
                                         

          ◇ 山 本 浩 平 君 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員、登壇願います。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、新風の山本でございます。２項目８点について質問をいたしま

す。 

 さきの同僚議員の質問でも、町立病院に関しましてはいろいろと議論がございましたけれど

も、私はまず１項目め、財政再建にかかわる町立病院の方向性についてであります。町長は12月

３日、所信表明の基本姿勢の中で、「今の私に課せられた最大の責任と役割は、まちの再建のた

め、痛みを伴う改革にも真っ向から取り組み、町民の皆さんが安心して暮らして行ける健全な

財政基盤をつくること」と明言され、さらには「この責任を果たすため、自らはもちろん、職

員にも厳しい負担を求め、職員の理解と協力の下、行財政改革に全力で取り組んでまいる所存

であります」と述べられました。町民の健康と安心、安全を確保するための町立病院の存在が

利用率等も考慮した場合、町民全体にとって、その役割と機能が十分に果たされているものと

は私は思っておりません。町の危機的な財政状況を考慮したとき、これ以上一般会計から多額

の繰出金を補てんし続けることは、危険水域を超え、ブザーが鳴り、赤色灯が回転している状

況と認識しております。 

これきのう私ゆうべちょっと原稿まとめたのですけれども、きょうたまたま朝道新読みまし

たら、たまたまこの危険水域という言葉が大きく載っておりました。道内34病院危険水域、先

ほどの議論の中にも出ておりましたけれども、３年連続病床利用率70％未満、白老町立病院が

３年連続、全体の27病院のうちの１つに出ております。２年連続は７病院、１年目というのが

13病院ということで、総務省から、これから厳しいガイドライン案をまとめて、これに対応し

ていかなければならないと。やはり私も本当に危機的、危険水域に入っているものと認識して

おります。一日でも、一時間でも早い決断がなければ、痛みを伴う改革が生かされません。町

長の早期のご決断、ご判断をいただくために、次の４点についてお尋ねをいたします。 

 １点目でございます。現状維持で推移した場合の今後５年間の不良債務の見込みは。 

 ２点目、病院の方向性の方針決定がおくれている理由は何か。 

３点目、白老町における救急医療の現状と広域連携をどのように考えているか。 

４点目、方針決定のタイムリミットを明確に示すべきと考えるが、いかがか。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 財政再建に係る町立病院の方向性についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 まず、１点目の現状維持で推移した場合の今後の不良債務の見込みについてでありますが、

平成18年度決算で４億4,500万円の不良債務を計上し、平成19年度決算では約６億4,000万円の



見込みになると思われます。平成20年度は病床数の見直し、入院施設基準の取得見直し、院外

薬局の検討、各種委託業務の見直し、さらに人件費の削減等により経営努力をすることで８億

円になる見込みでありますが、自治体病院等広域化、連携構想、公立病院の経営改革に関する

ガイドライン等の指針の検討と計画を作成する年度になるので、21年度以降の見込額は計画策

定で示せるものと考えます。ただし、現状維持での見込みは、今後とも大変厳しい経営環境に

なることは間違いなく、現在抜本的な病院改革について検討を重ねているところであります。 

 次に、２点目と４点目の方向性の決定がおくれている理由と方針決定のタイムリミットにつ

いては一括してお答えいたします。今後の病院運営の方向性につきましては、健康づくりと予

防医療に力点を置いた医療の確保、救急体制の確保、東胆振地域のセンター病院との連携を図

る、さらには運営形態や病院規模の適正化についても検討を重ねておりますが、国の公立病院

ガイドラインや北海道の広域化、連携構想との整合性を図る必要があり、できるだけ早い時期

に最終的な方針を出す考えであります。 

 次に、３点目、救急医療の現状と広域連携についてであります。町立病院は、北海道から救

急指定病院として告示され、１次救急については常時対応しており、18年度の実績として年間

約1,900人の救急医療に対応していますが、重症患者等に対しては患者の状態に応じて町内医療

機関と連携をとり、消防の救急隊が近隣自治体の２次救急医療施設に搬送し、その患者数は約

400人であります。北海道が提案している苫小牧市を中核とした東胆振圏域の効率的な医療供給

体制の構築は当然のことでありますが、救急医療についても同様であり、患者搬送体制の明確

化を図る必要があります。町内では、24時間救急対応を行っているのは町立病院だけであり、

病院規模の適正化を検討する上でも広域連携はぜひとも推進すべきであると考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。１点目の質問の１答目の回答でございます

けれども、これちょっと私の意図しているところの回答とは非常にずれておりますので、再度

お尋ねしたいと思います。と申しますのは、18年度決算の不良債務の計上４億4,500万円、これ

につきましては大体わかっております。と申しますのは、病院の運営に関する調査特別委員会

の議会でまとめた際にも、13年度決算見込みは大体不良債務額４億4,000万円というのを出して

おりますので、これはほぼ500万円だけの差ですから、わかるのですけれども、私がお尋ねして

いるのは、現状を維持した場合のということは現状延長型の数字を直接お尋ねしているわけで

ございまして、このご回答で申し上げますと、19年度決算というのは職員の給料カットもこれ

見込んでおります。また、20年度の経営努力するということの８億円というのは、これ経営努

力入っているわけです。私の質問はそうではなくて、現状延長型で推移した場合の今後５年間

の不良債務の見込みはということをお尋ねしておりますので、19年度、20年度、21年度、22年

度、23年度それぞれの現状延長型の不良債務の金額を再度お尋ねいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 



〇病院事務長（安達義孝君） お答えします。 

ここに答弁書に書いたとおり現状維持、職員の給与、実は１月から最高19％、17から19の削

減がございますけれども、１、２、３カ月分、私どもの職員カウントしても500万円相当分ぐら

いしかございません。それを含めなくても、ここにも書いているとおり現状延長型でも６億

4,000万円、20年度においては記載しませんでした。これはなぜかというと、答弁書に書いてい

るとおり今後国のガイドライン、道の広域化構想に基づいて改革プランをつくっていくという

中でお示しするという形で、記載はしませんでしたが、現状においても約２億円ぐらいずつは

不良債務が、このままでいくと、ふえるという状況にございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） と申しますと、再度お尋ねいたしますけれども、２億円ずつというこ

とでございますから、平成……もし間違っていたら訂正してください。20年度は10億円、21年

度は12億円、22年度は14億円、そして23年度は16億円と、こういうことで認識してよろしいで

すか、現状延長型でやった場合。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 今の体制の、このままの体制で推移しますと、議員おっしゃる

とおりな数字になっていくと思われますが、先ほどの同僚議員さんの質問のとおり、改革して

いかなければならない部分13対１もとれませんので、来年度以降は10対１、それと来年度以降

は丸々１年人件費、給与等削減額の効果額があらわれますし、入院基本料の算定も違う単価に

なりますので、数字的には若干減ってくると思われます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） なぜ私が何もしない状況の中でどういう数字が上がっていくのかとい

うことをこの１番目でお尋ねしたということを申し上げたいのですけれども、今までいろいろ

と先ほど同僚議員の質問の中でも、いろんな形での経営努力はされてきたとは思います。しか

しながら、結果がやはりいろいろ国の診療報酬の改定ですとか、外的な要素、それはたくさん

あると思います。しかしながら、経営改善を行ってきている状況とはいいながらも、目をみは

るようなことは決してございませんでした。外部委託をコンサルにお願いして、経営改善のシ

ミュレーション等も行い、その検証も議会でも行いました。また、いろいろと道内研修、道外

研修、議会としても地域医療の先進地で成功をおさめているところに研修に行って、そして特

別委員会の中でその内容をまとめて、いろいろな形で提言されてまいりました。しかしながら、

この町立病院の問題は非常に長年にわたっての懸案事項であったと思います。道の示した広域

連携ですとか、国のガイドラインについての話は、これは最近の話でございます。当然現段階

においてはそれを検討し、結論づけることが肝要だと思いますけれども、病院問題の歴史をか



んがみますと、あまりにも検討期間だけが長く、結論を先送りされていたような気がしてなり

ません。町長は、寿幸園や消防庁舎など懸案事項へ果敢に取り組み、解決をし、まちの将来を

担う第３商港区、企業誘致、バイオマス事業への取り組み、そして遊休資産の売却などトップ

セールスを展開し、目をみはる成果を上げていらっしゃいます。しかしながら、町立病院問題

に対しては余りにもスローペースではございませんか。 

 平成15年３月、これは前任者の時代のころの話になりますけれども、病院の審議会から答申

が出されました。町立病院民営化の方向性という答申でございます。この審議会の答申がどの

ように変わっていったのかよくわかりません。このときにこれに沿って着々と向かっていたら、

今のような状況ではなかったような私は気がしております。飴谷町長が就任後は、町立病院の

問題など懸案事項解決や行財政改革断行のために平成15年５月から19年３月まで政策推進室を

立ち上げ、19年４月からは新たに行財政対策室をスタートさせ、問題解決に取り組む意気込み

を感じさせました。先ほど申し上げましたが、病院改革に向けてのコンサル、外部委託したシ

ミュレーション、議会においても特別委員会を設置し、シミュレーションに対しての検討、公

立病院の改革の道内外への視察、調査結果の報告、その後「クローズアップ現代」でも取り上

げられました家庭医の先進地でございます寿都の病院等にも視察を行いました。現在町民から

は、この町立病院問題に対して結論を出せないままになっている白老町に対しても、また議論

を積み重ねてきた我々議会に対しても本当に大変厳しい評価をいただいております。検討期間

が十分あったにもかかわらず、なぜこのようになっているのか、その方針決定がおくれている

理由についてお尋ねをいたします。再度お尋ねいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 先ほど吉田議員にも申し上げましたが、要するに絶えずベストの状況

です。まず、町民の命を預かるということからその辺も配慮し、そして今入院難民という方が

おります。そのことも配慮しながら、そして今よりも逆に診療体制といいますか、往診など含

めた、そういうこともまたできないかなと。高齢化になりますので、そういう一方では欲張り

と思われるかもしれませんが、事病院に関しては決して先送りはしておりません。ただ、慎重

にならざるを得ない部分が結構あるということです。結果的に見切り発車で、まず赤字だけは

減らしましょうとしたら、これは幾らでも方法あるわけでございますが、私も今このまちの町

長でございます。その辺のことを十分配慮しながら、将来に向かって一番いい方法を私は選択

すべきかと思っています。ただ、ちょうどこの時期に国と北海道がガイドラインを示したと。

国についても平成21年の４月スタートというような言い方をしておりました。ですから、いず

れにしても待ったはないわけでございますが、ただ１つ言わせていただくと、例えばきょうも

病院の議論が３つ出ています。今まで、はっきり言いますが、病院の議論はこの議会の場で私

はなかったと思って。私課長やっていましたけれども、こういうことで我々と議員さんとで議

会の場で議論したというのは私なかったと思います。それは、審議会というのがあって、そこ

で議論していただいたものをある程度議論されているのですが、議員個々から今皆さん厳しい

ご指摘がありますが、こういう経緯は私はなかったと思っています。だからといっておくれた



というわけではございませんが、我々も今職員一丸となって、まずはそれぞれ財政の危機の原

因がございます。本当にあらゆるものが原因になっています。工業団地、港、病院、下水道と

か、もろもろあるわけでございますが、今それを１つずつ町民の理解いただきながら、今片づ

けるなり、整理したいと、そして将来に問題にならないようにしたいということでやっていま

すので、おくれたことは間違いなくおくれております。この病院の改革についても、多分当初

は十数年前に議会のほうからも、行革のほうからも答申が出ているはずです。決して手綱を緩

めているわけではございません。ただ、そういう事情でございますので、ご理解いただきたい

と思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ３点目に移ります。救急医療の現状と広域連携のことでございます。

これも先ほど同僚議員から似たような質問がございましたので、同じことは伺うつもりはござ

いませんけれども、１点、私の１点目の回答の中で救急医療の年間の1,900人という数と、２次

救急医療、近隣自治体の患者数は約400人という２つの数字がございます。白老の町内の医療機

関も救急医療、民間の医療機関も救急医療に対応しているところもあると聞いておりますけれ

ども、この数字というのは押さえていますでしょうか。この辺についてちょっともし押さえて

いれば、お尋ねしたいと思います。どのぐらいの割合、この1,900に入っているのか、それとも

400人の中に入っているのかだけでも結構ですし、大体もしどのぐらいなのかというのがわかれ

ば、ちょっと参考までにまずお尋ねしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） この1,900人というのは、町立病院に熱出したとか、救急で

来た人とか、それを全部合わせてです。それで、400人というのは、消防のほうの資料からいた

だいた中では、いろいろ一回病院に連れていって、患者さんの家から。それから、送ったのも

ありますし、状況によっては専門的な脳外科のほうだったらすぐ行くとかという部分を含めた

数字です。それで、今おっしゃる部分では、資料を消防のほうからいただいている部分では、

例えば町内の別な診療所から救急で送ったという数値はありますけれども、そこの診療所で熱

を出した方が来たとかという数字は私どものほうでは押さえておりません。その診療所で独自

にかかりつけの人が夜間に来たとか、そういう部分では押さえておりません。よろしいでしょ

うか。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 私どものことしの受け入れ件数でございますけれども、トータ

ル４月から11月末現在までに964名の救急患者を受け入れております。そのうちマイカーだと

か、タクシーだとか、個人による病院のほうに来院された方が846名いらっしゃいます。そのほ

か190件は、これは消防さんがうちのほうに救急車で搬送されてきたというケースでございます

ので、大体月121件ほどは町立病院のほうに受け入れを。これは時間外、休日、平日は別です。

夜間とか、時間外、休日、土曜日、日曜日以外の部分で、大体月平均しますと121件ほどの救急



患者を受け入れしております。消防の救急は、平均に直しますと、救急隊が来ていらっしゃる

のは大体月24件ぐらい、私どものほうに来るのはその数字になっております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  よろしいですか。 

          〔「あと、町内は、町内の人は」と呼ぶ者あり〕 

〇病院事務長（安達義孝君） 申しわけないです。町内の各個人病院の受け入れ件数について

は、ちょっと私のほうでは掌握しておりません。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） 今なぜ私このような質問をしたかと申しますと、町立病院の方向性に

よって、現在救急医療でその役割を若干担っている地元のドクター、経営者の方がその方向性

によって、逆に自分のところに相当来るようなことになったらどうなるだろうぐらいの不安を

若干抱いております。そういう部分がございましたので、この質問をさせていただいたのです

けれども、この辺につきましては町内医療機関との連携をとりながらとなっておりますので、

十分その辺も配慮をやはりするべきだなというふうに思います。 

 そして、もう一点救急医療についての質問させていただきたいのですけれども、北海道が提

案している苫小牧を中心とした東胆振圏の効率的な医療体制の構築ということで、患者搬送体

制の明確化、これは救急医療に欠かせないというお話でございました。新聞等で前に拝見した

のですけれども、中央インターが苫小牧の高丘のあたりにできる。これは、完全にすぐ苫小牧

市立病院の目の前だと思うのです。そうなったときに非常に救急としては本当に早く到着もで

きますし、対応するのには十分、十二分かなというふうに思うのですけれども、その辺との兼

ね合いについて何か考えていらっしゃることがあれば、お尋ねしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 中央インターにつきましては、私は苫小牧の市長さんのほうに実はお

願いに行ったのですが、当初市議会のほうからは札幌方面のみ、ハーフということ、札幌方面

のみ乗りおりできるようにした場合、これは半額で済むわけですから、それでどうだというこ

とが市議会から。新聞にも出ておりました。ただ、私どもお願いしたのは、今回の救急の数字

だとか、札幌の方面ばかり向いていないで、こっちも同じ胆振圏ですよと、何とかお願いした

いということで実はお願いしてまいりました。それで、市長のほうからは、市長さんはハーフ

というよりもフルでやりますということを議会のほうにある程度納得いただいたということ

で、今フルで進めているということでございます。それで、この中央インターできることによ

って、例えば役場からですと、大体15分から20分かからないで行くのではないかなと思います。

これは救急でございます。１分１秒の世界でございますので、白老町としては大変助かるとい

う考え方でございます。それで、ただしこれがどんどん充実されると、これは当然苫小牧の市

立病院の院長さんのほうだとか、看護師さんのほうだとか、検査のほうも含めて、白老町のほ

うからきちっとご説明に上がった上で、これからすべてを市立病院に持っていくのではなく、



そういうすぐ大きい手術が必要だとか、その内容によってはそういうことをし、今以上に搬送

しますのでということをきちっとお願いしなければならないのかなと思っています。 

ただ一方、すべて持っていくわけにいきません。では、町立病院が内科の当直医のときに外

科の患者が来ても、これはなかなか対応できないと。外科の当直医のときに内科が来たり、そ

ういうことがあるわけです。町民は、お医者さんは全部わかると思っている人が結構多いので

す。そういう実は問題もあります。また、今の状況であれば１週間に２回とか当直、朝までで

すから、結構お医者さんの勤務条件も厳しいのかなと思っています。それで、今考えているの

は、町内の診療所と連携というような。これは例えばですから、まだ診療所に言っていないで

すが、お医者さんと事務の方がうちの町立病院で当直をやっていただけるようにできないかと、

他の診療所が。そういう協力をお願いするということも今考えております。ですから、病院一

つ改革するにも、ありとあらゆるところに行って、お願いして初めてなし得るものでございま

す。ですから、先ほども申し上げましたが、これから……苫小牧市立病院、王子病院と１日置

きでやっているのです。ですから、両方の病院へ行って、その辺をしっかりお願いしながら、

何とかご理解を得たいと思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。私の今回のこの質問は、財政再建にかかわ

る町立病院の方向性ということでございまして、先ほどの同僚議員とのやりとり、議論の中で

町長は、基本的には病床は確保するという考え方をお示しされました。示されました。私は、

今の白老町における財政の厳しさを考えた場合に、何も無理に病床を確保する必要はないので

はないのかと。先ほどは、中央インターのお話もございました。15分ぐらいで行きますと。そ

れによって、黒字化を目指す、限りなく黒字に近いものを目指す、このほうが私はベストとは

言い切れませんけれども、ベターではないかと。広域連携をして、民間委託をする、そして病

床をなくす、こういった方法は考えられないものなのかどうかお尋ねしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 病床の件でお答えいたします。 

 病床については、確かに財政の部分でいいますと、ベストではないと思います。ただ、その

財政の前に我々は町民の安全、安心があります。また、一方では例えば救急患者が王子で手術

します。一定期間たったら、やはりどこかに受け入れてもらわなければだめなのです。そして、

病院というのは回転をよくして利益を上げ、多くの人に使っていただくという基本的な考え方

がありますので、そういうことから考えると、今回いろいろ協力体制とっていただくには、１

つの大きな条件として病床をきちっと持ってくださいということが向こうの条件になると思っ

ています。また、一方では町民の安全といいますか、健康だとか、そういう病気のことを考え

たら、やはり私は必要だと今認識しております。 

 以上です。 



〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） 今向こうの条件というお話でしたけれども、向こうと申しますのはど

ちらでしょうか。 

          〔「連携先の大きな病院」と呼ぶ者あり〕 

〇５番（山本浩平君） 連携先の大きな病院の…… 

          〔「苫小牧市立病院とか、室蘭にもありますけど、連携とろうと 

          している病院」と呼ぶ者あり〕 

〇５番（山本浩平君） そういうところの条件になるだろうということですか。 

          〔「はい、そうです」と呼ぶ者あり〕 

〇５番（山本浩平君） わかりました。 

 もう一点お尋ねします。院外薬局の検討ですとか、各種委託業務の見直し等に言及されてお

ります。この院外薬局の検討、各種委託業務、これは公的なところで、あくまでも公営で考え

られているのか、それとも民間委託、指定管理者制度等も考えられているのか、この辺につい

てはいかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） お答えします。 

院外薬局の検討につきましては、民間レベルのほうでお願いしていくことで効率化を図れる

ものと考えております。また、各種委託業務、病院内には相当業務委託がございまして、見直

しもされていますが、まだまだ競争の原理というのはなかなか働かない部分もございますので、

入札行為も入れながら、そういう業務委託全般を見直しして、さらなる経費削減を今後するこ

とによって、また相当な経費を生み出せることと考えられますので、そこに着目しながら進め

てまいりたいと思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。では、この病院問題の最後の質問です。タ

イムリミットにつきましての質問させていただきたいと思います。先ほどの同僚議員の議論の

中でも、方向性を一日も早く明確にすべきではないかと、このようなお話がございました。私

もこのことについては相当こだわりを持っております。町長は、町立病院の方向性の結論を当

初は19年３月まで、これは18年度内です。次に、任期中、任期中というのは19年10月末ですか、

そういうふうに明示されておりました。いろいろな先ほどからの議論中で、いろいろな諸条件

があるということはわかりますけれども、結果的には結論を打ち出すことはできず、今を迎え

ております。 

私は、このタイムリミットを明示すべきという理由は大きく２つございます。まず、１つは

冒頭にも述べましたけれども、まず１つは職員に対し、相当な痛みを伴う政策を打ち出してお

きながら、町立病院に対するいわゆる垂れ流しを、ちょっと言葉は余りきれいな言葉ではござ



いませんけれども、垂れ流しを最小限度に食いとめる政策を打ち出していないことであり、今

これを決断しなければ、行財政改革の意味が全くないのではないでしょうか。20％カットを10年

間続けるよりは、１年でも、２年でも、３年でも年数を減らすとか、あるいは年齢や階級によ

って給与のパーセンテージを変えることをしなければ、職員のモチベーションが下がりっ放し

で、目に見えない部分での損失をもたらしかねないということを私は危惧しております。知恵

の損失であります。これを大変私は危惧しております。 

また、工業団地や臨海部の土地は資産としてのカウントになることにより再生団体入りの回

避は現実的になると存じますが、町立病院の債務の増加は財政悪化の根源として暗い陰を落と

すことになると認識しております。きょう１番目の議員の質問の中で、行革の室長も答えてお

りました。財政の悪化のポイントは病院となる、はっきりと明言されております。仮に今決断

したとしても、新体制が稼働するための準備期間も私は相当要するものと思います。これどの

ぐらいを見られておりますでしょうか。まさか２カ月、３カ月で、相手もあることですから、

そういうことにはならないと思うのです。相当程度の期間、その間もどんどん、どんどん不良

債務がふえてくるわけです。このような点からも、この２点から私はタイムリミットを明示さ

れて、スケジュールを立てて、計画的に行うべきではないかと思います。もう延長はきかない

ところまで本当にきているのではないのかと思っているわけでございます。この点についてお

尋ねをいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） まず、職員のモチベーションの話も出ましたが、決して下がっており

ません。労働組合とも話したのですが、この大変な危機をみんなで乗り切りましょうと。これ

は、目についた１人や２人いるかとは思いますが、これはその点は少なくとも私は下がってい

ないと判断しております。なぜならば、平成10年の年に職員数は三百九十何人いたのです。今

は三百二十何人です。また50人近くが退職するわけでございますが、ここは職員が正念場だと

いうことで、何とか乗り切ろうということで頑張っていますので、これを乗り切らないことに

はどうしようもありません。ただ、そのことと病院というのは、私は直接関係することではな

いと思います。赤字だから、すぐ切るというわけにはいかないです。これは、それで通るので

あれば、どこの自治体病院も苦労していないわけです。私は、要するに町立病院の果たす役割

というのは明確にあるわけです。例えば白老には、入院するベッドが一つもなくなるのです。

では、本当にそれでいいのかと。救急体制で搬送時間が短くなっても、そういうことに私はな

らないと思います。これはまだまだ議論の余地はありますが、ただ国のガイドラインのスター

トの年次が、まだ案の段階なのですが、平成21年の４月となっていると思います。来年20年で

ございますので、かなり性根を入れて、１年ちょっとでございますが、本当に早い時期に結論

を出して取り組まなければならないという、これは私も本当にそういう認識でおりますので、

その辺はご理解いただきたいと思います。 

ただ、方針出した後はいろんなそういう行かなければならない、協議しなければならないと

ころもたくさんあります。ですから、あらかじめまた協議しておいて、ではそことやるからと、



ここはこっちが勝手に計画つくっても、うちはだめですよと言われる場合もあります。その辺

も見きわめながら、最終的には限りなく赤字を減らすということ。今みたいな数字はあり得な

いと思います。私はそう考えています。少なくとも億単位で今の病院の赤字を削減するという

考え方でおります。若干町民には、病床数の関係とか、ご不便かけるかもしれませんが、今は

病院の要するに地域の町立病院としての機能を十分果たしていくためにどうしていくかという

ことに、そして赤字を限りなく減らすということでございます。また、一方では苫小牧の市立

病院が改築いたしました。あそこは、たしかうちよりも新しい病院です。そういうことも実は

あるのです。ですから、山本議員、私はおっしゃるとおりだと思います。例えばこれが10年以

上前に取り組んでいたら、もう建てかえる金十分あって、建てかえているはずなのです、同じ

赤字でも。ですから、こういうことを先送りしたらどうなるかというのは私が一番知っていま

す。身にしみていますので、私はただいたずらに長くして、時間を置いているわけでございま

せん。急いでいます。その辺は、ご理解いただきたいと思います。 

          〔「準備期間ですね、稼働するまでの準備期間、相当要すると思 

          いますけれどもね、どのぐらい。もし今スタートしたとして 

          の、どのぐらいかかるのかというのがちょっと質問に入って 

          います」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） いろんな方向性で実は進めております、この方法、この方法とか。で

すから、あと相手の部分だけでございます。そんなに１年も２年もかかるようなことではない

ということをご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） それでは、次の質問にまいりたいと思います。 

 ２項目めでございます。食の安心、安全は今や日本だけではなく、世界的にも大きく取り上

げられております。飽食の時代と呼ばれ、久しくなりますけれども、文明社会の中で便利にな

ればなるほどファストフードの問題、あるいは食品偽造問題、人間自身の抵抗力の低下など新

たな社会問題が発生しております。私は、日本国内においても、世界においても北海道の大き

な役割の一つとしては、安心できる高品質な食料、または食材を提供することが挙げられると

思っております。そのニーズも年々増加される見込みでございます。そのためには、１次産業

の振興は欠かせません。その中でも本日は水産業にスポットを当てて、白老町においてどのよ

うな取り組みを行っているのかを中心にお尋ねをしたいと思います。 

 １点目、漁業従事者の現状と環境変化などによる今後の見通しについてでございます。 

 ２点目、人工リーフを活用した育てる漁業の効果をどのようにとらえているのかでございま

す。 

３点目、漁業専門員配置後の成果をどのようにとらえているのか。 

４点目、今後の研究課題や事業の取り組み及び支援体制についてお伺いをいたします。 



〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） つくり、守り、育てる漁業の推進についてのご質問にお答えします。 

１点目の漁業従事者の現状と環境変化などによる今後の見通しについてであります。本町の

主漁業であるスケトウダラ刺し網漁業、秋サケ定置網漁業のいずれも、燃油高騰の影響もあり

ますが、近年は高漁獲に加え、韓国や中国への輸出の増大などで価格も高値に推移している状

況にあります。次に、環境の変化でありますが、現在のところ海水温等の大きな変化はないも

のの、当海域の漁業はスケトウダラ、秋サケなどの回遊魚が主漁業のため、不安定材料である

ことは事実であります。このことから水産指導機関等と連携を密に、状況の把握に努めてまい

りたいと考えております。 

 ２点目の人工リーフを活用した育てる漁業の効果についてであります。人工リーフ整備事業

は、国の直轄事業として平成12年度より整備を進め、今年度から３基目の工事に着手しており

ます。１基目、２基目のリーフには海藻等が付着しており、ウニが確認され、さらにリーフ内

側にもほっき貝の稚貝が確認されているとのことから、栽培漁業に大きな効果があるものと考

えております。 

３点目の漁業専門員配置後の成果についてであります。漁家経営の向上と安定を目的に、つ

くり、育てる漁業、新しい資源づくりなど漁業振興を図る必要があります。この中心的な役割

を果たすのが漁業専門員と考えており、現在漁業者、登別市、白老町による胆振中央海域漁業

振興協議会を設置し、漁業振興策について協議を進めているところであります。また、白老港

周辺でウニ、ナマコなどの生息が確認されていることから、国の協力を得て水産協調型の港づ

くりを計画し、具体化に向け、取り組んでおります。 

４点目の今後の研究課題等についてであります。沿岸資源の減少が懸念される中つくり、育

てる漁業、新しい資源づくりを推進することは極めて重要であると認識しており、人工リーフ

や白老港の防波堤などを活用した新たな資源づくりの可能性を研究課題として取り組んでまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。大変いいお話を聞かせていただきました。

と申しますのは、北海道は大変厳しい状況でございます。地方格差の最たるところでないのか

なと。また、燃料高騰の中で各産業が大変今悲鳴を上げている最中でございます。水産業に関

しましては、大変元気があるということでございますので、こんなに喜ばしいことはございま

せん。若干具体的にお尋ねをいたします。今お話がございましたスケトウダラや秋サケの具体

的ないわゆる単価と漁獲高はどのぐらいに推移されているのか。また、最近まぐろの日という

のを町のほうで設定をいたしまして、いろいろなイベント、飲食店と協力をいただきながらや

っております。このマグロの水揚げ状況などについてもお尋ねしたいと思います。 



〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目のスケトウダラと秋サケの単価ということでございます。その推移ということ

で、スケトウにつきましてはキログラム当たり単価、平成16年が104円でした。昨年度、18年度

が127円ということで、16年と比較すると23円、率にして18％ぐらい上がっております。それか

ら、秋サケにつきましては、平成16年が１キロ当たり185円、平成18年度が350円ということで、

お金にして165円、率にして47％ぐらい上がっております。これは、秋サケが特に上がっていた

のは、去年はたまたま低気圧でたしか十勝沖のほうの定置網や何かが被害を受けまして、そう

いう影響もあって上がったということも一部聞いております。 

 それと、マグロですけれども、平成16年度は本数で言うと80本、そして17年度が白老、虎杖

浜合わせて、17年度は両方合わせて83本で、残念ながら18年度は下がって22本でして、今年度

も結局は10本ということになっております。 

あと、漁獲量のほうも、そしてスケトウダラの漁獲につきましては16年度が9,916トン、そし

て18年度が１万2,901トン、それから秋サケが16年度が2,158トンで、18年度が1,900トンと、こ

ういう形で推移しております。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） わかりました。マグロに関しましてはこれ回遊、そのときの海流等に

もよると思うのですけれども、サケ、スケトウ、これ中心になっているものが非常に高値で推

移して、キロ数もふえ、韓国、中国への輸出の増大ということでございますので、大変いいお

話を聞かせていただいたと思います。 

 次に、人工リーフについて若干お話をさせていただきたいのですけれども、先ほどのお話の

中で人工リーフにつきましては、１基目、２基目のリーフには海藻等が付着しており、ウニが

確認、そしてほっきの稚貝も確認されていると、栽培漁業に大変大きな効果があるということ

のお話がございましたけれども、ハタハタも結構白老では人工リーフ等の関係で、そこにある

海藻等にブリコですか、卵を産みつけて、ハタハタも結構ふえているというふうに聞いており

ますけれども、このハタハタの栽培について何か具体的に行っているようなことはないのかど

うなのか、また計画、取り組み等がないかどうかちょっとお尋ねしたいなと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） ハタハタに関してのご質問でございますが、議員もおっしゃ

ったように人工リーフが水産協調型のリーフということで、特にハタハタが卵を産みつけるだ

ろうと言われているウガノモクという海藻がございまして、それの着生プレートを人工リーフ

に張りつけていると。先ほどの答弁で申し上げましたように平成12年からですので、はっきり

とした具体的な漁獲に至るまではまだ至っておりませんが、そういったような形で実施してお

りますので、将来的には人工リーフ周辺でのハタハタの漁獲というのも期待できるのではない

かと思っております。あと、それ以外にハタハタの取り組みですけれども、白老地区では白老



港の近くで廃網を利用して、古い網、それを利用して、それを海底のほうに、海に設置するこ

とによって、そこに卵を産みつけて、ふ化して、稚魚をふやすという方法も行いましたし、あ

と虎杖浜のほうではハタハタの刺し網に逆に卵が産みつけられていると。その網をそのまま持

ってきて、中間育成して、稚魚にして、また海に返すと、そういった取り組みをしております

し、北海道でたしか21年ぐらいから、これも虎杖浜のほうになるかと思いますけれども、ハタ

ハタの漁場を造成するということも聞いております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） わかりました。 

人工リーフの整備事業についてちょっとお尋ねしたいのですけれども、開発建設部の担当の

方が年に１度議会のほうに見えられまして、事業計画等を説明をされております。その際に３

基目で１区切りというお話がございました。現在３基目の工事に着手しておりますということ

でございますけれども、１区切り３基終わるとなくなってしまうのか、それとも４基目以降の

可能性、また町からの働きかけ等があるかどうなのか、その辺についてちょっとお尋ねしたい

なというふうにも思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） 人工リーフの３基目とそれ以降の質問でございます。現在３基目

にかかっていますというのは先ほどの町長の答弁にあったとおりでございますが、これがおお

むね３カ年で終了する見込みでございまして、それ以後４基目以降については、いまだはっき

りと国では申し上げてはいないところなのですけれども、次４基目につきましては駅前から東

側といいましょうか、苫小牧側といいましょうか、今３基目は一番西側やっていますけれども、

４基目につきましては位置としましては東側のほうに考えているようでございますが、ただい

ま申し上げましたように将来の部分については国ではまだはっきりとは申し上げておりません

けれども、開発建設部の意向としてはそういうふうな考えがあると聞いております。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 私のほうから若干補足説明させていただきます。 

現在平成19年、本年度から白老の駅前からちょうど突き当たった海岸、それの西側方向を３

基目へことしから着手してございます。それで、今の予測では大体３年から４年ということで、

平成22年から23年ぐらいまでの間に最後の３基で１組の３基目が終了するということでござい

ます。基本的には、その終了する期間の中に次のところを設置していただきたいという要望を

出す時期に来ております。ただし、余りにも莫大なお金がかかって、進捗状況が非常に遅いと

いうことがございまして、開発のほうでは一度この計画を見直しかけて、効果的なところに集

中的に予算を配分したいという意向を持っておりまして、現在一度白紙に戻して計画を練りた

いという意向を示しております。そんな状況から、いずれにしましても今建設課長から申しま

したようにそういう白紙の状況の中でも、町としてはこういうところが一番最適だろうという



部分を抽出しまして、漁協とも協議した中で積極的に要望活動に入っていきたいと、そのよう

に考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ぜひ実現を目指していただければと思います。 

 ３点目の漁業専門員配置後の成果についてでございますけれども、１答目のお答えで非常に

すばらしい成果を上げられているのだなというのがわかりましたけれども、漁業者との連携、

あるいは関係各団体との連携の中で何か特筆されること、あるいは新たな取り組み等があれば

お尋ねしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） ただいまのご質問ですが、今来ていただいている専門員の方

はどちらかといえば水産一筋ということでやっておられまして、前任の苫小牧市役所時代も組

合ですとか、漁師の方と非常につき合ってきておりますし、当然そういったつき合い方という

のは十分承知して、どちらかといえば頻繁に浜のほうに出て、いろいろコミュニケーションを

図っております。あと、関係団体との連携ですが、いろいろ水産試験場ですとか、栽培漁業公

社、もしくはコンサルタントとか、これは本当に非常に幅広い人脈がありまして、それを今フ

ルに活用して、いろいろと取り組んでもらっている状況でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。それでは、最後にしたいと思います。４点

目なのですけれども、町長の所信表明の中に栽培漁業の推進につきまして具体的に述べられて

いる点がございました。マツカワの稚魚の放流、それと島防波堤及び第３商港区の防波堤を活

用してウニの種苗放流を進めることで海の畑の造成に努めますということでございますけれど

も、マツカワの稚魚の放流、これは本格的な漁が始まる予定は大体いつごろなのかというのを

まずお尋ねしたい。それと、高級魚と言われておりますマツカワの市場取引価格、これどのぐ

らいなのかなということをお尋ねしたいと思います。 

 また、島防や第３商港区の防波堤を活用したウニの種苗放流の計画、具体的な計画と、その

後の漁の計画についてもお尋ねしたいと思います。 

また、続けてですけれども、中華料理の高級食材となっております北海道のナマコですか、

この調査研究及び今後の栽培計画についてもあわせてお尋ねいたしまして、私の質問を最後に

いたしたいと存じます。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） マツカワの放流の話でございますが、18年度から襟裳海域か

ら西側のほう、大体100万匹ということで、白老町内では６万8,000匹を18年から３カ年の計画

で放流する予定でおります。基本的には21年からの捕獲ということになっておりますが、これ



は成長が早い魚でございまして、２年目ぐらいで大体もう40センチ前後の大きさになるという

ことで、35センチ以下は捕獲禁止にしておりますけれども、40センチということであれば、２

年目以降からある程度捕獲ができると。そうしますと、大体20年度ぐらいから一部捕獲できる

というふうに考えております。単価ですけれども、これはやはりちょっと高級な魚の部類に入

りまして、キロ当たり大体2,000円ぐらいの、2,000円前後の取引です。参考までにカレイが大

体300円から500円ぐらいではないかなと思いますけれども、それから見たらかなり高い魚にな

ろうかと思います。 

 それから、ナマコのお話でございますが、ご指摘のとおり特に中国で大変な需要があるとい

うことで、いろんな道内だけでなくて、道外の組合、漁組さんあたりもいろいろ取り組んで、

それぞれの水産試験場や何かも取り組んでいますけれども、どっちかといえばまだ生態がはっ

きりわからない部分があって、養殖にはまだ至っておりませんけれども、盛んに今研究をして

おりますので、近々そういう種苗というのですか、そういう養殖事業も可能になるのではない

かというふうには想定しています。あと、場所としては人工リーフですとか、それから白老港、

特に第３商港区ができたときにはかなり広い水域ができますので、そういうところを有効に活

用して、増養殖に持っていけないかというふうに考えております。 

          〔「ウニは」と呼ぶ者あり〕 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） ウニについても同じでございます。特にウニの漁獲……さっ

きちょっとナマコも言い忘れましたが、実際虎杖浜では17年ぐらいから天然のナマコがとれ始

めておりまして、漁獲高も800万ぐらい、それからウニも虎杖浜のほうですけれども、これも漁

獲がありまして、大体400万ぐらいの水揚げがあります。ウニは、稚ウニを放流することができ

ます。そういう技術ありますので、20年度から人工リーフ周辺にそういうことできないかとい

うことで今検討しております。さっき言いましたように白老港の中でもウニの生息が確認され

ておりますので、人工リーフ、それから白老港を利用して増養殖に励んでいきたいと思ってお

ります。特に港の建設のところで苫小牧港湾事務所さん、国のほうでそういう事業に積極的に

協力してくれるという、きのうもそういう打ち合わせした結果得られておりまして、漁組さん、

それから町、それから国と３者でとりあえずちょっとワーキンググループを立ち上げてやって

いこうと、こういう話になっております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で５番、山本浩平議員の一般質問を終わります。 

 


