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平成２０年白老町議会産業厚生常任委員会会議録 

 

平成２０年１０月２８日（火曜日） 

開  会  午後 １時００分 

閉  会  午後 １時４８分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

 １．審査付託について 

 ・議案第 ７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

・議案第 ８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

・議案第 ９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 ・議案第１０号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例の制定について 

 ・議案第１１号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

 １．審査付託について 

 ・議案第 ７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

・議案第 ８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

・議案第 ９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 ・議案第１０号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例の制定について 

 ・議案第１１号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

                                         

○出席委員（９名） 

委 員 長 玉 井 昭 一 君      副委員長 氏 家 裕 治 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

委  員 山 本 浩 平 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 
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○職務のため出席した事務局職員 

     主   幹    森   隆 治 君 

     書   記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君）  ただいまより、産業厚生常任委員会を開会いたします。 

（午後 １時００分） 

                                         

○委員長（玉井昭一君） 平成 20 年定例会９月会議において本委員会に審査付託されました議

案第７号から議案第 11 号までの５件については先般、国民健康保険税等の改正・廃止に関する

連合審査会において質疑を終了しております。 

 それでは、議案第７号を議題といたします。 

これより討論を行います。討論ございませんか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。この問題なのですけど、賛否を今取るということでの討論

だと思いますから、私はできれば附帯意見をつけていただきたいと思っているのです。この案

につきましては。なぜかと言いますと、質疑が全部終わっていますから残念ながら資料を出す

のが間に合わなかったのですけれども、どの程度いるのかわかりませんけれどもサラリーマン

の世帯で極めて過重負担になるというか、そういう部分が一定限度あるのです。今回年金の方々

はまったく問題ありませんので、ここについては私は問題ないと思っています。ただ、300 万

から 400 万くらいのサラリーマン世帯が、この対象者がどのくらいいるのか資料請求しなかっ

たものですから、ボーダー予想がどれくらいいらっしゃるかというのがわからないのがまずい

のですが、私はやはりそこに対して、著しく所得が下がった場合は減免措置があるのです。７、

５、２以外の減免措置というのがあるのですけれども、著しく所得が下がったという範囲をど

のくらいでみるかというあたりを、もう少し町側で緩和できないかというそういう附帯意見を

つけていただきたいと思っておりました。だめならだめでも構いません。ただ私はここの国保

の場合はそこが一番問題だろうと思っておりますので、対象は先ほど言ったように数をきちん

と調べていませんからあれなのですけれども、300 万から 400 万くらいの所得の方、もちろん

家族が４人以上の場合は極めて負荷が高くなりますので、そこに対する何らかの減免措置を考

えられないかというあたり、これは町長の判断でも構わないと思うのです。減免基準の中に町

長の判断によるものと入っているのです。これは確認しています。ですからそのようなことが

一つ考えられないかと。もしご議論いただければ反論含めて聞かせていただきたいということ

があります。基本的には賛成ですけど、そこの部分が問題ありというふうに考えておりました。 

○委員長（玉井昭一君）  今大渕委員のほうから附帯意見が出ましたけれども、この附帯意見

について、これを附帯してくださいということでございますけども、この意見について皆さん

どうでしょうか。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 私は全然問題ないと思います。前にこの国民健康保険税のことで

説明を受けたときに一番 300 万円代の方々が影響を受けるということで、その受ける最高額が

上限どのくらいになるのか、大体年額１万 2,000 円くらいが上限になるだろうという説明を受
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けていたものですから、そういった部分での１万 2,000 円負荷されることによって、そういっ

たことに対しての減免措置というのは果たしてきくのですか。私は少しその辺が気になったも

のですから。例えば年間で５万円とか６万円とかそういった負担がのるようでしたら、そうい

った町長判断による減免措置みたいなものもあるのかと思うのですが、１万円くらいの中での

措置というのは、その辺はっきり私たちも考えて附帯案をしていかなければいけないと思うも

のですから、その辺について考えたほうがよろしいかと思うのですけれども。 

○委員長（玉井昭一君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 私も大渕委員がおっしゃるようなサラリーマンの 400 万以下 300 万の

間ということを明言するのではなくて、今回の税制改正で資産割が外れるわけですよね。資産

を持ったサラリーマンの方というのは従前は資産割で保険料も負荷されていたわけです。それ

が今度は軽くなるという部分もあるのです。ところが資産を持っていないで給料で所得割でこ

られると、やはり今言ったように１万 2,000 円でも上がる人が出てくるのです。その世帯をつ

かんでいないと、町民全体でどのくらいかというのもつかんでいないということもあるので、

やはり著しく負荷がかかる世帯については何らかの処置を講じるようにという、このくらいの

意見でとどめておいたほうがいいかと思うのです。税制改率によって各世帯によって変わって

きますから。その辺のところの救済措置をきちんと考えなさいということを附帯して、この税

制改正の税制改率は国から示されていることですから町でだめだという中身になかなか結構し

づらいという話を聞いていますから、やはりここは議会としてはそこは認めながら町民に負荷

をかからないようにという、それはつけるべきだと私は思いますけど。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかございませんか。 

それでは、今言われたことを精査しながら附帯意見として載せて賛成するということのよう

ですが。山本委員。 

○委員（山本浩平君） これ、町のほうでみている効果額、新財政プログラムにかかわる効果

額がどのくらいあって、それで今のおっしゃったような内容を減免するような形をとったとき

に、その効果額がどのくらい失われるのかというのをある程度理解した上ではないと難しいの

かとも思うのです。それは町のほうの判断でよろしいのですか。その辺がよくわからないとこ

ろなのですけど。 

○委員長（玉井昭一君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 私はこう思うのですが、あのときの説明の中に今回国からこういう、

本当は５割５割にしたいのだけどということだったのですが、パーセンテージがうちは少し違

いますよね。だけど今回これをすることによっての特別交付金みたいなものがありますと、そ

こで調整が可能ですという話があったように私は記憶しているのです。ですから、私は今回の

調整する額というのが何千万円にもなるとは思えないのです。何百万円単位くらいかと思うの

です。そうすると町で調整可能かと思いますから、財革の中身には影響はないと私は思ってい

ます。これは私の意見ですから、あとは皆さんどういうふうに判断されるかわからないですが、

私はそういうふうに思っています。 
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○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。私が言っているのはそんな何十人も出るなんてことではな

いと思います。本当の何人だと思います。というのは、これも調べなかったのですが、多分 300

万円くらいで子供が２人、３人いたら準要保護になると思うのです。要するに給食費などがた

だになるという要保護ではなく準要保護に該当する部分でも国保が多分いかれると思うのです。

だから私はそういう部分なので、数は本当にないと思いますし、多分町はなかなかやりづらい

と思うのです。 

ほかの町村でやっているのはやはり準要保護まで落ちたものについては国保の減免対象にす

るというふうにしているまちがあるわけです。だけどうちは多分そこまではなかなかいかない

でしょう。はっきり言えば。準要保護のほうが多いですから。準要保護というのは子供がみん

な学校行っている人ですから、対象はそこですから。だからそういうことで言えばそのような

ことにはならないだろうと。ただやはりそこのところを、うたえるものであればうたっておく

必要があるだろうと、それを町がやらないにしても、議会としてそういう配慮をきちんと考え

ているというあたりが必要ではないかという気がしているので、文章についてはそんなに厳し

い書き方ではなくて結構ですから、今熊谷委員が言われたような形でも結構ですから、やはり

１項目、そこまでわかっているのなら起こすべきではないかというふうに思っているのです。 

今回、言われたように資産持っている人は下がりますから問題はないです。資産持っていな

くて年金ではない人が困るのです。事業やっている人も、サラリーマンで子供がいて資産ない

人がいたとしたら、そこが大変なのです。だから対象者が少ないからという意味でなお言って

いるのです。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかありませんか。 

それでは、この件について討論は終結いたします。 

それで、今出ました附帯意見をつけて賛成しますということでよろしければ挙手を願います。 

          〔挙手多数〕 

○委員長（玉井昭一君）  賛成多数でございますので、この件については附帯意見を付けて賛

成ということにいたします。 

○委員（松田謙吾君） 今、私も随分議会に出ていますが議案を採決してやるというのは余り

過去になかったのです。常に理事者側の行政側の説明で付託しても、そこで採決はしないで一

発で本会議でいつもやっていたものですから、私はこのやり方がさっぱりわからなかったので

す。今そのものが。今ここで採決したとしても、また新たに本会議でやりますよね。こういう

ことが私はわからなかったのです。今までないのです。私が議員 24 年間やっていて。それで、

先ほどから私も困惑しているのです。今までも皆さん付託という言葉を使っていたにしても、

国会の場合は付託して委員会でやったらそれで終わりです。ここはどうなのかと聞きたかった

のです。 

○委員長（玉井昭一君）  暫時休憩いたします。  

休 憩 午後 １時１５分 
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再 開 午後 １時２１分 

○委員長（玉井昭一君）  会議を再開いたします。 

議案第７号、もう一度復習します。議案第７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定について、附帯意見をつけて原案どおり決定するということに可決されました。 

 次に第８号を議案といたします。議案第８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、これより討論を行います。討論ございませんか。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 反対でございます。乳幼児医療費助成制度の本人負担、特にここで出

されている分は住民税非課税世帯に対して負担なしが初診時一部負担金、先般の連合審査会の

ときにも、この部分では特に 16 万円程度しか効果額がない、このような形の中でいくら白老町

として横出しのサービスは行わないと言いながらも実際に幼い子供の命にかかわる問題ですか

ら、これは反対させていただきます。当然、乳幼児といえども、これを主張する権利があるの

ではないかと、せめて子供たちのかわりに反対したいと思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかにありませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。町の考え方が全部私はわからないわけではないのだけれど

も、しかしこの後の２本も含めまして本当にこういうことで町がやるということがいいのかど

うか、例えばきょうの昼の議論でも削る部分があって、それを早めることはできると言ってい

ます。新たに計画を持つというのはあるでしょう。それはかなりな金額なのです。そういう中

でこの３本全部合わせても 100 万円にならないのです。本当にこういうことはいいのかと私は

思うのです。だから町の言っていることが全部わからないわけではない、ただ道が切ったから

みんな切ると町が出したものも切ると、では道が１円でも出せば残った分全部出すのかという

ことにもなるわけです。私も本当にこれに賛成するというのは考えられないです。上積みと横

出し全部切るというなら、どうして保育所料金だけは認めるのとならないのですか。あれも上

積み横出しです。私は 200 万円も下げてもらってうれしいのですが、あれは 200 万円でこれは

100 万円にもならないのです。私も本当にこの３本については疑問がたくさんで手が動かない

のです。挙がらないのです。そういう表現でしか本会議で反対討論とは少し違って申しわけな

いですが、本当にそういうふうに思うのです。残念ですけど。だからそうなったら先ほどへた

なことしたら、先ほど言ったのと同じようなことになってしまいます、本会議で。道の対応に

なってしまいます。意味わかりますか。だから本当に苦渋ですが手が挙がりません。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  賛成討論ありませんか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 賛成討論という形になろうかとは思いますけれども、確かに内容的に

光の当らないところに光を当てていくというのが政治の仕事であり行政がすべきことだと思う

のです。ですけどもいろんなバランスを考えると、やはりこの財政状況がすべてではないとい

うことも理解していただきたいのですが、やはり今までやっていた仕組みを自分達も負担があ

るのですということを理解するためには、この絡みをのまざるを得ないのかと私はそう思って
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いるのです。非常にそういう部分でふぐあいができたら相談するところの手厚さを我々は今度

つくっていくべきだと思うので、今回の条例提案については、根拠として道のほうの示しがそ

ういうことになったということで条例の制定になったのだと思いますから、私はやはり賛成と

いう立場で挙手したいというふうに思っています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ございませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） まず賛成が出たので私は反対の立場で話しますが。今プログラムをい

ろいろやってきて、この今の８号と９号、私も同じ考えなのですが、今回の行政改革は町民負

担で成り立っています。そしてきょう保育所の説明会もあったのですが、多いときは 400 人か

ら子供が生まれたときもありましたし、300 人時代もありましたし、３、４年前までは 140 か

ら 150 人、ところが平成 19 年は確か 82 人か 83 人だったと思います。こういう少子化の中で国

も挙げて北海道も挙げて、まちも挙げて、この少子化対策をしなければだめだというときに私

はやはりこの８号の議案は逆行だと、今の少子化対策に対する逆効果だと。ではこの費用がど

のくらいかというと本当にプログラムの中からいっても微々たるものだと。しかし子供を持つ

親からすれば微々たるものではないです。微々たるように見えるけれども。ですから私はこの

前この説明のときに寂しいなと言ったのですが、やはり何でも横出しがだめだ何がだめだ、今

大渕委員の言われたとおりなのですが、私は本当に今の少子化という対策ということからいく

と全く逆行だと。このくらいのこの３つくらいは横出しであろうが何であろうが少子化対策と

して、私はこれだけは進めるべきだと、こう思って私は反対いたします。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ございませんか。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 私もこれについては、本当に白老町にとっての少子化対策という

のがなかなか手を打てない中での今回こういった案件ですので、本当に厳しい部分があるだろ

うと思うのですけども、例えばこれがたかだか 100 万円の話なのです。100 万円の話も横出し

はできないという形の中で行政は出してきたということは、例えばですけども今回この３年間

の中で白老町の財政改革、このプログラム云々も見直していくとかいろいろな形の中で議会が

取り組んでいく形になります。この３年間の中でこういったものを一つ、議会として私たちが

受け入れた場合、３年後の見直しということも考えることもできると思うのです。ですからそ

ういった附帯意見をつけながらの賛成であれば、今回これは白老町だけではなくて全国的にも

こういった形の中で町負担また市の負担だとかが、こういった制度の中で実施されることであ

りますので、白老町だけがという問題ではないのです。ですからそういうことで考えると、確

かに白老町独自の少子化対策というのは大切だろうと私は思いますけども、もしそれを議論す

るのであれば、３年後の町財政のことを見据えた上でやるべきだと思う意味で、賛成討論とさ

せていただきます。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ありませんか。ないようですね。 

それでは、これをもって討論を終結いたします。 

次に採決いたします。議案第８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、原案どおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 
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〔挙手少数〕 

○委員長（玉井昭一君）  賛成少数、よって議案第８号は否決されました。 

 次に議案第９号を議題といたします。議案第９号 白老町の重度心身障害者及びひとり親家

庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 これより討論を行います。討論ございますか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。議案第８号と主旨は私は同じだと思っております。重度心

身障害者及びひとり親家庭の医療費も合わせて微々たるものです。金額が少ないというだけで

はなくて考え方として、ここまで町はやる必要はないと私は考えております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  反対討論です。 

ほか、ございませんか。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 反対討論が出たので、私も先ほどと同様に白老町が負担していか

なければならないもの、それから国の政策の中でそれを補えるもの、私はそういった両方の局

面から物事というのは考えるべきだと思うのです。ですから例えばこの重度心身障害者の部分、

または乳幼児医療制度の部分、これは町が担っていかなければならない部分は町が担っていか

なければならない部分。あとそれの見合い分は国の政策制度改正いろいろな部分で達成してい

かなければならない部分だと私は考えますので、これについても賛成という意見の中での討論

にさせていただきたいと思います。 

なぜ私がそういうことを言うかといいますと、例えば下水道使用料の問題、ここに関係のな

い話ではございますけれども、都市計画税を取っておけばよかったというような話が今後もま

た出てこないとは限らない、やはり国全体がそういった方向に、白老だけが今その道を外れる

のはどうかと。これは確かに 100 万円未満の話になるのかもしれませんけども、そういった面

では町が担うべき役割の中の部分と、その負担をする町民の負担は国の政策の中で考えていっ

てもらうしかないかと私は思います。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ございませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 反対意見です。私は先ほどの意見と全く同じなのですけれども、特に

ひとり親家庭のところで親の負担というものが生じてくる。ここの場合は特に幼い子供を持っ

た親が病気になって、そういうときに親は果たして病院に行くか行かないかと考えたときには、

多分私が親でしたら行かないかと思います。果たしてそういうような選択を迫られるような、

このようなものが果たしていいのかと。多分行こうか行かないかと迷ったときに行かない選択

をする、それが本当にいいことなのか。 

先ほど松田委員も言っておりましたけども、少子化に全く逆行している。ではなぜ国のほう

では少子化担当大臣までつくっているのか、それなのに横出しを全部切ってしまう、これはま

るで子供いらないよと、実際には形としては少子化担当大臣つくっていながら実際にやってい

ることは切り捨てをしているのではないかと改めて強く感じておりますので、せめてこの部分

だけでも見直しをしていただきたいと、そういう配慮を町のほうにしていただきたいと、とて
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もではないですが賛成はできかねると、そのように思いました。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ございませんか。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  反対の立場で討論させていただきます。女性の就労人口というのが

非常に多くなりまして社会で働きながら子供を養っている、ひとり親の家庭もたくさんあるは

ずなのですけども、そういう中でやはり、今西田委員もおっしゃいましたけどこれから少子化

問題に対して国全体としてどう解決していかなければならないかというときに国がこうだから

というので、私もやはり白老町も仕方ないのかというのが腑に落ちないのです。国の政策だか

らといっても、これは白老町独自のそういう条例があってもいいと思うのです。ひとり親で働

いているお父さんなりお母さんなり非正規雇用ではない方が圧倒的に多いのです。そういう中

で医療費にしても、この医療の中の助成制度もどんどん今認めてしまうと今後またさらに見直

しかけられて、一部負担金ではなくて本当に負担する額がふえるのではないかというのが一番

私は懸念されるわけです。そういう意味において反対討論にいたします。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ありませんか。 

それでは、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。 

次に採決をいたします。議案第９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案どおり決定することに賛成の方は挙

手を願います。 

〔挙手少数〕 

○委員長（玉井昭一君）  賛成少数、よって議案第９号は否決されました。 

次に議案第 10 号を議題といたします。議案第 10 号 白老町老人医療費の助成に関する条例

を廃止する条例の制定についてを議題といたします。 

これより討論を行います。討論ございませんか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。私はこの老人医療費の助成に関する条例の廃止とあります

が、これは私は基本的にはやむを得ないと。今高齢者がどんどんふえて、やがてみんなが 69

歳になるわけですが、60 歳を超えて終末までの通過点なのです、69 歳。しかしながら、今これ

も白老町ももっと豊かな頃、高齢者になりかけの頃につくった条例なのです。今高齢者がどん

どんふえてきているのですが、白老町の保険のことを考えると、これも赤字なわけですから、

いずれにしろ人生の通過点ではあるのですが 79 歳、69 歳もみんなと同じに払うのもやむを得

ないのかということで私は賛成したいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかございませんか。賛成討論がございました。反対討論ありませ

んか。 

それでは、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。 

 次に採決をいたします。議案第 10 号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例

の制定について、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〕 
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○委員長（玉井昭一君） 全員賛成、よって議案第 10 号 白老町老人医療費の助成に関する条

例を廃止する条例の制定については原案どおり可決されました。 

 次に議案第 11 号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供しま

す。 

これより討論を行います。討論ございませんか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。この議案そのものにつきましては、議会の中間報告で下水

道料金を上げることを条件に水道料金を下げていただきたいという形で町に意見を具申をいた

しました。しかし残念ながら今まで、そういう条例の提案ももちろん９月会議でもございませ

んし、その説明が今まで若干あっただけということであります。議会が中間報告という形でき

ちんと下水道料金を値上げするということを条件に水道料金を下げてくださいということを議

会の総意で出しておりますので、私はその視点からいうと残念ながらこの議案に賛成するわけ

にはいきません。 

○委員長（玉井昭一君）  反対討論が出ました。賛成討論ありませんか。 

それでは、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。 

次に採決いたします。議案第 11 号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について、

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。 

〔挙手少数〕 

○委員長（玉井昭一君） 賛成少数、よって議案第 11 号 白老町下水道条例の一部を改正する

条例の制定については否決されました。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君）  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これをもって閉会といたします。ご苦労さまでした。 

（午後 １時４８分）  


