこの部分については、やはりこれだけ持っていますという面積の表示で十分

足りると思うのですね。道路を売るということには概念として無いですよね。ですから、それ

を価格に反映させるということは、数字としては出てくるかもしれません、路線方いろいろあ

りますから。答えを出すことはできるかもしれませんけれども、それを出すことに対して、私

は意味があるとは思いませんので、ですから本当に普通財産だとか余分な財産、あるいは行政

財産であっても、この分は売ってもいいというような部分もあるかもしれません。そういった

部分については、価格として反映させるということは、これ僕は十分に意義のあることだと思

います。ですから、そういう分では価格に反映させると。だけどもそうではない部分、道路だ

とか橋だとか河川。これをお金に変えるというのは、僕は全然意味のないことだと思いますの

で、その辺は全てを含んだ中で検討させていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 岡監査委員。 

○監査委員（岡 英一君） 特にご要望がございましたので、お答えしたいと思います。昨年
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も似たようなご質問があったかと思いますが、いわゆる町で作っておりますバランスシートの

関連もあるかと思います。ただ今、担当課長の方から回答がありましたけども、あのとおりだ

と思うのですね。明治以来、自治体の公の書類がこれで良いとなっているのですね。こういう

ふうに作りなさいと、形式が定められているわけです。それは、おそらくそれなりの意味があ

るのだと思うのですね。ただ、そうは言いましても、現時点で見直した場合に、どうあるべき

かというような疑問が、それは起きても当然だと思いますが、ただ調度良い機会ですので、５、

６、７分お時間いただければ、バランスシートとの関連で、ちょっと申し上げたいと思うので

す。 

ぜひ、ご理解いただきたいと思うことなのですが、前に加藤委員は一般会計にも企業会計方

式を導入したらどうかというようなことをおっしゃったことがございます。それは、途中で降

りられたものだから、煮詰まった議論は成されなかったのです。それで、私もずっと考えてお

りました。それ以来というよりも、その前からバランスシートが作られておりますね。せっか

く作ったこの労作がどういうふうに利用したら良いのか、あるいは世間ではどういうふうに利

用しているのかということをずっと考えていたのですよ。新聞、雑誌にこの制度ができたとき

には、ものすごく賑々しく書かれたのですね。ところが全国で、方々で採用されているにも関

わらず、このことについて、これがこういうふうに利用されているとか何とか、そういう利用

の仕方について触れられているものを見たことが私、１回も無いのですね。それで今度、私は

こちらから求めて、本屋などに行って何かないかと思って、一生懸命探したのですよ。札幌行

ったり東京行ったときに大きな本屋行って。やっぱりあります、ありますけども、満足するよ

うなことが書いたものはありませんでした、一冊も無いです。例えば東京都などは、旧自治省、

総務省ですか、今の。旧自治省が定めたフォームでは、これでは使い物にならないと、言いす

ぎですね。これは、東京都の場合には、適していないということで独自のものを作っておりま

す。しかし、それが活用されたということも聞いたことはないのですよ。いわゆる私は御用学

者ではなくて、批判的な立場にいる学者が書いた本を求めて買って読んだらば、その中にこう

いうふうに書いてありました。２、３年前の話しですけども、現状ではこれを作ったという程

度に過ぎないのだということなのですね。実際にそれを利用する、まだ利用するに至っていな

い。あれをもし利用するとすれば、縦の比較と横の比較で使うわけですね。縦の比較はまだ２

年や３年では比較できません。10 年、20 年経てばできます。横の比較は、他町村が作ってくれ

なければ比較できません。だから、非常に難しいと思います。そういう現状にあると思います。

それで、まず加藤委員がおっしゃった一般会計に企業会計方式を導入するかどうかと、これに

ついて申し上げますと、私の考えでは個人としての立場。これは馴染まないという一言です。

馴染まないというと、極めて曖昧な表現ですから、もうちょっと具体的に申し上げます。まず

企業会計を導入するかどうかということです。企業会計というのは、その名のとおり、企業の

ために作られた会計方式なのです。企業は何を求めているのかというと、利潤を求めています。

今の企業会計が最も目的をするものは何かと言いますと、それは一定期間内における期間利益

の算出なのです。具体的に言えば、普通は４月から３月まで会計年度における期間利益なので
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す。商売を始めてから何十年経っての長期間の間の利益ではなくて、一定期間なのです。そう

すると、財務証書いろいろありますけども、何が一番大切かと言うと、損益計算書なのです。

企業会計の目的とするものは何かというと、損益計算書を作ることが最大の目的だというふう

に言われています。貸借対照表のバランスシートの位置付けはどうかというと、損益計算書の

補助手段にあるという位置づけに今はあるのです。これは近代会計学のもう定説化されたので

すね。学者が 100 人おりましたら、99 人はこれを採用しているわけです。勝負ありなのですね。

これを貸借対照表動態論と言うのです。そうではなくて、貸借対照表というのは、一定時点に

おける財産と借金とか資本とか、そういうものを表すそういう財産を現すものだという説があ

るのです。静態論、静かな態度の静態。静態論はもはや敗れて、静態論を主張する学者は 100

人に一人ぐらいしかいない。どんな世界にも変った人はいますから、いないとは限らないので

すけど、もはや勝負はあります。我国が昭和 24 年作成した企業会計原則というのは、完全に動

態論的立場に立っています。全世界が動態論に立っているのですね。動態論に立った場合に、

貸借対照表というのは、どういう位置付けかと申しますと、こういうあれです。期間損益計算

書を作るときに、投機の損益に投入されないものがあります。原材料をどんと仕入れますね。

一定期間にどんどん、例えば製紙会社でしたらチップを買って、どんどん投入されますね。３

月 31 日現在残っていますね。残っているものは、翌期以降に投入せざるを得ない。それの置き

場なのですね。控えの間において置くという。そうすると主たる場所、メインホールは損益計

算書なのですね。次期以降にメインホールに行くまでの待機場所、控えの間が貸借対象表であ

るという位置付けなのですよ。それを例えば、建物で言えば一番良くわかるのですね。建物ど

んと買ったけれども、対応年数 30 年であれば、30 分の１ずつメインホールに移っているわけ

ですね。その間は、残ったやつはここにあるという。そういう置き場であるというのがバラン

スシートの立場なのですよ。これが動態論的バランスシートという言い方。そうすると、自治

体で作っている、今作られているバランスシートというのは、損益計算書と関係のないもので

ある。損益計算書作っていないのですから、そういう位置付けにある。これは私に言わせれば、

静態論的な発想で作られているものであると。ですから、これはなかなか、どう活用して良い

のか難しい。そうすると、もう一つ言いますと、きっと皆さん方いやいやそうではないと、お

かしいぞとそれは。会計学辞典とか経済学辞典を引っ張って、バランスシートと見たら、バラ

ンスシートの目的は何か。それは、左側に資産を書いて、こっちに負債と資本を書く。そして

差し引いて、財産の計算をできるよう、それがあれだというふうに書いている。確かにそうい

うふうに書いてあるのですよ。だけどそれは、言うなれば江戸城を誰が作ったかというと、大

工さんが作ったと、嘘ではないのですね、これは。嘘ではないのだけど、何と言うか、戦前か

らのあれで、辞典に簡単に説明するのに、私が今言いました動態論的な説明は難しいですから、

そういう書き方をしていると思うのですけども、良く読んでいただければ、ちょっと詳しい解

説書でしたら、必ずそれは触れられているのです。もう一つ付け加えていきますと、しからば

我役場で作っておりますバランスシート、この作業は無駄な作業かと言われますと、そうでは

ないと思うのです。なぜならば、私は総務省が本腰を入れて作った制度ですから、これをどう
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いうふうに活用するか、そのうちにきっと打ち出して来るのではないかと期待しているのです。

それから、各自治体がいろいろ作っていない所も将来作ってくるでしょうし、ですから、そう

すれば将来役に立つことが出てくるのではないかという。私は担当者に聞きました。一番最初

につくったときは、ものすごく苦労されたでしょうと、２年目以降は割合い楽でしょうと言っ

たら、そのとおりですとおっしゃっていました。だから、それは作って、せっかくここまで来

たのですから、中断したらまた作り直すのが大変ですから、続けた方が良いのではないかと思

うのですね。 

○委員長（及川 保君） 髙畠経営企画課長。 

○経営企画課長（髙畠 章君） 先ほど保留にさせていただいた件ですが、バランスシートの

資産と本表の資産と一致するかというご質問でございますけれども、これにつきましては、バ

ランスシートは土地、建物につきましては総務省方式使っております。従いまして、これは地

方自治法の施行規則に基づく様式、それの基づいてやっていますので、答えは決算書とバラン

スシートとは一致しないということになってございます。そういうことで、ご了承願いたいと

思います。 

○委員長（及川 保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 岡監査の財政学、大変に勉強になるのですが、そのうちお邪魔して、

また勉強させてもらいたいと思いますが、なぜこういうことを言いますかと言うと、今回の財

政健全化法の新法、これに土地というものが唐突で出てきているのですよ。単式簿記では絶対

に今まで出てないのですよ。決算書の中とか何かにも。財産とかには出てくるけども、それが

今後の財政の健全化のときに唐突に連結決算に出てくるということは、資産勘定も将来的には

必ず、岡監査ではないですけれども、バランスシートか何かの問題で必ず出てくる問題なので

すよ。ただ今、赤字だけを見るということで土地だけ、工業団地の土地だとか臨海の土地だと

か、それだけしか出ていませんけれども、まだまだいっぱい町有地はあるわけですよ、売れな

いでいるのが。これだって、当然赤字の対象になっても良いわけだけれども、なぜそういう造

成地だけを赤字の方に入れるかということも考えていかなければならない時代が来ているので

はないかと、私はそういうふうに想像するのですが、今後の問題として。したがって課長は売

れないことばかりの土地を、そんなものやったって無意味だよと、そのとおりです。私は、役

場の庁舎を評価するとか道路を評価するとか小学校を評価するとか、そんなことを言っている

のではないのですよ。言っているのは、そういう意味ではなくて、本当の白老町の財産という

のは、それらも含めて何ぼあるのかという、こういうことは、これは我々議員としても白老町

にどれくらい財産あるかと聞いたって、坪数は何十万平米あるけれど、値段はわかりませんで

は、財産何ぼあるかわからないということにはならない。それはおかしいのではないかと、常々

考えているのですけど、どうでしょう。結局、借金は 300 億あると。我々家庭でもそうなので

すよ。100 万の借金あると。預金が 120 万例えばあるとしたら、プラスマイナスしたら 20 万多

いなと、それと同じなのですよ。それがマイナスの場合、80 万しかないのに 100 万の借金をし

ていたら、これは合わないわけですよ。例えば、商売やっていてもそうなのですよ、資産も無
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ければ、金も貸さないというのと同じ理屈になるので、やはり総合的に白老町の財政がどうか

という議論も片方では必要です。それは金の動きの問題ですから。そのほかに、借金は何ぼあ

るのかと言った場合に、白老町の財産も何ぼあるのだということも、一緒にテーブルの上に載

せなければならない問題だと私は思うから。したがって売れない土地と売れる土地とわけて、

売れない土地まで評価すれと言わないにしても、そういう議論があって然るべきではないのか

なと。財産として載せるからには、金額としても載せなければならないのではないのかと、私

の基本的は考え方なのだけど。何も必要ないのだから、金額は入れなくても良いということで、

これから進んでいくような感じがしない、必ずそういう時代が来ると思うのですよ。だから、

そのあたりもう少し、今すぐお返事いただかなくても良いですけども、基本的にはそういう考

え方を持って、今後の行政にあたっていかなければならないのではないかなと、将来的に。そ

ういう時代に来ているのではないのかなと。今回の健全化法を見た場合、そういう考え方が総

務省の方にあるように想像するのですけど、もしご見解あったらお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 髙畠経営企画課長。 

○経営企画課長（髙畠 章君） まず、最初にご了解いただきたいのは、この267 ページと 268

ページの表、これは先ほど私ちょっと申し上げたように、自治法施行規則、それで様式決まっ

てございますので、まずこれはこの表で動かし難いということでご了解願いたいと思います。

それと、加藤委員がおっしゃるうちが財政的に大変苦しいと、そういった中で借金を返さなけ

ればならない。返すための余分な財産は、土地や建物に平米単価をかけて何ぼになるかと言っ

た部分、そこの分とまず切り離して考えていただきたいと思います。民間の企業の場合は、一

般の営業する事務所だとか、そこの敷地、建物、それは破産すると全部売りますよね。売れま

すよね。だから、常に民間の場合はそういう資産をトータルで管理しなくてはいけないのです。

でも役所の場合は違うのですよね。基本的には破産したからと言って、河川を売る、道路を売

る、庁舎を売るということにはならないのです。だから、そういったことは外しますと。それ

で、それ以外のものについて、財政改革プログラムの中でこの赤字をどう埋めていくか、クリ

アするためにはどういうふうに歳入を穴埋めするかと、当然加藤委員のおっしゃるとおり、そ

れは財政改革プログラムの方で今ここ 10 年の間のスパンで考えていますね。その中で売れる範

囲はどうなのだと。なおかつトータルこれだけあって、10 年で売れる範囲のものはどのくらい

あるのだと試算して、そして財政改革プログラムに反映させるということで、今進んでおりま

すので。ですから今、骨子しか出しておりませんけれども、実行実施計画、アクションプラン、

それができあがる時点では、当然そういったものも明らかにされます。ですから当然、加藤委

員もおっしゃるとおり、全てそういった資産というのは、こちらも捉えてこれからそういう財

政の健全化に向けてやっていくというつもりでおりますので、その点よろしくお願いしたいと

思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 274 ページはよろしいでしょうか。ここの中の基金の部分なのですけ
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ども、最終的に実際に使える現金はどのくらいあるのかというのをお聞きしたい。この帳面で

いきましたら、18 年度会計操出金に４億 1,500 万入っていますから、単純に計算するとそれ以

外の分は使えるというふうな計算にはなるのですけども、実際にはそうではないと思うのです

よ。その辺をまず一つお伺いしたいなと。 

それともう一つ、債権と書いていますけど、私この債権の意味良くわからないで、前にも説

明受けたのかもしれませんけれども、その辺教えていただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 長内出納課長。 

○出納課長（長内正男君） 基金の関係で、私の方からご説明をいたしたいと思います。この

基金につきましては、会計の中で出納整理機関というのがございませんので、３月 31 日で抑え

てございます。それで現在、財政調整基金で申し上しますと、決算年度末で６億 1,400 万ござ

いますが、このうち 18 年度３月で閉めて、５月までの出納整理期間の中で取り崩すものが３億

7,400万ございますので、実質的に５月末で残金として残るものについては、２億4,017万6,000

円という形になってございます。５月末の関係でいきますと、先ほど言ったように、４月、５

月の出納整理期間の中で、支出する基金もございますので、それらを全部差し引きますと、現

金で５億 8,520 万 2,000 円。この金額が最終的な基金の現在高ということになります。これは

現金分ですね。そのほかに、債権、有価証券、それらのものを全部含めますと、11 億 3,520 万

2,000 円という基金の現在高になります。 

それと債権につきましては、これは一般会計で借りているものでございまして、これは例え

ば社会福祉基金でありますと、債権として昨年度、前年度末で２億円の債権があったわけでご

ざいますが、これを年度毎に償還をしていくという考え方の中で、18 年度につきましては、

3,000 万円を償還して、１億 7,000 万が残っているという形で、全体的は債権としましては、

５億 2,000 万が債権として残っていると。これは、基金から一般会計に貸している分というこ

とで考えていただければ結構だと思います。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ございませんね。 

質疑がないようでございますので、各特別会計における決算審査の質疑を終結いたします。 

これで、一般会計及び各特別会計の質疑が全て終了しました。 

 「認定第１号 平成 18 年度白老町各会計歳入歳出決算認定について」の討論に入ります。

討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

採決いたします。「認定第 1 号 平成 18 年度白老町各会計歳入歳出決算認定について」原案

のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君） 賛成多数。よって、認定第１号は認定すべきものと決定しました。 

暫時、休憩いたします。 

          休憩 午後 １時５７分 
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再開 午後 ２時１４分 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩前に引き続きまして、委員会を再開いたします。 

 

◎認定第２号 平成 18 年度白老町水道事業会計決算認定について 

○委員長（及川 保君） 次に「認定第２号 平成 18 年度白老町水道事業会計決算認定につ

いて」を議題に供します。 

別冊の決算書１ページをお開きください。１、平成 18 年度白老町水道事業決算報告書。１ペ

ージから９ページまでの質疑に入ります。 

質疑がございます方はどうぞ。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に 10 ページをお開きください。２、平成 18 年度白老

町水道事業報告書。10 ページから 20 ページまでの質疑に入ります。 

質疑がございます方はどうぞ。 

 それでは次に移ります。21 ページをお開きください。３、財務諸表附属書類。21 ページから

32 ページまでの質疑に入ります。 

質疑がございます方はどうぞ。ございませんね。 

 これで、水道事業会計の決算審査に関する質疑が終了いたしました。 

歳入・歳出の全般について、特にお聞きしたいことや質疑もれがありましたらどうぞ。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 水道会計は、去年度に引き続き、今年もプラスという状況でございま

す。白老町の財政の中では、表現を悪く言えば、唯一救われる会計かなと思いながら質問した

いのですけれども、４億程度のプラスなのですけれども、これからの計画で言うと、例えば白

老町の浄水場の整備。管は一定限度、毎年交換されていっていますけれども、大きくお金がか

かるというのは、水全体は取らなくても大丈夫だと考えれば、浄水場の整備以外の大きくかか

る所があるかどうかということが一つと、日常的な部分を含めて。それともう一つ、この程度

で、例えば浄水場を改築するとなると、これくらいのお金で何とかゼロぐらいで終わらせて、

次またプラスになっていくような形は作れますかどうか、そのあたり。 

○委員長（及川 保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） まず、大きく投資を必要とする事案は今の所はございません。 

続いて、浄水場の件ですが、投資の大きいものはありませんが、白老浄水場でクリプト菌が

発生した場合、これを除去する施設を造らなければ、現有のろ過施設では防ぎきれませんので、

結構大きな投資になると思います。概ね４億、５億くらいかなと。この決算書にも書かれてお

りますとおり、３月 31 日末期で貯金残高４億 7,000 万と言いますと、例えば来年菌が出たので

施設改築しなければならないとなると、自己資金力だけでやるとすれば、若干足りません。そ

の代わり貯金が無くなるというような状態になっています。ただこれは、日々の水質検査の中
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で分かることなので、自己資本力が現金だけで言えば、今の４億 7,000 万が仮に倍の８億くら

いあるとすれば、安心・安全という所で皆さんといろいろな意見交換をして、先行投資すると

いうことは可能なのかもしれません。いわゆる全額、少なくとも 50％の自己資本力を持って投

資をしたいという思いがありますので、そういうことで、いつの段階でそれが出てくるかとい

うことは、具体的に年次はお答えできませんが、将来発生するとすれば、その程度のものの投

資が必要になってくるだろうというふうに分析はしております。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 確かに自己資本比率 50％でやるのは一番望ましいと、私も思います。

今のはクリプト菌という菌が出たときの話しですけど、今の白老町の浄水場の状況でいけば、

ここの対応年数から見たらどんなものですか。 

○委員長（及川 保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） そこも肝心な所で、既に対応年数は、俗に言う財務の方の言

われている対応年数からすれば過ぎています。おかげさまで大きな故障事故も無く、通常の予

算範囲内の維持補修費で足りています。将来共にどうなのかという所でいきますと、もう少し

耐えられるかなと。日々のメンテナンスさえないがしろにしなければ、ちゃんとやっていれば

少なくとも５年はまだ大丈夫だろうと。仮に、白老浄水場がいろんな要因によって浄水できな

くなった場合には、虎杖浜第１、第２浄水のこの水源を使って、白老、社台地区に水を回すと

いうことは可能なので、節水気味にあるということ、需要が段々減っていっていますので、余

浄水とは言いませんけれども、そういった余裕の部分を含めて、虎杖浜第１、第２浄水を白老、

社台地区に回すということは原則的にできます。ただ、一番遠い所とか、高台地区はもしかす

ると、水圧不足、水圧低下で断水気味になるかなと。ただしそれは、少ない費用でポンプ施設

で圧送するとかとやれば、先ほど言った白老浄水場に果たして４億も５億もという投資をする

のが良いのか、地下水を利用している虎杖浜第１、第２浄水のクリプト菌の出ない水を、例え

ば１億かけて圧送ポンプ場を造って、これは電気料とかかかりますけど、そういったランニン

グコストと建設当初の対応年数とのいろんなコスト計算をして、最終的には決断していくと。

ただ、緊急事態だとか、そういった所には虎杖浜の水を回すという対応はできますので、一応

そういうのも視野に入れながら、自己資金を少しずつ貯めながら、将来に少しずつ備えていき

たいというふうな経営をしている所であります。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の答弁で、ある意味では非常に安心できました。白老全体の水を虎

杖浜の水だけで賄えることも、一定時間できるということを聞きまして、非常に安心したわけ

です。一つ分かれば結構です。今まで水道事業で、ルール計算以外の部分で一般会計から出し

たという経過が、記憶だけで結構です、あるかないかだけで金額等は一切ありません。ルール

計算以外の分で一般会計から出したと。黒になってからはもちろん一般会計からは出ていない

と思うのですけど。建設当初はあれでしょうけど、一定限度軌道に乗ってからそういうことが

あるかどうか、記憶に無かったら結構ですけども、あったらちょっと。 
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○委員長（及川 保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） 本当の意味での水道企業会計の立ち上げ時期は、きっと一般

会計からの助けはあったと思います。その後においての２期拡張、３期拡張、そういった所も

企業会計という主旨からして、やはり自己努力の資金を集めてということになっています。系

列の部分の操出金につきましては、初期からずっと出していただいているという状態です。 

○委員長（及川 保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 課長の答弁の言葉じりを捉えるのではないが、クレプト菌ということ

ばが出てきて、我々ちょっと何のことかわからないのだけど、これはどういう状況によってク

レプト菌が発生するのか。白老の場合は、湧水、地下水、川原の水と。川の水ということにな

れば、例えば動物、エキノコックスだとか何か、そんな関係で発生するものかどうか。地下水

で発生するのか、湧水でも発生する可能性があるのか、そのあたりもう少し詳しく菌について

教えてください。 

○委員長（及川 保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） 上手く説明できなかったら困りますので、簡単にお答えする

と、全くそのとおりです。いわゆる雑菌の一つの中の、大腸菌の部類の中でややもするとＯ-157

と同じような症状を出すという菌なのですね。どういう場所で発生するかと言いますと、地下

水とか湧水はありません。あまり聞いたことがないですね。川の水です。ということは、いろ

んな原因は野生動物の糞尿とか、そういった所からというふうには所見では出ています。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） もう少し、こういうものが発生したことがあるのかどうか、可能性と

言いますか、全道だけでも良いですけれども、そういう例があるのかどうなのか、そのあたり

はどうですか。 

○委員長（及川 保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） すいません。全道での記憶がありませんが、白老町について

は発生していません。これは、発生した段階ですぐに給水停止と言いますか、もう水を配るこ

とができないのです。ですから、出ても数だとか、そういった所で猶予はあるのですけども、

検出されるようになったら速やかに措置をできるような装置を造らなければならないというふ

うになっています。こういった事例とか、こういう基準が設けられたことからすれば、全国で

は出ている箇所があるのかなとは思いますけれども。白老町では無いですけども、全道でもま

だ把握していなかったものですからすいません。 

○委員長（及川 保君） 続けて下さい。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） 北海道内で７、８年くらい前に発生したという事例報告があ

るそうですが、発生源が特定できなかったというようなことはあったそうです。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。これをもって、平成 18 年度白老町水道事業

会計決算の質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

採決いたします。「認定第２号 平成 18 年度白老町水道事業会計決算認定について」原案の

とおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。よって、認定第２号は認定すべきものと決定しました。 

 

◎認定第３号 平成 18 年度白老町立国民健康保険病院事業決算認定について 

○委員長（及川 保君） 次に「認定第３号 平成 18 年度白老町立国民健康保険病院事業決

算認定について」を議題に供します。 

別冊の決算書、１ページをお開きください。１、平成 18 年度白老町立国民健康保険病院事業

決算報告書、１ページから６ページまでの質疑に入ります。 

質疑がございます方はどうぞ。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） ２ページの３の医業外収益のうち、（２）他会計補助金、２億 1,700

万。この会計の内容、交付税もあるのでしょうけれども、内容と金額、教えていただきたいと

思います。 

○委員長（及川 保君） 安達病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） この２億 1,700 万は、一般会計から操出をいただいている金額

です。３条予算に充当している金額でございます。操出金の内容が企業債利子の償還分、不採

算の経費運営補助、健全化対策分、その他操出金と合わせてただ今の金額でございます。内訳

は、企業債利子償還分が 602 万 1,000 円、不採算の部分が１億 1,627 万 9,000 円、経営健全化

対策の分が 2,000 万、その他操出金が 7,474 万 2,000 円でございます。 

○委員長（及川 保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） ３番目の健全化 2,000 万というのは、大きい額ではないけれども、健

全化というのは、どこから来る金なのですか。国からなのでしょうけれども、国ではないので

すか。どこから来ている金ですか。 

○委員長（及川 保君） 安達病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） あくまでも一般会計から来る一般財源でいただいているお金で

ございます。 

○委員長（及川 保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 健全化、一時赤字になったとき、これは５年とか 10 年とか区切られ

た健全化のために国の方から別途来ていた金があると思うのですが、それはもう打ち切られた
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のではないかなと思うのですけれども、それはまだ継続しているのかどうか。打ち切られてい

るのでしょう。そのあたり、もう少しきちっと。前の決算のとき、何年か前はきちっと内訳書

いてくれてあったものだから、非常にわかりやすかったものだけど、今回は他会計補助金だけ

になってしまっているのですよ。このあたり、我々もどんなふうになっているのかわからない

ものですから、できれば出所を含めた・・・。後で結構ですから教えていただけませんか。お

願いしします。 

○委員長（及川 保君） どうですか、資料として出せますか。安達病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） 交付税措置されている中身もありますけども、今の分は措置さ

れていない部分でございますので、後でお示ししたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ございませんね。 

それでは、次に７ページをお開きください。２、平成 18 年度白老町立国民健康保険病院事業

報告書、７ページから 15 ページまでの質疑に入ります。 

質疑がございます方はどうぞ。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 監査委員の意見書の中に、監査委員にお聞きしようかと思ったのだけ

ど、この会計で聞いた方が良いと思って、今日まで留保してあるのですが、監査委員の病院の

意見として、当年度の急激な損益悪化は診療報酬会計の影響を強く受けたためであり、これに

ついては、対応策を講ずることによって、影響を緩和できる見込があるようであるとの記述が

あるのですよ。私もそれをちょっと見ても、町から出された事業報告の概要を見せてもらった

ら。これがそうだろうと思うのですが、19 年４月から 15 対１の入院施設基準を取得し、さら

に５月ということは今年の 19 年ですね、５月から 13 対１入院施設基準を取得する予定であり

ますと。これによって 19 年度は入院基本料より 47.3％増加することができる見込であると、

こういうのが概要として書いているのですけれども、実際にそういうふうになっているのかど

うか。19 年度の問題ですから、18 年度の決算からちょっと離れますけども、19 年度になった

ら改善されるのだという記述があるものだから、そういうふうになっているのか、そのあたり

伺いたいと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 安達病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） 委員のおっしゃるとおり、今年の４月１日から 15 対１をとり

まして、５月１日に 13 対１をとりました。現在、今 13 対１の基準で入院基本料をいただいて

いますので、そのまま推移すれば、入院基本料、昨年いただいていたのが一番最低の価格でご

ざいましたので、それが今 13 対 1 で言いますと、金額で言いますと１万 920 円いただいており

ます。昨年が 5,750 円ですから、一人あたり約倍になりますので、昨年までの入院患者数がそ

れを踏襲できれば、赤字幅も相当圧縮できるのではないかなと思っております。 

○委員長（及川 保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） それについては、わかりました。病院の今後の方針というのはまだ出

ていないからそれまで云々できませんが、何か最近聞いたらお医者さんが退職されたと、二人
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ですか、そういう影響が。その後補充何かもしたのか、補充できる見通しがあるのかどうか、

そのあたり現在のお考え方を伺いたいと思うのですが、いかがでしょう。 

○委員長（及川 保君） 安達病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） 昨年までいた医師二人ですけども、小児科の医師が８月末で一

身上の都合で退職しています。小児科についてはその後、北海道大学の医局の方に理事者と参

りまして依頼して、９月３日から毎日小児科のお医者さんに来ていただいております。毎日来

るので、毎日違う人が来ます。小児科については、やはり固定医の方が患者さんから言います

と、慣れて増えるのではないかなと。前のドクターは２年いましたので、患者数も増えて参り

ましたけども、今９月からこのような状態になっていますけども、患者数がどう移動するか、

ちょっと今見極めている最中ですので、まだちょっと数字は出せません。また、もう一人の内

科医が９月末でお辞めになると。診療は９月１日からもうしておりません。内科医、外科医、

今まで５名いましたけども４名になって、実は９月から診療体制を変更しまして、町民の皆さ

んに影響でないような形で診療体制をやっております。ですから今の所、予約患者さんの変更

等していただいていまして、ご迷惑をおかけしていますけども、全般的には皆さんにご迷惑は

かけていないのではないかなと判断しています。ドクターが一人欠けたことによりまして、小

児科は嘱託でしたので、内科医一人減ったことに対して、今４名しか残っていませんので、４

名のお医者さんの当直日数だとか、実日数、働く日数が増えますので、その分も過重労働にな

るかと思います。今、もう一人お医者さんを探している状況ですけども、こういう状況ですの

で、見つかっておりません。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

５番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） 直接関係ないのですけども、関連でお伺いしたいのですけども、今、

少子化がどんどん進んでいる中、全国的に妊婦さんの扱いがたらい回しになっているというこ

とをテレビでも報道されていますが、18 年度においての白老の実態と現在の実態はどうなって

いるかというのを把握していればお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 安達病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） 私共、町立病院ご存知のとおり、産婦人科がございませんので、

そういう患者さんが一切診えないものですから、把握はしておりません。 

○委員長（及川 保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 母子手帳の発行件数で数をお知らせしたいというふうに思い

ます。平成 18 年度の母子手帳の発行件数は、108 件でございます。平成 17 年度が 140 件でご

ざいますので、若干少子化が進んでいるという数になろうかというふうに思います。19 年度に

つきましては、18 年度と同数程度という形になりますので、100 前後になるのかなというふう

に思ってございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ございませんね。 

これで、白老町立国民健康保険病院事業会計の決算審査に関する質疑が全て終了いたしまし
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た。 

歳入・歳出の全般について今特にお聞きしたいことがありましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。これをもって平成 18 年度白老町立国民健康

保険病院事業決算の質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

採決いたします。「認定第３号 平成 18 年度白老町立国民健康保険病院事業決算認定につい

て」原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君） 賛成多数。よって、認定第３号は認定するものと決定いたしました。 

 

◎報告第１号 平成 18 年度白老町各会計歳入歳出決算に関する附属書類の提出に 

ついて 

○委員長（及川 保君） 「報告第１号 平成 18 年度白老町各会計歳入歳出決算に関する附

属書類の提出について」を議題に供します。本件に対する質疑がございます方はどうぞ。ござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

採決いたします。「報告第１号 平成 18 年度白老町各会計歳入歳出決算に関する附属書類の

提出について」原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。よって、報告第１号は、原案のとおり報告済みとすべき

ものと決定いたしました。 

 

◎報告第２号 平成 18 年度白老町水道事業会計決算に関する附属書類の提出に 

ついて 

○委員長（及川 保君） 「報告第２号 平成 18 年度白老町水道事業会計決算に関する附属

書類の提出について」を議題に供します。本件に対する質疑がございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 採決いたします。「報告第２号 平成 18 年度白老町水道事業会計決算に関する附属書類の提

出について」原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。よって、報告第２号は原案のとおり報告済みとすべきも

のと決定いたしました。 

 

◎報告第３号 平成 18 年度白老町立国民健康保険病院事業決算に関する附属 

書類の提出について 

○委員長（及川 保君） 「報告第３号 平成 18 年度白老町立国民健康保険病院事業決算に

関する附属書類の提出について」を議題に供します。本件に対する質疑がございます方はどう

ぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 採決いたします。「報告第３号 平成 18 年度白老町立国民健康保険病院事業決算に関する附

属書類の提出について」原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君） 賛成多数。よって報告第３号は、原案のとおり報告済みとすべきも

のと決定いたしました。 

 以上をもって、本特別委員会に付託された全ての議案の審査を終了いたしました。なお、本

委員会の審査報告書の作成については、これを正副委員長に一任していただきたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ご異議なしと認めます。それでは、そのように取扱をさせていただ

きます。 

 

◎閉会の宣言 

○委員長（及川 保君） これをもって、決算審査特別委員会を閉会いたします。 

 一言ご挨拶申し上げます。３日間に渡った決算審査特別委員会。議員各位の大変活発な議論

によりまして、無事この３日間を終了することができました。また、理事者の皆さん、職員の

皆さん、本当に各委員のわがままな、わからないような質問もございましたけども、大変真摯

に受け止めていただきまして、このように無事終了することができました。重ねて厚く御礼を
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申し上げたいと思います。大変厳しい財政事情を抱えておりますけども、この３日間に渡った

委員各位の熱意をこれからの議会に、また委員会にも活かしていきまして、ぜひこの難局を町

理事者、職員の皆さん、そして議員各位の熱意によって、この厳しい状況を打破していくとい

うことを一丸となって頑張っていくことを、ここでお約束をしまして、この委員会を終えたい

と思います。どうも、ご協力ありがとうございました。 

（午後 ２時４８分） 

 


