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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） おはようございます。白老町財政健全化に関する調査特別委員会を

開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 冒頭に、ちょっと皆さんにお諮りしたい件がございます。実は、鈴

木副小委員長が今、入院されておりまして不在の形になっております。今、小委員会を進めて

いくにあたって、委員１名が不在ということになると大変いろいろな意味で支障をきたしてお

りましてね、ぜひ、会派の中で誰か選任いただきたいと。代理といいますかね。そういう形に

ぜひ持っていきたいという考え方を今持っているのですけども、いかがでしょうか。そういう

形でぜひ選任をいただきたいということで、特別委員長からお願いしたいと思いますけどもい

かがでしょうか。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の会議を進めたいと思います。 

 実は、町長からですね、27 日に予定されておりました白老町立病院問題につきまして、本日

に前倒ししたいというお話がありましたので、本日の会議に町立病院問題につきまして、町長

から説明を受けたいと思います。飴谷町長、よろしくお願いいたします。 

○町長（飴谷長藏君） おはようございます。 

 白老町立病院の方向性についてまとまりましたので、皆様にご報告したいと思います。 

 白老町立国民健康保険病院の方向性については、現状の町立病院の利用状況と 10 年後、20

年後の後期高齢者人口増加に伴う医療・介護ニーズの高まり、国の療養病床のあり方とそれに

伴い本年４月に出された老人保健施設の運営基準の緩和、そして、北海道の広域連携構想等の

動向を見ながら、長い間、熟慮してきたところであり、今回の決定に至ったところであります。 

 私、町立病院の方向性を示すにあたり、町立病院のあり方として次のことを考えておりまし

た。まず１つ目として、１次医療と２次医療の連携が図れる病床の確保であります。そのこと

は、地域医療連携を推進するため、苫小牧医師会より強く出されている意見でもございます。

２つ目として、入院治療が終了した患者さんが、在宅、ご自宅に戻れないときの対応のあり方

であります。３つ目として、初期治療を提供する救急医療の確保であります。４つ目として、

遠方の医療機関に通院できない高齢者等を見据えた医療機関のあり方であります。５つ目とし

ては、小児科医療の確保であります。６つ目としては、予防医療等を推進する３連携における

医療機関のあり方であります。７つ目としては、町立病院の経営改善が図れるあり方でありま

す。以上のことを総合的に判断した結果、白老町立国民健康保険病院の方向性として、常勤の

医師６名による外科、内科、小児科の３科体制の維持と町立病院の１階を診療部門、２階を一

般病床、そして、３階を老人保健施設とする一般病床を有する病院と利用定員 29 名とする老人

保健施設の機能を兼ね備えた施設とするものであります。このことにより、高齢者に対する医
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療・介護の確保、幼児・児童に対する医療の確保、救急医療の確保、２次医療圏における地域

医療連携の確保、予防医療の推進、さらに町立病院の経営改善が図られ、町民の健康面での安

全安心の推進が図られるものと考えるものであります。 

 以上、もう一度お話いたしますが、常勤医師６名。外科、内科、小児科、３科体制。町立病

院の１階部門を診療部門、２階を一般病床、３階を老健施設。一般病床については、現在、60

床でございます。老健施設については、利用定員 29 名ということでございます。 

 今日まで議会の皆さんには大変長くなりまして、本当にご迷惑をおかけいたします。しかし

ながらですね、この決定に至りましたのは、５月１日に国の老健施設に関する規制緩和がなさ

れたものですから、その５月１日の規制緩和がなされなかった場合は、また違う結論と言いま

すか、方向性が出たのかなと思っております。このことについては、現状でのベストと。そし

て、将来を見据えたベストということで私も考えております。この後、この方向性について、

担当の室長からご説明いたします。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） それでは、お手元にお配りしました冊子と資料、２編に分

かれていますが、これについて、ご説明をしたいというふうに思います。 

 「白老町立国民健康保険病院の方向性について」ということで、「はじめに」から。１ページ

目になりますが、冊子に沿った形でご説明をしたいというふうに思います。まず、「はじめに」

でございますが、白老町立病院の経営健全化については、第３次行革、そして、この部分が十

分改善が図られなくて４次に引き継いだという形になってございます。それで、町は 16 年の３

月定例会において、病院のあり方について、町長任期中に結論を出すとしていたところであり

ますが、この間、国等々の急激な医療制度の改革の変化がございまして、最終的には今年６月

中に方向性を出すとしていたところであります。 

 この間、北海道は、自治体病院が近隣の医療機関との広域連携、そういったものを見据える

形の中で平成 20 年３月に自治体病院等広域化・連携構想を策定したところであります。この中

で東胆振圏域については、苫小牧市立病院を地域における中核病院と位置づけて、その中で白

老町立病院については、診療所を含めて規模の適正化を検討する必要があるとの方向性を示し

たところであります。 

 また、これに先駆けて、モデル的に白老町立病院の健全化に向けたあり方について、白老地

区検討会議が設置され、本年３月、自治体病院等広域化・連携構想白老地区検討会議報告書が

報告されたところであります。この報告書において、収支予想から経営面のリスクが少ない点、

また、医療法による医師の配置基準、こういった点から診療所（19 床）が望ましいとされてい

たところでありますが、あわせて課題としては、現入院患者の転院、介護施設への入所及び新

たな介護施設の開設等の対応、あわせて救急医療の維持のための医師の適正数の配置等々、課

題も指摘されていたところであります。 

 国においては、平成 18 年度の診療報酬の改正、そして、18 年度から始まっております療養

病床のあり方の検討がされて、平成 20 年４月、介護老人保健施設の人員、施設設備並びに運営
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に関する基準についての一部が改正され、医療機関併設型小規模老人保健施設の規制緩和がこ

こでされたところであります。この規制緩和は５月１日施行という形になってございます。そ

れで町は、これらの状況を踏まえ、今回の病院の方向性を示すものでありますが、細部につい

ては、平成 21 年４月の実施に向けて作業を進めるものであります。したがいまして、今回の方

向性についてはですね、基本的な方向性は示すものの細部については粗いものというふうにな

ってございますのでご了承をお願いいたします。 

 次に２ページになります。ここで介護老人保健施設の運営基準の一部改正が先ほど行われた

というお話をさせていただきましたが、この経過につきまして若干触れておきたいというふう

に思います。国において、療養病床のあり方について、医療提供体制の視点、利用者の視点、

費用負担の視点から、医療保険・介護保険の両面にわたって患者の状況に即した施設の機能分

担を図るため、医療の必要度に応じた再編を進めるとして、平成 18 年６月に健康保険法の一部

を改正する法律において、介護保険適用の介護療養型医療施設を平成 23 年をもって廃止という

ふうに措置されて規定したところであります。これを踏まえまして、平成 18 年９月に介護施設

等のあり方に関する委員会において、療養病床再編成の受け皿として介護老人保健施設等々の

あり方が論議されて、平成 19 年６月に療養病床の転換を円滑に進める、こういう形で老人保健

施設の医療提供機能の強化が報告されております。この報告を受けて、社会保障審議会介護給

付費分科会においてですね、19 年 10 月に審議されて、20 年３月に諮問及び答申があったとこ

ろであります。ここで介護保険、先ほど言いましたが、規制緩和の一部が方向性が示されて４

月に規制緩和の基準が図られたという形になります。 

 次に? ですが、小規模老人保健施設の人員基準等の緩和の内容でございます。これはあわせ

まして、資料１のＡ３で見開き裏面と表面がありますが、ここで書いてあるところでございま

す。資料１に基づいてご説明いたしますが、資料１の小規模老人保健施設の人員基準等の緩和

で、まず、介護報酬算定日数上限の緩和であります。これは、小規模老健施設 180 日の、いわ

ゆる６カ月ですが、算定基準数の上限が撤廃されたということであります。ここは、療養型の

場合 180 日おりますと、費用が下がるというものがなくなったというふうに解釈していただき

たいというふうに思います。 

 それから２番目といたしまして、人員基準の緩和であります。現行は医師、それから看護・

介護職員、それから支援相談員、介護支援専門員という形で常勤１名でありますが、一部兼務

も認められていたところですが、この部分で支援相談員、それから介護支援専門員、こういっ

た職員が非常勤職員として採用して構わないと、こういう規制緩和がされたところであります。

したがいまして、これは現在の体制でいきますと、病院にこういった職員がいれば、そういっ

たものも活用して構わないという形になります。以前までは、病院は病院、老健は老健で職員

を配置しなければならない基準だったのが、その辺が緩和されたという形になります。 

 それから、建物の基準の緩和でございますが、転換した保健施設におけるところの耐火構造

物と、それから②に関する建物内の直通階段及びエレベーターの設置にかかる基準、これが緩

和されたということで、この段階では、パンフレットでは、４月に送られてきていますので 20
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年５月施行予定というふうに書かれております。それで、わかりやすいのがですね、裏面にな

ります。転換による医療機関と老人保健施設が併設する場合における診療室、階段、エレベー

ター、出入り口の関係でございます。下のほうになりますが、共有可能ということで、丸にな

っていますが、これは医療機関と老人保健施設が一つのエレベーター、階段を使用して、同じ

建物で利用できるというのが今回の規制緩和です。従前の規制緩和措置がない場合については、

例えば町立病院の３階に老健をつくるとすれば、新たに階段、エレベーターを設置し、入り口

を別にしなければできなかったと、こういうものが共有することに緩和が図られたということ

で実質的に町立病院の３階利用という形が可能になったとこういう形になります。 

 もう一つは、転換先の老人保健施設等の施設基準の一部緩和ということで、施設基準の緩和

ですが、これは面積関係になりますが、療養室につきましては現在 6.4 平米でいいという形に

なります。本則に基づきますと、一人当たり１室８平米持たなければならないという形になり

ます。従前、この新基準の適用、本則の経過措置として 23 年の末まで 6.4 平米でいいですよと

言われておりました。ですが、24 年度から新基準に基づかなければならないということで、そ

れまで老健をやったとしても建てかえをしなければならないという問題が生じると。いわゆる、

一人一室 6.4 平米の部分を８平米にしなければ、老健の維持が可能ではないというこういう形

になります。この部分が 24 年４月以降についてもですね、改築までは 6.4 平米でいいですよと

こういう形になります。そうでありますので、うちの財源状況からしますと、建築については

23 年度までとされますとですね、当然、建物の面積からいうと２年ぐらいかかるだろうという

ふうに考えられますので、そうすると、21 年から着手しなければならないという問題がありま

す。財源問題からいうと、非常に困難な状況がありますので、こういうことが規制緩和された

ということで具体的に老健を検討し、今回の方向性を出すに至ったということでございます。 

 次に３ページになりますが、町立病院の機能及び役割でございますが、先ほど町長も、町長

の考え方として７点ほど述べられておりますが、道の検討会議の中でも一部指摘がされまして、

その部分で今回改めて整理をかけた部分でございます。それで、町立病院の機能及び役割とい

うことで４点ほど、ここで整理をかけたということでございます。 

 まず１点目は、初期医療を提供する救急医療体制の維持という形になります。これは、検討

会議の中でも医師会の側からよく話されたのですが、初期救急については地域で担ってほしい

という形です。現在、２次医療救急機関として王子、市立病院がありまして、奇数、偶数で一

日交代で救急を受け入れている、こういう形になってございます。当然、２次医療救急でござ

いますので、重篤者を受け入れているという形になります。それで、初期医療救急の患者が行

きますと、その部分で手が取られるというこういう形になって、重篤患者が十分救急に見られ

ないという問題、そういった問題が出てくるので１次救急は１次救急で初期医療救急を担当し

てほしいと。そうしないと、２次救急のほうが対応できなくなってきますよと。本当に医療を

必要としている救急について対応できないという問題から、そういう問題をクリアしてほしい

という意見が強く出されているところであります。 

 それから、高齢化を見据えた一般病床を有する医療機関。これもこれから説明いたしますが、
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これから白老町も高齢者人口がかなりふえていく形になります。その推移からしますと、当然、

高齢者でありますので、交通機関を利用するというのはなかなか困難なところもあります。し

たがいまして、地域性の利便性、こういったものを考えた場合にですね、一般病床、それから、

先ほど言った１次医療機関の役割を考えたときに、当然、２次医療機関で治療が終わった方に

ついては１次病院のほうに戻したいという意向から、こういう問題での一般病床を有する医療

機関が必要になるということでございます。 

 それから３番目は、小児科医療の維持でございます。核家族化が進みまして、なかなか相談

できないという現状があります。そういった中では、やはり医療に巻き込んだ子育て支援とい

うのも必要になるのではないかということで小児科医療の維持ということでございます。 

 それから４番目といたしましては、３連携による医療分担を担う機能ということで、当然、

３連携は医療部門が抜けては成り立たないものでございます。したがいまして、住民の健康の

増進を図るには、各種予防、それから予防医療の視点がなければ３連携は図れませんし、総体

的な医療費の削減にもつながってこないという問題から、この部分を当然、町立病院として担

うべき任務という形になろうかと思います。こういった４点で整理を加えてございます。 

 次に４ページになりますが、白老町の将来人口の推計と町立病院利用者数の影響についてで

あります。ここは資料２を見ていただきたいのでありますが、白老町の将来推計人口と町立病

院の利用状況ということを表にあらわしてございます。この人口推計については、従前から使

われております国立社会保障・人口問題研究所で一般的に使われておりますし、今回の改革プ

ランでも別紙資料として使われている表を整理したものであります。それで、この中で見てい

ただきたいのは、17 年の国調をもとにしながら 42 年までの人口推計が出されております。年

少人口と生産人口と老年人口という形で三段階でわかりやすいようにくくっておりますが、年

少人口については下がり続ける、こういう形になります。したがいまして、小児科を維持した

場合については当然、患者数の減少が考えられるという形になりますので、小児科を維持する

ということは不採算部門を拡大させるという、こういうことにもなります。それから 65 歳以上

の高齢者人口ですが、ぽち印については、改めまして後期高齢者の人口を再掲しているもので

あります。後期高齢者につきましては、ピークが平成 37 年度の 4,568 人で、その後５年間は横

ばい状態に推移するという形になると思います。それから、その横の町立病院利用率ですが、

これは 19 年度の一年間に一回以上町立病院を利用した町民の率であります。ですから、やはり

年少人口と高齢人口については、年少人口は 46.5％、高齢人口については 42.4％の人が何らか

の形で町立病院を利用しているという形になります。したがいまして、初期医療についてはで

すね、やはり半数ぐらいの人が町立病院を利用しているということがここで読み取れると思い

ますし、そういうことからすると、年少者と高齢者についてはとみに町立病院の必要度合いが

あるのではないかというふうに思います。その横の表については、20 年４月の住民基本台帳の

人口を参考までに載せているものであります。そういうことからしますと、本編に戻りますが、

この結果からですね、町立病院を利用する年代層については、年少人口層と老年人口層である

ということが言えますが、老年人口の増加というのは年少人口の減少よりも伸びるものであり



 ８ 

まして、患者数についてはですね、こういった人口が減るという中であっても、それほど町立

病院の利用者数に影響を与えるものではないのではないかということが読み取れると思います。 

 次に、白老町における適正病床数及び町立病院の病床数の考え方であります。まず、白老町

の人口規模で適正病床数はどうとらえるかでありますが、北海道の医療計画がございます。こ

れは東胆振医療圏における基準病床数は、計画に基づきますと 2,198 床、既存病床数が 2,437

床であり、充足率は 110.87％になります。これは医療法の施行規則によって算出方法が定めら

れておりまして、そのものに算出されているものであります。この東胆振圏域における基準病

床数を白老町の人口割合、およそ 9.37％ございますが、これで割り返しますと白老の基準病床

数は 206 と推計されてきます。この部分を現在既存病床数でいきますと、白老町は 219 床。白

老町立病院 92 床、北海道リハビリ 89 床、生田医院 19 床、藤田クリニック 19 床、計 219 床に

なるわけでございます。 

 それで、将来の人口推計を参考にしながらですね、適正病床数を考えるわけですが、平成 22

年の人口減少率 26.7％が減少する形になりますが、これを基準病床数に当てはめますと 151 床

になる形になります。それで、町立病院以外の町内医療機関の既存病床数からこの部分を減じ

ますと、実質的に公立で賄いきるのは 24 床でいいのではないかという論議になりますが、先ほ

ど言いましたとおり、高齢人口の推移がございまして、高齢人口は伸びますよということを申

し上げております。そんなことからしますと、町立病院の一般病床数、65 歳以上の患者さんが

82.6％を占める形になります。これは表のですね、資料の４を見ていただきたいと思います。

これは、町立病院の平成 19 年 11 月度の入院状況分析でございます。その中で３番目の入院者

の年齢別状況でございます。療養病床はすべて 70 歳以上で 14 名であります。一般病床は 65

歳以上の高齢者が 82.6％を占めているということで、ほぼ高齢者が８割方占めるというこうい

う形になりますので、そうしますと、将来的人口を見ていったときにですね、現状の少なくと

も過去５年間の一般病床数の平均患者数 44 人になります。そういったことからしますと、病床

数の利用については先ほども言ったとおり、余り町立病院については影響を与えないだろうと

いうふうに考えられますので、この基本をベースにしまして、42 の利用を利用率７割、これは

公立病院改革ガイドラインにおける 70％未満の病床療養率については、何らかの考えを示しな

さいというふうに国のほうで言っておりますが、この７割と 10 割とした場合については 63 人

ぐらいになると。ベッド数も多少余裕をもっていかなければ運営できませんという形になりま

すので、この辺が、適当な数字が一つ押さえられるのかなというふうに思います。 

 それから、一方で平成 19 年５月度の国民健康保険の診療分における全医療機関の入院日数と

いうのは、9,519 日あります。町内の医療機関での入院日数は 1,602 日であります。こうした

ことからしますと、このうち町内にない診療所、いわゆる精神科でありますとか、皮膚科であ

りますとか、耳鼻科の入院もあるわけであります。それから２次医療救急機関、これは重篤だ

とか重病である、王子だとか市立病院で入院する必要性のある方、こういった方を除いてです

ね、町内医療機関で入院できる患者数の入院日数を推計しますと、1,389 日。いわゆる町内で

も一般的に入院できるのだけども、町外の一般的な病院に入院している方も 1,389 日分ありま
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すよと、こういう形のことです。それを合計しますと、2,991 日。これが本当は白老町で入院

を扱ってもいいというか、扱える人数とこういう形になると思います。これが国保でいきます

と、平均利用病床数は 99.7 日になります。この国保の部分と社保の部分がありますので、加入

割合はほぼ半数程度になりますので、実質的に２倍の数が必要としている人数、病床数という

形になります。この部分をやりますと、199 床であります。こういったことを差し引きますと、

町内にある既存の病床数を除いて、町立病院で必要病床数というのは 72 床という計算になる形

になります。いずれにしましても、現在の 92 床の病床数は必要ないという、こういう結論にな

るというふうに思います。ただ、いずれにしても 63、72 という数字が出ていますが、多少はや

っぱりほかの地域でも入院する方がおりますので、ここまでの人数は必要ないのではないかと

いう結論になります。そこで現在、考えておりますが、先ほど町長が言った 60 床を検討するよ

とこういう形です。それで一つに、病床数の基準ベッド数というのは、１病床に関するものは

60 以下になります。それ以上は２という形になりますので、基準病床数が２になりますので。

元に戻ります、１病床数 60 以下が基本的には一番効率的にいい運営の仕方というふうに言われ

ております。これが 70 になりますと、２になりますと 35 人、35 人になりまして、60 から 35

になりますので、これは非効率的な病床数の運営という形になります。したがいまして、60 か

ら下がったとしても極端に下がると非効率的な運営をせざるを得ないという形になります。 

 次に、町立病院の経営状況についてであります。平成 19 年度の経営状況というところでござ

います、経常収支については、２億円ほどの赤字になってございます。医業収益に関しまして

は②でございますが、８億 2,700 万ほどになります。入院の状況は、入院患者数は 16,905 人で

ありまして、入院一日平均 46.2 人。一般が 33.9 人、療養が 12.3 人であります。入院の一日単

価１万 8,800 円。一般病床は２万 3,567 円。療養病床が 5,633 円でございます。極端に療養病

床の一日単価が低いと、こういう形になります。外来の状況でございます。外来患者数は 41,839

人でありまして、外来一日平均 15.5 人。内科が 56.7 人。出張医関係いろいろありますが、こ

れが 15.1 人。外科が 73 人。小児科が 10.6 人という形であります。外来一人当たりの単価は１

万 2,172 円。これはまだ薬局が内部にある場合の一日単価という形になります。ここでもう一

つ整理しておかなければなりませんのが、療養の一日入院単価、これが著しく低いということ

と、それから小児科の 10.6 人の一日の外来数というのは低いという、こういう形になります。

これが病院経営を若干圧迫する原因となるという形でございます。 

 それから? でございますが、平成 19 年 11 月度の入院状況でございます。資料４にお戻り願

いたいと思います。まず最初に、１.療養病床数の 11 月度の動きでございます。真ん中に療養

病床数入院患者数 14 名になっておりまして、この入院元の、どこから来ているかというのは、

福祉介護施設から２名、病院から３名、在宅から９名という形になりまして、平均在院日数が

259 日にのぼっております。先ほど、本編のものを見ますと 227.8 日ですが、月平均と若干ぶ

れている部分で若干日にちが変わりますが 11 月で 259 日になります。この月に入ってきている

新たな入院者というのは全部ゼロであります。どこからも入ってきておりません。退院が１名

ということで、ここでも入退院がなくて滞っている状況です。ですから、療養型というのは長
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期入院型で出入りがない状況が伺えると思います。 

 次に一般病床でございます。ここでは入院が一日平均 33.9 人で、福祉介護施設から入院が

11 名、他の病院から３名、在宅から 39 名の 57 名という形になります。退院状況を見ますと、

在宅に戻った退院が 35 名、福祉介護施設に戻られた方が７名、それから死亡が６という形にな

ります。ここで言えますことは、福祉介護施設から病状が悪くなって病院を利用して、治癒し

て福祉介護施設にまた戻るというケースが多いのと、それから死亡６ということで、終末医療

を町立病院がかなり担っているというこういう形でございます。そういったことでまた本編に

戻りますが、そういったことの状況が見られているのが 11 月度で見られる入院状況でございま

す。したがいまして、これが町立病院の大体、毎月の変動というふうに押さえますと、よく病

院の出入りというのがわかると思います。 

 続きまして６ページになります。新たなシミュレーション４の検討ということでございます

が、こういったことからですね、平成 19 年の病院の経営状況から療養病床については、経営悪

化の要因となっているということから、この部分を廃止して考えるという形になります。それ

で、病弱者の医療難民を出さないために、その機能を考慮した場合、町立病院の一部病床を医

療機関併設型小規模老人保健施設（定員 29 名）の整備を行うこと。また、一般病床については、

医療スタッフの確保、中核センター病院との連携等々から、１病棟病床数基準 60 床以下である

ことから、一般病床 76 床のうちの 16 床を削減し 60 床。全体としては、町立病院 92 床を 32

床減らし 60 床とし、併せて医療機関併設型小規模老人保健施設（定員 29 名）を整備した場合

の案を考えます。それで、ここで当面、医療スタッフが対応できる人数といたしましては、42

名。現在 43 名が医療体制で入院を受けられるマックスでありますので、試算では 42 名の入院

を受けた場合で試算をしています。 

 それで、シミュレーションの結果でございますが、シミュレーション１、シミュレーション

２につきましては、従前、北海道の報告書に基づくシミュレーションの内容と変わってござい

ませんが、ただ、ここで一部数値が変わって、収支予想が変わっております。これは何かと言

いますと、ここで外来での一日 7,272 円で計算がされておりましたが、この部分でも院外薬局

で単価的に計算されておりました、一日一人当たりの患者さんの単価でございますが。これが

19 年度のベースで町立の状況を見ますと、院外薬局で対応した場合が薬代が医療保険の収入と

して入ってきませんので、この部分を厳密に差し引いて計算しますと、一日の単価は 5,063 円

になる見込みであります。 

 それで、シミュレーションを比較するにあたりまして、その部分を統一化させるためにシミ

ュレーション１、シミュレーション２の収支予想が変わってございます。同じ条件にして計算

を入れてございます。それで、シミュレーション１につきましては 10 年目、４億 6,537 万 7,000

円の赤字でございます。このシミュレーションについては、病院を 46 床にしまして、一般 38、

療養８の計算でございます。そのうち、入院が 40 名で、一般 34、療養６名。外来 155 名で計

算しております。シミュレーション２でございますが、診療所 19 床、有床でございますが、入

院患者数が 16.3 名。外来が 95 名で計算されていると、こういう形になります。それで、医師
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の数がそれぞれ診療所ですので３名という形でシミュレーションを行っている形になりまして、

収支予想、単年度 10 年目、１億 9,193 万円の赤字になります。今回、シミュレーション４でご

ざいますが、10 年目には 9853 万 3,000 円。かなり縮減がされるふうに考えてございます。こ

れはあくまでも医療部門でございます。 

 そういったことでシミュレーションの数値につきましては、資料５を見ていただきたいと思

いますが、今後の経営状況の見通しということで、これはシミュレーション１の試算状況を記

載したものであります。21 年度には３億 4,279 万円の赤字になりますが、最終年度は先ほど言

った形になります。ここの赤字の表示の仕方は、このページの下から網かけの一番最初に出て

くる当年度純益または純欠損という形での数値、これが町の赤字額という形になります。 

 それから資料６でございます。これが町立病院の収支見込みであります。この部分につきま

しては、下から４段目の経常収支、これが実質的な見通しでございます。それで、10 年目がで

すね、１億 9,193 万円になってございます。トータル違っていますね、21 年目。22 年目が 4,600

万円ということで、これは交付税が５年間特例的に、現病床数で確保されるということになり

ますので、この数字が出てくるわけでございます。それが診療所の交付基準に基づきますと、

平成 30 年の単年度予測が正しい形になってございますので１億 9,000 万円という形になります。

初年度については、後で訂正かけますので、ちょっと計算入れます。 

 それから資料７を見ていただきたいと思います。これがシミュレーション４。町立病院の医

療部門だけの考え方であります。同じく当年度純利益、括弧書きで、または純損失について、

平成 21 年度が 5,778 万 3,000 円。10 年目には 9,853 万 3,000 円のシミュレーションという形

になってございます。 

 本編に戻りまして７ページになりますが、シミュレーション４における赤字縮減の要因につ

いての考え方であります。まず、人件費の削減が図られるというこういう形になります。現在、

病院の療養病床数から老健施設に転換されることに伴い、看護職員５名、ヘルパー職員５名の

異動が可能になり、この部分とそれから一部医療職員の給料案分、例えば医師の部分でありま

すとか、そういったところが、案分が可能になってきますので、そういう意味での病院部分の

人件費の削減になるという形になります。それで、異動した方々につきましては、介護報酬か

ら老健の収入が出てきますので、そこから支払いを起こすというこういう形になります。です

から、病院の持ち分が減るという形になります。 

 続きまして②番目でございます。ランニングコストの削減でございます。病院と老健施設の

おのおのの利用面積において、光熱水費等の案分が可能になります。したがいまして、３階部

分については老健での会計で光熱水費を賄う形になりますので、そういった部分での病院での

ランニングコストが下がるというこういう形になります。 

 それから③番目でございますが、療養病床数を老健施設に転院をすることによって、医師が

対応できる一般病床数をふやすことができるという形になります。今まで医師法に基づいてで

すね、医師の入院患者の見られる数、外来総数、決まっております。この部分で、老健で見て

いた部分が実質的になくなりますので、一般病床数で医師が見られる数をふやすことができる



 １２ 

という形になります。したがいまして、同じ医師数が６人であったとしても、総体的には療養

病床数をそこの中でカウントしていたのが老健にいきますので、逆に言うと、その人数が減っ

たことによって一般病床の患者さんを見られるとこういう形になります。そういったことでの

収入増が図られるという形になります。 

 続きまして８ページになります。医療機関併設型小規模老人保健施設についての考え方であ

ります。まず、規模等についてでございますが、施設規模については、現町立病院３階部分を

使用し、４人室を６室、２名室を２室、個室を１室として定員 29 名としてカウントしてござい

ます。職員については、看護職員（常勤・正職員）５名、介護職員（常勤・臨時職員）７名、

支援相談員（非常勤・臨時職員）１名、介護支援専門員（非常勤・臨時職員）１名、医師、栄

養士、理学療法士については兼務を考えてございます。利用者の状況の想定でございます。現

在の介護保険における要介護度の分布を用いて、29 人、これを分布いたしますと、要介護度１

が 1.9 人、要介護度２が 2.8 人、要介護度３が 5.2 人、要介護度４が 8.8 人、要介護度５が 7.8

人で、計 26.5 人で積算をする形になります。これは、平均要介護度 3.67 でございます。それ

から、入所率は 91.4％を想定するものであります。 

 続きまして、これに基づく収支予算でございますが、資料８になります。初年度、21 年度に

ついては、収入１億 889 万円、支出１億 452 万円、差し引き額 436 万円の黒字を見込んでおり

ます。また、平成 28 年度までの試算において、ほぼ同様の黒字運営ができるものというふうに

考えてございます。資料８の一番最後の欄が収支の差し引き額でございます。ほぼ 400 万から

500 万になるものと推計されます。これは、看護職が定年を迎えるものについても試算を加え

ている、こういう形になってございます。 

 最後になりますけども、利用者負担についてでございます。利用者負担については、介護保

健施設の利用となることから、介護保険の適用ということになります。そこで各階層の利用者

負担は、最後に資料９になりますが、一段階から四段階、また、介護度別に本人負担部分を予

想してございます。そんなことで月額２万 4,000 円から８万 2,380 円となる予定になります。 

 最後にまとめでございますが、以上のことから白老町立病院の方向性については現在の町立

病院 92 床、これを 32 床削減して 60 床とし、あわせて医療機関併設型小規模老人保健施設（定

員 29 名）を整備するものであります。ただ、ここでお断りしておきたいことがございまして、

これは町の方針でありまして、今、道との協議にもう既に若干一部、これで可能なのかどうな

のかということで打ち合わせに入ってございますが、その中で出ておりますのが病床 60 でござ

います。これは町でおけるマックスでございますが、公立病院の改革プラン、これが 42 名で計

算しますと７割ということでかつかつの状況になります。改革プランでは、７割未満について

は整備という形になりますので、この辺がちょっと基準的にはどうなのかというふうに言われ

ております。それともう一つは、現在の町立病院の３階のやりくりをした場合、老健のベッド

数を差し引きますと、60 までの確保がなかなか難しい状況にあります。したがいまして、これ

は道との協議がこれから進む形になりますが、最終的に病床数の変更が若干あるものというふ

うに思っております。そうでありますが、これも大幅な変更ではなくて、小幅の変更に抑えた
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いなというふうには思ってございます。ここが 60 から 50 台に若干なると思いますが、この辺

によって試算の影響でございますが、収益は入院 42 名でカウントしていますので医療収益は変

わらない形になります。ただ、交付税の考え方で１ベッド当たり 50 万ほど出てきますので、１

名減りますと 50 万ほどの影響を受けると。ただ、５年間特例でありますので５年間は変更ござ

いません。先ほど言いました 10 年目に新ベッド数になったときの交付税の額が変更になって若

干交付税額が落ちるというこういう形になります。いずれにしましても今、予想されますのは、

先ほど 9,800 万円ほどの赤字というふうに 10 年目のお話をさせていただいておりますが、いず

れにしましても１億円程度ではないのかなというふうに予想しております。そんなことで、ま

だ確定していない部分がございますので、ここについては了承をしていただきたいと思います。

細部については、これからその辺については詰めていきたいというふうに思ってございます。 

 それで、本編のほうに戻りますが、まとめの部分でございます。本来、町立病院については

ですね、公立病院が持っている使命・役割、こういったことを果たすことが求められておりま

すけれども、現在の町の財政状況を見るときにですね、町民の健康を守るという視点だけで財

政面を無視して病院経営は許されるものではないというふうに思ってございます。今後の課題

としては、町立病院会計に対する町からの繰り出し金の算定にあたっては、病院の経営努力に

よらなければならない責任とですね、それから、病院の不採算部門を支援する行政の責任を明

確にして考える必要があって、それをルール化する必要があるというふうに考えてございます。

このことを踏まえながらですね、平成 21 年４月からスタートを切るにあたってですね、細部に

ついては本年度中に、仮称でございますけども、「白老町立国民健康保険病院経営計画」を策定

してですね、この辺を盛り込んでいきたいというふうに考えてございます。以上、説明を終わ

らせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 長年の白老町の最大の課題でございました町立病院についての方向

性が今、町長から示されたわけでございます。暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５７分 

                                         

再開 午前１１時１０分 

○委員長（及川 保君） 冒頭に皆さんにお話しておきたいと思います。本日、町長が前倒し

で決意を表明されたわけですけども、できる限り、この病院問題も含めて議論をしたいという

ふうに考えております。27 日も開催予定にはなっておりますけども、本日、ぜひ議論をしてい

ただきたいというふうに考えておりますのでご協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 先ほどの説明の中での訂正事項が実はございまして、訂正をお願いしたいと思います。山口

行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 資料６でございます。21 年度の経常収支関係でございます

が、上から３行目になりますが、入院収益がこれはゼロになっておりますが、22 年度と同じ額

が入ってきます、7,139 万 4,000 円。ゼロから 7,139 万 4,000 円。したがいまして、下から３
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段目になりますけども、経常収支マイナスの 4,186 万円が正しい数値になります。以上でござ

います。 

○委員長（及川 保君） 訂正をお願いしたいと思います。 

 それでは、皆さんからの意見を受けたいと思います。どうぞ。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 冒頭、町長からですね、今回の決定に至った７項目がお話されました。

それで私、メモも取ったのですけども、正確性を期するためにその部分の資料を要求したいと

思います。 

○委員長（及川 保君） ただいまの説明の中の町長が説明された部分ですね。この部分につ

いての資料というのは、前田委員、７項目を説明したのですけども、この部分だけでいいので

すか。後でよろしいですね。 

○委員（前田博之君） いや。これから議論しますから。 

○委員長（及川保君）  今、欲しいのですか。資料はどうですか。特に問題ないですね。そ

れでは、今、コピーしてお渡ししたいと思います。 

 それでは、受けたいと思います。どうぞ。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） ちょっとですね、多分これは不確定的な要素があるものについては現

在の数値をそのまま載せているのではないかなと思うのですけども。例えば経費についての光

熱水費、それから燃料費、賃貸料という部分がありますよね。これは今の、現在の町立病院の

現状の数字がそのままここに入ってきていると考えてよろしいと思うのです。ただですね、先

日の産業厚生常任委員会で所管事務の病院の現地調査の結果を踏まえた意見書をとらえて考え

ますとね、昭和 40 年代に使っていたボイラー施設、それから発電施設、ああいったものが今の

現代のボイラー、いや、ここに載せろというわけではないですよ、そういったボイラー、それ

から発電施設、それから燃費というのですか、そういったものがですね、例えば今の現代のそ

ういった施設に応用したときに、変わったときに、例えば設備費にどのぐらいかかったり、そ

れから、燃料がどのくらい軽減されたり、電気代がどのぐらい削減されるのかというね、そう

いったものは、ここに載せる数字は別にしてね、そういった資料があっていいのではないかな

と僕は思うのですよ。例えばそういうふうにして考えると、平成 24 年度以降になるのでしょう

けども、病院の建てかえについても、例えば一期工事、二期工事に分けてやる、そういったシ

ミュレーションもあっていいのかなと僕は思うのですけども、それは僕たちがこれからの病院

のあり方だとかそういったことを視野に入れながら考えていったときに、そういったこともち

ょっと頭に入れながらやらないとですね、やったほうがわかりやすいような気がするのですよ。

それで、もし、そういった資料を提出していただけるのであればいただきたいなと思います。 

 それから、今回こういった病院の方向性というのは、僕は本当に、僕が最初、この町立病院

についての考え方とはちょっとまた違った方向性ではあるのですけども、これからの超高齢化

という社会を考えたときに、産業厚生常任委員会からああいった意見書を踏まえて考えますと

ね、本当に必要なあり方なのだろうなとそう考えます。ただ、そう考えますけども、やはり、

そのためにはですね、今までは先生方に頑張れ頑張れ、看護師さんに頑張れ頑張れ、介護士さ
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んにも頑張れ頑張れとやってきた部分をですね、やっぱり町民全体で町立病院を自分たちの地

域にあった医療、先生方にお願いしなければいけない。その先生方にどういった形の中で医療

を守っていただかなければいけないのかとね。結局、24 時間のコンビニ診療について町民全体

で考えるだとかですね。先生の過労といいますか、過度な勤務状態をどう緩和していくのかと

かですね。そういったことも町民全体でやっぱり考えていかなければ、今、町長が言われる目

指すべきこういった病院のあり方がただ、ただ形だけのものになってしまうような気がします。

そういったことについての町民との意思を共有するというのですか、そういうこともこれから、

さあ、やるよと言ってできるものではなくて、今からそういったものを体制づくりしていかな

ければ病院というのはうまくいかないのではないのかなと思うのですけども、その辺について

の考え方をちょっとお聞きしたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） まず、建物の改築の関係だと思います。コストに関しまし

てですね、現在の単価を使いながら、そして、面積案分をし、19 年度の実績でやっていますの

で、これについては多少Ａ重油の値上がり等々あると思います。それは、このプランとは関係

なくですね、状況に応じて変更していく形になりますから、その部分は今回、考慮していませ

んけれども、案分の形で面積やっていくという形になります。 

 それから、改築も本来であれば、ここに盛り込めばよかったのですけども、この部分は財政

改革プログラムの中でどの時点でできるのかどうなのかということをまだ十分検証してござい

ません。したがいましてですね、プログラムの中でも財源的に起債年度のこういうルール化も

先に示したとおりでありますので、その辺を参酌しながら詰めていきたいという形になると思

いますが、いずれにしても７年先ぐらいにはなるのではないかというふうに思ってございます。 

 それから、町民全体で考えていく必要があるのではないかと。まさにそのとおりだというふ

うに思っております。それで、最近言われておりますのは委員ご指摘のとおり、救急について

ですね、コンビニ化ということが言われておりまして、当然のことながら、何でこの時間に来

なければならないのかという形のものが多いというふうにも聞いております。というのは、２、

３日前から頭が痛いと言っているのに、日中来られるのに、わざわざ夜間に来ると。そういう

傾向も町民の中に見られるという、こういうことです。ですから、病院を守るということは町

民もある程度理解してきちんとした利用の仕方をしていただくということも病院維持のため、

また、あわせて３連携を維持するためにもそういうことが必要になってくるというふうに考え

ていますので、その辺については今後十分検討を加えながらですね、広報等々を使いながら病

院の町民があるべき利用の仕方等々を周知していきたいなという部分でございます。なお、体

制づくりについてはもう少し時間が要するのかなというふうには思ってございます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 改築に絡んでの設備だとかいろいろな部分に関しては、やはりこれか

らの問題としてね、やっぱり今からそういったものを考えながらやっていかなければいけない

のかなと。特にですね、やっぱり燃料費。燃料費、今、高騰していますからね。昭和 40 年代に
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使っているボイラーが３機あそこの中にある。いまどき、あのぐらいの施設の中にあれだけの

ボイラーというのはないでしょう、多分。だから、ああいったものについても本当に、例えば

15％削減、20％低減されるだけでも相当大きな経費の削減にはなってくると思うのです。です

から、そういったものに関しては、僕たちも情報集めますけども、もし、そういったものがシ

ミュレーションできる段階にあればですね、できた段階で、こういったものが今、普及されて

いるというのがもし、出せるようであれば出していただきたいなと思います。 

 それから、例えば今、白老町立病院にもなかなか先生が来てくれないとかいろいろな問題が

ありますよね。７月から新しい先生が来てくれるという話も聞いていますけども。やっぱり先

生方にとっては、例えば救急で入ってきて、そのまま次の日の仕事に入って、そして、過労の

中で一日を過ごすみたいなね。そして、その中でしっかりとした医療をしてくれと言っても、

なかなか難しい部分がありますよね。今、室長が言われたことは十分僕も理解しているのです

けども。ただ、今これだけ３連携が、それこそ、先日の産業厚生常任委員会の中での報告もあ

ったとおり、ああいった相談員体制がしっかり、今、でき上がってきている。それで、地域包

括支援センターとのいろいろな取り組みも横断的にやられている。そういったものを本当にこ

れから充実させていくということがね、これからの進むであろう町立病院の方向性についても

大事な取り組みの一環になってくると思うのですね。それをどうやって町民に発信していくか

ということも、やはりそういったところを通じてしっかりやっていかないとね。頭ではわかっ

ているのだけども、どうやって広報活動していいか、どうやって子育てする親に伝えていった

らいいかというのがわからないままに終わらないようにしてほしいなと、そう思っています。

ある地域では、母親の民間団体が組織して子育てする親同士のコミュニケーションをつくりな

がら、どうやったら先生に来てもらえるだろうかということを考えながらやっていると。もう

地域から小児科の先生がいなくなろうとしていたときに、そういった市民団体が立ち上がって

ね、先生方に呼びかけて先生方が残ってくれたとか、そういう事例もあるみたいなことも聞い

ています。やはり、これは町民全体で考えていくことだと思いますので、これからの今、町長

が示された方向性に向かっていくのであればですね、そういったことも今から町民としっかり

考えながらやっていっていただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 委員が言われたとおりだと、実は思っています。お医者さんの確保も

ですね、７月１日に来られますが、今また、もう１名ですね、話をしている最中でございます。

それで、私もお医者さんと何度か話をしているのですが、例えば我々の年代でですね、当直し

て１時、２時とか、３時、４時に来てですね、寝て、また８時半から勤務なのですね。これは

かなり厳しいものがあるのです。やはり緊張感を持って診療にあたりますから、寝るといって

も寝られないそうなのですね。それが１週間に２回とか３回、多いときに３回、当直あたった

りするとですね、かなり労働としては過酷なものになっていくと思います。 

 それと、逆にまた看護師さんとかは勤務時間があれですから、一日いると 24 時間ということ

になりますので次の日は休みとかそういう対応ができるのですけど、お医者さんに対してはな
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かなかそういう部分で厳しいものがあるのかなと実は思っています。 

 それと、なかなか確保については難しい部分があるのですが、それは我々、日常的に院長を

初めですね、お医者さんの確保については対応していますので、その辺についてもご理解をい

ただきたいと思います。私からは以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。きょう、こうやって方向性を聞いて、この財政の大変なと

きによくぞ、こういう決断をしてもらえたということで、その部分については大いに敬意を表

したいというふうに思います。ただ、聞いている皆もやっぱり、一面ほっとしていながら、さ

て、これからが勝負だなという気持ちで聞いているのだと思うのですが。町長の方針がいつ出

るのかという思いでずっといたわけですけども、ここまで時間がかかったというその辺の経緯

について、ちょっとお聞きしておきたいなというふうに思うのですが。病院の広域化、そして

連携構想、そういうような構想の中でずっと検討されてきたのだろうというふうに思うのです

よ。この時間の中で町長がどのようなことで検討を進めてきたのか。あちこち、多分、走って

歩いたのだろうというふうに思っていますけれども。結果として、そういう構想が白老町にと

ってうまくいかなかったというのですかね、そのあたり、取り組みをしながら苫小牧との構想

なんかがうまくいかない、これは新聞にも相当苫小牧王子、それから市立病院、大変な状況だ

というふうにも出ておりますけれども、そういうような壁に一つ一つ突き当たりながら考えて

こられたのではないかというふうに思うのですが、そのあたりの経緯について、町長の口から

できる範囲で教えていただければというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今回の病院の方針決定にあたっては、昨年からですね、まず、議会の

皆さんと共通の認識と言いますか、共通の目で、例えば病院経営が改善した、改革に成功した

ところとか、全適のところも全部見ていただいたりですね。それでも、改革もできないで大変

なところとか。そしてまた、診療所で家庭医というか、すべてのそういう角度から議会の皆さ

んにまずは見ていただいたほうがいいのではないかと。もちろん私も見ております。ですから、

本当に高度な議論をするには我々だけ見てやるよりも、まず、議会の皆さんにきちんと見てい

ただこうというのが私のまず第一の基本的な考え方でした。そういう中でですね、私もいろい

ろな話を聞いたり、制度が変わるのではないかという、実は情報も入っておりました。それで、

今回５月に制度が変わったわけでございますが、５月に制度が変わらなかった場合ですね、実

は違う結論が出ていたと思います。というのは、変わらないで老健施設というのは、実はあり

得ないのですね。24 年までに改築しなければならない、別な施設をつくらなければならないわ

けですから。この老健施設の制度がちょっと緩和されたと、これがやはり今回の結論に至った

大きなインパクトの部分でございます。これからも実は変わることがいろいろ予想されます。

実はですね、けさほども担当の室長と話したのですが、医局制度ですね、今まではお医者さん

が大学を出て医者の免許を取って２年間ですね、要するにいろいろな、小児科、内科、外科か

ら全部勉強するわけですね、今の制度でいくと。前はですね、その教授が、例えば白老の町立
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病院へ行って、あなたは２年勉強しなさいということができたのですが、そういうことが実は

医局の制度が変わってできなくなったと。できなくなったことによってですね、今度、医局で

お医者さんを抱えられなくなったのですね。ですから今、地方の病院が皆さん困っているわけ

でございまして。そういうこととかですね、いろいろ。そして今回もまた、今、申し上げまし

たとおり、医局制度が変わりつつあると。それと、先日ですか、400 人のお医者さんをふやす

ということになったのですけど、あれも背景からいくとですね、臨調で要するに、医療費が上

がるからお医者さんを少なくしたら医療費が減るのではないかと、そういう発想みたいなので

すね。それがまるっきり逆であってですね、結局、今の地方の医療の崩壊を逆に招いていると。

それから、逆に若いお医者さんを必ずへき地だとか地方に行くように義務化するという声も今、

出ているのですけど、あれはですね、私にしたら、とんでもないですね。お医者さんの卵を全

部地方にやってどうするのだと。そういうこともあります。本当にですね、いろいろな情報と、

いろいろなものをかき集め、そして、職員と何回も議論してですね、今回の結論に至ったとい

うことでございます。そのために、本当に議会の皆さんにですね、結論を出す時期が遅れたこ

とについては、改めてお詫び申し上げます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今、お話の中にあったように、私たちも視察に行かせてもらって、い

ろいろ病院を見させてもらって、やはり、かなり大きな収穫を自分なりに、今、あったなとい

うふうに考えるのですね。病院の見方と言いますか、そういうものが自分の中にまだはっきり

したものではないけども、こういう見方をしなければだめなのだなということがわかったよう

な気がした。すごく成果があったというふうにとらえているわけですよね。ただ、道が打ち出

している方針が本当に地域にあったものかどうかということね、これは本当に如実に示してい

るのではないのかと。あの方針で本当に我々が救われるのかというような、そんな気がして見

ていたのですけども。だから、もう一つ聞いておきたいのですけども。白老の中で検討会議を

持って、白老がモデル的にやられたと。道内で一番最初に指定だったのだろうというふうに思

うのですよね。白老がそういうモデルになるということは何だったのかとね。たまたま選ばれ

たのかどうかは知りませんけれども、何かその理由があったのだろうなと。それで、結果とし

て診療所にしなさい、だけども検討してみたら、やっぱりだめだったわと、こういう経過にな

るわけですけどね。それでは、道の方針というのが、やはり、ああいう調査だけでは済まない

のだということが示されたのかなという気がするのですけども、そのあたり、何で白老がそう

いうふうにモデルになったのか伺いたいなというふうに思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 道の方針についてはですね、あれは法律が変わる前ですね、今回の。

ですから、今回の法律が変わる前であればですね、私もあの方針に限りなく、実は近かったと

思っています。というのはですね、やはり連携を考えた場合ですね、どこのまちも、小児科、

外科、内科、整形外科まで全部の科があったほうがいいのですね。これはもう、いいに決まっ

ているのですよ。ただ、医者の絶対数が少ないよと。目標を掲げても確保できなければ同じで
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すから、それであれば、一次と二次の連携をきちんと取るということであればですね、私は今

回の制度が変わらなかった場合はですね、限りなくそれに近かった結論を出さざるを得なかっ

たのかなと実は思っています。ただですね、私に言わせたら、今回の老健の制度が変わったと

いうことは画期的なものだと。これは将来の白老の高齢化の現状だとかを考えた場合ですね。

ただ、一方ではですね、それでは、うちの町立病院で、終末期が結構多いのですね、昨年で約

80 何名が町立病院で亡くなっているのですね。ですから、よその病院から患者が送られてくる

わけですよ。本来は在宅ということなのですが、今、家族がですね、皆さん大変ですから。共

働きの人も多い。来られても、面倒見られないと、そういう方が町内にこれからももっと出て

くるでしょうと。そういうことでですね、本当に実は悩んでいました。去年よりはことし、確

実に多くなると思います、終末期の医療で亡くなられる方ですね。ですから、そういうことも

あってですね、まずはお医者さんの確保がかなり厳しいということであればですね、これはも

う一次と二次との機能分担をはっきりして、限りなく強い連携を取るというやり方しかないわ

けですね。それで、今の財政状況の中で 24 年までにですね、室長も言いましたけど、施設を改

築するなんていうのはもうあり得ないですから。そういうこともすべての角度から考えると、

道もうちの財政事情を知れば知るほどああいう状況になったのかなと。ただ、財政事情がこん

なに極端に悪くなくいっていたら、また、道も違う結論、私も違う結論だったと思います。普

通のまちであればですね。以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） これからの医療の世界で機能分担をしながら、ともに生きていくとい

う考え方というのはやっぱり大事なことなのだろうと、私もそう思うのですよね。だけども、

こういう地方の医療が生き延びていくのに、国の方針が一つころっと変わって、そこに光が見

えたと。もう本当にぎりぎりの段階で、本当に綱渡りだなと。町長もこういう制度が変わって、

本当に光を見たのだろうなという気がするわけですけども、これから先も医者の確保や何かも

大変だろうなというふうに思うのですが、あと一点だけお聞きしておきたいのは、自分たちで

病院を維持していくというときに、今度は苫小牧との関係、これは急性期の一次と、それから、

高度医療という形ですみ分けをしていくのだろうと思うのですけれども、町内の民間診療所と

の関係というのは、今まで以上に何かが必要ではないのかなという気がしてくるのですよね。

本当に町の中で生きていかなければならない、ともに生きていかなければならないとすれば、

そのあたり、今までの動き方とまた違ったものが出てこなければならないかなという気がする

のですけども、そのあたりの考え方をちょっと伺いたいのですが。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 町内の診療所とは、今まで以上の連携が実は求められます。それはで

すね、町内の医療機関もですね、町立病院にこれだけの病床があって、安定的な運営といいま

すか、診療ができると、医療ができるという部分もありますので、副町長がもう町内の医療機

関と何度か折衝しています。いろいろな部分でですね。それは委員のおっしゃるとおりで、こ

れ以上の連携は絶対必要という認識は持っております。そのために作業も進めているというこ
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とでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。私、率直に今、町長の話を聞いてね、これだったら一般質

問させてもよかったのになと思ったのが一つ。それから、町長の方向性を聞いてですね、私も

白老の町民として、まず一つほっとしたなと、安心したなとこう思っております。それから、

考え方としてはですね、60 の 29、92 から 89 になった、そういう病院になったのだなとこう思

います。それから、町民の方々はいろいろな考えを持つのですが、19 が発表されたときには本

当に高齢者の方々は困ったなという思い、それから、健康な方々はね、３億も借金ならやめて

しまえ、こういう考え方。いろいろあると思うのです。しかしながら、今、この高齢社会を迎

えてですね、この方向性が示されたことは本当にほっとしているというのが今の気持ちであり

ます。病院経営というのは、病院の建設も含めて、人件費も含めて、維持費も含めて黒字にな

るのが黒字であって、病院の診療代と人件費だけ含めて計算するのは、こういう病院の経営と

いうのはないのですが。私はやっぱり町立病院がこれから生き延びていく、そして、信頼され

ていくには、やはり建設が大事だと思うのです。ですからやっぱり、先ほど対策室長が７年と

言っていましたけれどもね、できればですね、24、５年、２、３年早めて建設をすべきだなと

こう思うのです。そのことがやはり地方にいく病院を引き戻す、私は一番大きな引き金はです

ね、やっぱりきれいな病院、行きやすい病院、そして、家族が安心して預けられる病院だと思

うのです。そういうことでですね、この方向性が決まったわけですから、今度は病院の建設に

ですね・・・。私は病院の建設を、多少の負担はですね、私は町民は合意すると思うのですね。

先ほど室長も言っていたけれども、病院のためだから、命のためだから金出すのと、こうあっ

たけども、私はまちで一番大切なことは命ですから。命に少し金かけるということはですね、

私は町民も大目に見ると思います。ですから、やはりね、もう３年ぐらい早めた考え方を持っ

てほしいなと思うのですが、町長どうですか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） まったく私たちと同じ考え方なのですね。まず、町民の方にしてみた

らですね、病気になって初めて病院の必要性だとか、ありがたみがわかるのですよね。健康な

人はですね、委員が言うようにですね、やっぱり言うのですよ。そんなに３億も赤字でと言う

のですけど。それはそれとしてですね、実は私の友達でですね、親父さんが入院するのに町立

ではなく、いや悪いなと、実は苫小牧に入院させたのだと。それがやはり環境といいますか、

病院が古いので親戚からですね、もっときれいな所に入れろと実は言われたと。実はそういう

こともあるのですね。それと、やはり入院患者というのは環境が非常に大事だと思います。そ

れで、委員が言われたようにですね、７年と考えていますが、うちの今の財政のシミュレーシ

ョンからいってですね、もし、５年ぐらいでやっていけますよということであれば５年でやっ

ていきたいと。それと、現在は補助制度はありません。ただ、いろいろなことを、それは政治

力だとかいろいろあるのですけど、それで病院を改築したまちもあります。ですから、その補

助制度を何とか半分でもいいから活用できたら全然違うものですから、それに今ちょっと、い
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ろいろ奔走しているというか、勉強している最中でございます。制度があればですね、逆に７

年が半分になれば、期間も半分前倒しできるという可能性もありますので、それに向けて今は

頑張っているということです。以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。一つは今、皆さんが総論おっしゃいましたから、総論はあ

れですけれども、ただ、ここまでの結論というのはやっぱり相当の英断だと私は思います。役

場の職場の皆さん方ね、本当に僕は努力されたと思うのですよ。今、同僚委員がほっとしたと

お話がありましたけど、本当にほっとしたというのと、よかったなというのは一緒で、それを

ここまで積み上げたね、この資料を見ましてもかなりあれですけれども、積み上げてくださっ

た職員の皆さんに本当に感謝したいというふうに思います。それから評価もしたいと思います。 

 それで、今、何を言いたいかというと、一つはやっぱり、今まで私自身がこの議会で議論し

てきた中で、やっぱりお医者さんにもうちょっと頑張ってくれというふうにずっと私、思って

いました。これは本当に思っていたのですね。やっぱりね、これは違うと。違うなと。例えば、

我々が 24 時間労働するなんていうことはありませんよね。拘束されるのもないのですよ。この

間ちょっと、たまたま白老で医療講演会がありまして聞いたのですけどね、そこで言ったのは

ね、お医者さんに残業させるなというのですね。今、足りないのですよ、今、言われたように。

これは国の制度が悪い。ことし 400 人ふやしても、使い物になるには８年も 10 年もかかるので

すよ。ですから、そういうことで言ったらね、やっぱり私は、お医者さんや看護師さんに対す

る目が本当にその人の立場で物を見ていたかと。同時にその人たちも町民の目線で見てもらう

ような、そういう我々の態度があったのかというね。僕はやっぱり、それを本当に反省してい

るのですよ。ですから、町民と病院がきちんと意思が統一できなくても一致できるような、そ

ういう病院。ですから、コンビニ化の話もありました、聞いたら、救急車の使い方がべらぼう

ですよね。やっぱり異常ですよ。ですから、行くなというのではなくて、そういう啓もう活動

を議会も職員の皆さんもやっぱり日常的にそういうことを話できるようなことがね、町民の皆

さんにだよ。押しつけるとか何だとかそんなものではなくて、今、病院が残されたのだから、

それをどうやったらつくり上げていけるかというあたりを、本当に議員も職員も意識的には町

民の皆さん方の力を借りて、やっぱり。私はね、そこが一番大きいかなと。文句言うのは簡単

なのです。あの医者、このやろう。ちくしょう。さっぱり見ないし、言葉も悪いと言って。す

ぐ僕も言わさるのです、電話来るから。だけどよく考えたら、そこだけで物事を判断するとい

うのはやっぱりまずいなというふうに思っています。ここは私が今回の、この病院の問題を取

り上げたり、取り組んできた中で最大の教訓でした。これはやっぱり最大限生かして、今、英

断したこの方向をきちんとやっぱり町民みんなで守っていくということが本当に必要かなとい

うふうに思いました。 

 それで、１、２点ちょっとお尋ねしたいのですけれども。ベッド 60 で見ると。これは将来的

なことを見たら、私は必要だと思います。ただ、改革の方向づけと 70％のベッドをきちんと運

用するという部分の関係でどこまで相手が譲歩するかということはあるのだけれども、ここの
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ところのクリアね。例えば今、療養病床の部分は３階にいったとしたら、新たに少なくても 70

だから、42 人は確保しなくてはいけないのですよ。それで、そのことがなくて、病院の起債、

公立病院特例債、これが可能かどうかという、このあたりの感触はどう思っていますか。僕は、

今の財政問題と病院問題ではね、生き残りのかなり大きな部分だと思うのですよ。せっかくね、

事務方が努力してここまで病院含めて本当に一致してやってこられたことがパアになってしま

うのですよ。そこら辺の感触はどうですか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） まず病床数の関係と、それから今の総務省の関係、ちょっ

とお話しますが。病床数については、老健にするとなると、確保できる病床数があと残り、一

般病床で確保できる病床数が何ぼ現実的に可能なのかという、その一つの整理が残っています。

今回は 60 にしていますけども、実際のところ、老健にすることによって病床数を具体的に返上

するという行為が出てこないと、病床数を老健に転換できないという問題があります。そこで

一つ整理をしなければいけないのが一点です。ですので、先ほど言ったとおり、そこを整理し

たときに、はたして 60 ができるかどうかという部分も若干整理が残っていますよという話です。 

 それからもう一つ。総務省の改革プランの関係でいきますと、これは、総務省かなり、70％

以上というのはかなりきついクリア条件です。それで、最終的にそれも 70％で、やっぱり 70％

かつかつであればですね、当然 60 に落ちる可能性もありますということで、その辺の考え方は

かなりきついものがあります。そうでありますので、その辺は 70％を超えるぐらいのところで

やっぱり計画設定をしておかなければ、相当厳しい議論になるのではないかなというふうに思

っております。そういうところで２つの視点からちょっと詰めるところが、病床に関しては出

てくるのかなというふうに思っています。それで先ほども言いましたとおり、それが 60 から極

端に下がるかというと、それはないですよと。そこはご承知願いたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。私も 60 は本当に維持してほしいのです。将来的な

ことを考えても維持してほしいのだけれども。もう一つ。例えば 70 のラインと特例債の関係で

いえば、全く 70 いかなかったら特例債はだめですか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君）  今の道との今回のプランでお話してですね、若干感触と

してはかなり厳しいものがあると思います。70％以上クリアしなければ、当然のことながらだ

めですし、将来的に比重を上げる、こういう計画でないとやっぱり難しいところがあるという

ふうに聞いていますので。ですから、いわゆる病床利用率ですか、これが 70 から、将来的には

徐々に上がっていくよという、こういう計画でないともうまずいのではないかというふうな話

がありますので、60 以下であれば、当然それに合わせた形の病床数の削減がかなり強く求めら

れるというふうに考えております。 

○委員長（及川保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。そうなるとね、やっぱり今、前段に議論してきた
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ように、本当に町民の皆さんと一緒にこの病院を守ろうと。入院しようというわけにはいかな

いから、入院できない人はしなくてもいいのだけど。やっぱり 70 を守ろうというふうにしなく

てはいけないということはわかった。それで、ちょっとあれですけどね。例えば、白老の病院

の構想がその形で認められるとしますよね。しかし、特例債はことしいっぱいですよね。こと

し一年だけですからね。そうしたら、例えば 60 になっても 58 になってもいいわ。そうなった

と。そして、70 の入院率というのはどこで見る。どこで見るというか、ことしいっぱい３月ま

で何とか頑張って、そこへいったら特例債が認められる、そこの認める基準の問題がどういう

ふうになるのですか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 特例債を借りるにあたってはですね、病院の改革プログラ

ム、いわゆる計画を出す形になります。ですから、当然そこには現状分析と、今までどういう

利用をされてきたのかという部分と、これからどういう使われ方をするのかと、これが参酌に

なってきます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかった。ということはね、今の形、今の改革案、この改革案でいっ

たら特例債はオーケーだね。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 微妙な形になると思いますが。ですから、特例債のプラン

を提出するまでにもう少し精度を上げる必要があるのかなと。これだけではちょっと不十分な

ところがありますので。先ほど言ったとおり、10 年後の目標数を達成させるためにどうするの

かという、こういう課題もプランの中で盛り込んでいかなければなりませんし、そういう意味

からすると、その辺の計画性も持たなければいけないという部分がありますので、そこは今の

このままということではないと、出すあたりではもう少し精度を高めた計画をつくる必要があ

るということで、このままではちょっと微妙という形になると思います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 加えてですね。先ほど、やはり 70％に限りなく近づけるために二次医

療との強力な連携が必要なのです。それともう一つは、町民と町立病院との信頼関係が厚くな

ればなるほどですね、これはもうクリアできるのですね。ですから、一方では、我々は今度、

そのための作業といいますか、町民に信頼していただくための作業をしなければならないとこ

ういうことです。 

 それと、本当にお医者さんも看護師さんも皆さん頑張っています。それで、院長に直接、私

ですね、利益といいますか、売り上げも提示してあります。去年よりも何千万上げてくれと。

ここまで私も実はやっているわけですね。院長も今、頑張っています、その目標に向かってで

すね。そういうことでありますので、当面はですね、このことを町民にきちんと周知して理解

してもらって、町民のための町立病院ですから、もっと使っていただくように、入院していた

だくように努力したいと思っています。以上です。 
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○委員長（及川 保君） よろしいですね。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。本当に町立病院のこの決断に対しては敬意を表したいとい

うふうに思っております。町民の皆さんと懇談した中で、一番やっぱり病院がなくなるという

ことに対しての不安は一番ぶつけられておりましたので、本当に病院は残ると思うということ

は伝えてきましたけれども、どういう形で残るのかということで、今回示されたということで

私も本当に胸をなでおろしている一人なのですが、ただし、この病院の運営に関しては財政的

問題がついてくるということで、今、大渕委員が質問しましたけれども、私も、今まで３年間

さかのぼって 70％ベッドの稼働率がないところは、ガイドラインでプログラムを出しなさいと

いうことですので、また、出した、それは達成できる目標ということだと思うのですね。です

から今後ね、毎年確か、その計画に対して報告をしなければならないはずなのですよね。です

から、そういった中ではかなり厳しい数値を突きつけられているなというのは感じるのですね。

そういった中で、私は一点確認したいのは、この特例債の利用はされるということで、これの

締め切りが３月なのですね。ですから、それまでにきちんと出されるのか。いつ頃、出される

ような形になるのか。病院の方向性がある程度明確になって、その後になると思うのですが、

その点が一点。 

 それから、この計画に私はこうすれということではなくて、こういったことも検討されたの

かなということを一点伺いたいと思うのですが。前回、病院の特別委員会を設けました。その

中で、さっき斎藤委員がおっしゃったように、いろいろなところを勉強してまいりました。そ

れで、病院の経営方法というのは、民間移譲のほかに、さっき町長もちょっとおっしゃってい

ましたけども全部適用とか、それから地方独立行政法人化だとか、それから指定管理制度だと

か、いろいろなところを見てきました。もちろん、家庭医療制度も見てきました。そういった

中で今回、町でやっていくという、そして、シミュレーションを出していただきましたけれど

も、もちろん、これを出されるまでにそういった方法はどうだったのかという、委員会のまと

めとしても要望は入れましたけれども、その中で経営形態に関してはいろいろなことを検討す

べきだというふうに入れたと思いました。そういった中での検討が十分されたのかなというこ

とが一点です。 

 それともう一点は、先ほどおっしゃいましたけれども、小規模の老健施設というのは、終末

期医療になると思うのです。その中で看取りということが入ってくるというふうになっていま

す、この小規模の老健施設では。それで、前にも私、質問のときにお話したことがありますけ

れども、自分の身内が亡くなったときに、壁に染みのある暗い病院で亡くなったことがとって

も申しわけなかったという最後の遺族の方のお話を聞いたときに、私はやっぱり、今後そうい

ったことを続けていくのであれば、先ほどおっしゃったように１年でも２年でも早いほうがい

いと思うのですね。その中での一つの方法として、寄付条例というのがあるのですね。いろい

ろな一つの政策に対して、政策実現に向けて寄付条例をつくるという。そしてそれに対して、

ふるさと納税とかもありますよね。ふるさとに対して寄付したことが申告すると、その地元で

還元されるということなのですが、私はこの寄付条例をつくることで地方に、白老町から、私
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の息子もそうですが、18 歳まで白老町でお世話になって、今、兵庫のほうに行っています。そ

れで私、この制度ができたら絶対寄付しなさいと言おうと思っていますけれども。まだ結婚も

していませんから、給与は十分、自分一人で使っていますのでね。私は白老町の病院を、今、

残っている私たち親、それからおじいちゃん、おばあちゃんのために病院を改築したいのだと。

そういった意味では、かなり白老町から飛び立っていっている子どもたちがたくさんいるはず

です。そういった子どもたちに向けて、白老町の財政が大変厳しい中で高齢化になって、皆が

残って白老を守っている人たちのために、病院改革のためにそういった政策があるから、ぜひ、

応援してもらいたいという呼びかけも私はかなり効果が出てくるのではないかなというふうに

期待する一人なのですが、そういったものも含めての病院を改築していく方法を早めていくと

いうことも考えなければならないと思うのですが、そういう点について伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 特例債の関係ですが、第一回目の計画の提出は９月中旬が

予定されております。ですので、それまでの間に細部詰め残している部分についてはやってい

きたいというふうに思っております。ただ、特例債が若干中身的にちょっとまだ定まっていな

いところもありますので、要件的にですね。その辺はちょっと情報を受けながら、最終的に判

断する形にはなると思います。 

 それから、経営形態の検討をされてきたのかどうかということですが、これは、先の委員会

報告を受けてですね、あらゆる経営形態を検討していくべきという報告は十分承知をしており

ます。ただ、この部分につきましては、期間的にまだ長いところがないわけでございまして、

例えば近くのまちで指定管理者制を導入しましたが、なかなか赤字解消には至らないで逆に赤

字が増大しているという部分も、いわゆる町の繰り出し部分が多くなる可能性を秘めている部

分もあります。したがいまして、この辺についてはですね、もう少し時間を見て、その形態が

どうであるのかということを検証するのと、果たして白老町にその部分が適用できるのかどう

かを含めてもう少し見ていかなければならないと思っております。例えば指定管理者では、医

師会が受けるとかですね、そういう基盤がないとなかなか難しいところもありますので、そう

いう見極めもする必要があると思います。ただ、その間どうなのかということは、基本的には、

先にもまとめの中でちょっとお話させていただきましたが、繰り出し金がどうなのかというこ

とが一つの問題点になると思います、どういう形態であっても。そうしますと、それが許容範

囲の中でですね、議員さんと協議しながら、これでいいのだということがあればですね、あえ

て、そこまで町の関与がなくなるだとか、そういうリスクを負ってまでどうなのかという部分

もありますので、その辺は十分、今後検討しながら協議させていただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 寄付条例の件なのですが、基本的に寄付条例というのはです

ね、そういう条例がなくても、今回のふるさと納税制度というのは活用できます。条例を使う

という部分では、今、町にあります町条例ございますね。その町条例の中で寄付金の限度額 10

万円、これを 5,000 円に下げるという行為と、それから、指定する団体、寄付する団体が該当
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する団体という指定行為、この２つが行為として必要になってきますけども、通常の今までの

寄付行為、この中で十分ですね、実は対応できるような状況になっています。ただ、基金とし

てですね、病院を建てるための基金として、基金を創設するのであれば、そういう条例、基金

創設するための条例が必要です。それと、なおかつですね、吉田委員がおっしゃるようなふる

さと納税がされた場合、それを効果的に病院の建設に集中的にそれを使うのだということであ

れば、インターネットやその他のメディアを活用して、白老町は皆さん方からいただいた寄付

はこういうものに使いますよというＰＲ、これが一番大事なところ。これをやることによって、

そういうようなことが可能になるかなと考えてございます。ですから、その辺のところは今後

の検討課題ということになると思いますけども、そういった意味で吉田委員のおっしゃるよう

なことは可能であるということで答弁に代えさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 最後の改築の関係なのですが、松田委員からもご提案があったのです

が、これについてはですね、まずは本当に補助メニューをきちんと。よそでやっているので、

あるところもあるのですね。ですから、何とかその辺は努力したいと思っています。これはで

すね、老人ホームもそうなのですが、老人ホームもかなり劣悪な環境だったのですけど、これ

はもう、私は町長として、高齢者の方々への逆にもう親孝行だと思って、これをやらなければ

本当に福祉だとか医療行政、特に病んでいる方への対応ですから、何とか早い時期に実現した

いと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今回の報告の中で、３連携の中に触れたいと思うのですが、院外ベッ

ドというもの、前に何回も出ているのですが、今の医師体制で、大変夜勤もあって 24 時間体制

でということで大変な思いをされてお医者さんが苦しい思いをされているというときに、それ

に追い討ちをかけるようで申しわけないのですが、やはり院外ベッドということで在宅介護の、

やはり、これもいろいろな方の懇談の中で、やはり施設に入るのはいやだという親御さんを抱

えて、今、２人の両親を見てパニックになっている方がいらっしゃるのですね。そういった方

の話を聞くと、やはり在宅での介護をどれだけ町として応援できるかということが今後大事に

なってくると思うのですね。それで、療養型よりも院外のほうが報酬的には高いはずなのです。

ですから、そういったことでは今後の対応として、院外、在宅介護の対応ということがかなり

重要な位置を占めてくると思うのですが、今、この医師体制の中では、町長の話ではもう一人

ふえるかもしれないということだったのですが、そのことがどれぐらい可能になっていくのか。

白老町のほかの病院で民間でやっているところはありますけれども、なかなかそういうところ

を利用したくないという方もいますので、やっぱり公的病院、信頼性の、そこは信頼おけない

というのではなくてね、やっぱりこういったもので受けたいということがこれからは多くなっ

てくるのではないかなと思うのですが、そういった体制はこの中でちょっとうたわれていなか

ったものですから、ちょっとこの点を伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 安達病院事務長。 
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○病院事務長（安達義孝君） 訪問看護ですけども、現在もうちの院長が数件もって、出てい

ますけども、まだ満足ではございませんので、将来この体制、６名の体制の中では非常に厳し

いものがございまして、入院 40 の外来 160 人を見ていく運営ではですね、ちょっと今の段階で

は難しいのかなと思われますので、ある程度収支が改善したときにですね、そういう部分の医

師をまた雇用してやっていくということもですね、収支を見ながら考えなければいけないので

はないかなと。もしくは、固定の先生の中でできる件数をですね、どれだけ需要があるのかわ

かりませんけども、10 件程度であれば既存の中でもできるのではないかと判断できますので、

それを超える段階でまた検討していけると思います。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 小規模型の老健施設ができるということで私も本当によかったなと、

これはずっと思っていて願っていたことですので。ただ一点、今、療養型に 14 名いますよね。

そして、きのうの産厚の報告の中で、相談員のお話の中で胃ろうと、それからたんチューブの

待機者、施設に入れないでいる方が 15 名ぐらいいるという話があったのです。そうすると 29

名になってしまうのですよね。それで私、29 名とさっき言って、新聞見たら 40 名までいいと

言ったのだけどと言ったら、これは建てかえるときだと。小規模は 29 名だという話なのですよ

ね。もうそれ以上は国の制度なので、もうこれ以上はだめなのですね。絶対にだめなのですね。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 小規模のときは 29 名以下ということです。それで、老健を

単独でやるとすれば、やはり 100 床持たないと経営は難しいのではないかというふうに思いま

す。ですので、今回 29 でこれだけ収支的には黒字を出しているというのは、あくまでも職員を

共有できるだとか、そういった最大のメリットを生かしての黒字でありますので、これが単独

でやったら全然ということでご理解をお願いします。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時１１分 

                                         

再開 午後 １時１５分 

○副委員長（近藤 守君） 最初に、委員長が所用で出ておりますので、代わって務めさせて

いただきます。 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。質問のある方。７番、玉井委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。総体的なことは皆さんが質問しましたので、わかり

ましたので。ちょっと細かいことなのだけども、今、病院の医療機器が金額どれぐらいのもの

があるのかはわかりませんが、ちまたでは医療機器が老朽化してきているというようなことを

耳にするのですが、これを取りかえなくてもいいものももちろんあるでしょうけども、総体的

にどれぐらいな金額があって、機器類がね。それで、これから例えば５年、７年このまま使っ

ていくとしたら、いつ頃かえなければならないかという制限があると思うのですけどね。その

辺をどんなふうになっているかお伺いしたいと思います。 
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○副委員長（近藤 守君） 安達病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） 医療機器でございますけども、19 年度決算でですね、減価償却

費は全体で 3,000 万ほどあるのですが、19 年度償却される部分は 2,000 万ほどでございます。

そして、個々の機械の老朽化はですね、委員おっしゃっているとおり、もう耐用年数が過ぎま

して大変な機器もございますけども、今年度においてですね、予算計上させていただきました

エックス線の機械がですね、バリウムを撮る機械でございますけども、それも本来、起債で購

入ということでしたけども、不良債務比率が高いということで、10％以上なので、昨年から起

債では買えないということで、今年度、リースで買う予定をしております。その他、耐用年数

過ぎていますけども、当面はですね、大きなものは今年度買うエックス線のバリウムの機械の

みで、あと細かなものはございますけども、当面、起債ではなくてリースを対応してやってい

けば、何とか乗り越えられるような態勢でございます。以上です。 

○副委員長（近藤 守君） ７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。大体わかりました。そういう機器はリースがあると

いうことであれば、経費で済むかなということからありがたいことだと思います。それで間に

合うのであれば、特別な費用もいらないかなというふうに思います。わかりました。ありがと

うございました。 

○副委員長（近藤 守君） よろしいですか。かどなたかございますか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ２点ほどお聞きします。町長におかれましては、病院の方向性につい

て決断したことについてですね、今、お聞きしますと、町長は答弁で非常に謙遜してお話され

ていますけども、ここまでに至るまでの熟慮と、また、冒頭７つの方向性の要因についてお話

されましたけど、これは非常に町民のニーズもとらえて的確に判断されているなとこう思いま

す。大きな政治決断をしたことに対してですね、町民も安堵することだとこう思っております。 

 それで、２点質問しますけども、１点ですね、このような条件が整った場合を想定するとで

すね、今、お話を聞いているとですね、直営の方向で議論されていますけども、民営化、民間

委託するという、指定管理するという方向が改修計画の出る前というのかな、前後してですね、

その辺が町長の視野というか脳裏にあるのか、お聞きします。 

 もう一点ですね。細かいことについてはこれから多分、委員会で議論されると思いますので

一点だけお聞きします。これは課長でいいですけども、試算表を見たらですね、21 年度分、医

療費分だけでいくと赤字が 5,748 万 3,000 円。そして、老健の部分がプラス 436 万 8,000 円で

すから、差し引くと 5,300 万が赤字だと。それで、今までの累積赤字の処理云々は別にして、

これだけ見れば 5,300 万円だけの数字で間違いないか。それで、この部分については、交付税

のルール分は入っていると思いますけども、赤字補填部分のこの年度だけの部分で町単独の交

付税がいかないで、仮に今までの分を別にしてですね、単年度の 5,300 万だけであれば、これ

を繰り入れすると、その年度は差し引きゼロというような解釈でよろしいか。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 民営化の話からまずいきますが、先に吉田委員にもお答え
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しておりますが、現在のところ、判断とする材料が乏しいという形に。指定管理者にするにし

てもですね、いわゆる全適するにしても、独立法人化するにしても、始まってやっている自治

体というのはここ何年間の話であります。そうしますと、各自治体の状況によって、どれを選

択していくかというのはありますけれども、判断する材料としてはちょっと乏しいのかなとい

うふうに思っています。ですので、もう少しこの部分についてはですね、見ていかなければな

らないのかなというふうに判断をしております。 

 それから、収支の関係の話ですが、21 年度分について５千何がし出ていますが、これは交付

税分を考えないでということで、委員がおっしゃったとおり、これが全くの赤字の部分であり

ますので、５千何がしを町として補てんかければプラスマイナスゼロという考え方で作成され

ております。 

○副委員長（近藤 守君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 老健の施設の関係ですね。前の病院の再建を考えるときも、議場の中

でもそういう老健施設を整えればですね、民間委託で受けてもいいよというような話もありま

したし、今の課長の話でいくと否定はしていませんけども、町長としては政治的に視野にある

のかどうかだけ伺います。 

○副委員長（近藤 守君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今回、決定するに至るまではですね、先ほど言いましたのは全適だと

か指定管理、そして民間移譲、町の独立行政法人、そこまで全部調べたのですね。ところが今、

町立病院に一番求められているのは、病院と町民との信頼関係なのです。それで、そういうこ

とであれば、まずは直営で町民にも意識改革をしてもらおうと。職員、我々も当然でございま

すが、まず、そこからやってみようということになりました。それで、いろいろ議会のほうで

も去年ですね、実は前田委員は行かれていないのですが、視察に行かれた中でもうまくいって

いるところと、うまくいっていないところがあるのですね。それでは、その原因は何かと言っ

たら、いろいろな背景、要因があるのですけど、その辺がまだわからない部分があると。そし

て、医療のほうの制度もまだどんどん変わってくるというのもありましてですね、一定期間で

すね、まずは直営でやってみようと。ただ、将来に向けてですね、指定管理だとか、全適だと

か、町の独立行政法人ですか、ないわけではないです。それが地域医療の充実だとか、町民の

ためになるだとか、さらに加えて経営の改善になるということであれば、これは当然検討しな

ければならないと思っています。以上です。 

○副委員長（近藤 守君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。ちょっと確認の意味でお尋ねしたいのですが、先ほどの新

老健型施設のことでお伺いしたいのですが、利用者の状況想定を平均介護度 3.67 という、かな

り、どちらかというと重い、割合が重いほうが人数が多いので平均すると重くなると思うので

すが。この収支予算の計算の方式は、医療機関併設型老人保健施設を参照にしているというこ

となのですが、今もう新しい５月１日に出された施策の中でこの計算方法というのは、老健施

設の一人当たりの介護度５なら５の、ちょうど中間なのですよね、老健と、それから介護型の



 ３０ 

療養施設との中間だというふうに見られていますよね。その中間としての計算方式が出ている

のですけども、それにのっとったのではないのですね。この医療型併設型老人保健施設という

のは、今回やる施設の料金計算ではないのですね。その辺ちょっと確認したかったのですが。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 新介護報酬額で算定しておりますので、来年度４月１日に

これに移行すると、この単価方式になります。ですから、普通の老健より単価は高いはずです。 

○副委員長（近藤 守君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 従来の老健施設に比べて、一割方安いという計算なのですよね。ただ、

従来の老健施設というのは自己負担で３％ほど高いということなのですよね、反対に。だから、

そういった差額的なことが、今後ね、同じ白老の中にある施設の中で、これは新型だから違う

のですよという説明になるのかどうなのか。対応としては同じような形、向こうは施設が新し

いですけども、そういった形で理解してもらうような形になるのですか。その違いというのは。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） これはなぜ高いかというと、医療の部分を担う部分を見て

いるという形になりまして、それはどういうことかというと、看護師のスタッフが比率的に多

いということです。それで、従前の老健については、フィフティー・フィフティーであります

し、言い方間違いましたが、若干ですね、看護師職が人数的には割合が低いのですね。それで

今回の、当然、療養介護保健施設という、正式名称では老人保健施設で一括りになっているの

ですが、その部分の看護師職を多くすることによって単価は若干高めということになりますの

で、その部分を配置しているという形になります。ちなみに資料的にはですね、最初、資料１

の１ページ目の見直し後ということで、医療機関併設型小規模老人保健施設というふうになっ

ています。それで、看護・介護職員の３対１以上になっておりまして、うち看護職員が７分の

２ということで、これはちょっと、普通の老健から見ると高い比率になっているのですね。で

すから、これで単価的には高い比率という形になります。 

○副委員長（近藤 守君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） それではその看護師の体制とか、そういう比率が高くなった。医師の

配置は、医師はどちらもいますからね。だけど高くなった分、大体月額報酬で８％ぐらい報酬

が高くなるということなのですけど、大体そういうふうにとらえていていいということですね。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） はい、それで結構です。 

○副委員長（近藤 守君） ほか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今回の方向性につきまして、今、町長からこのような方向性を示して

いただいたのですけど、病院の先生方とは、このことについてはもう協議されているのでしょ

うか。そしてまた、病院のスタッフとはですね、この方向性について、これからいろいろなも

のをつくるとは言っていますけども、大まかな形では何か、一番は病院の先生なのですけども、

そういう方々からこの形でぜひ、いいのではないかというお話とか、そういう協議とかもされ
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たのでしょうか。 

○副委員長（近藤 守君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まずですね、大まかな話については院長に話をしております。今朝

もですね、院長にはお話をしております。２回ほどお話をしています。まず、議会にこのこと

を提案を申し上げて、あと、これからまだ詰めなければいけないことがありますので、これは

また医師含めて、あるいはスタッフ含めてですね、これは話を進めていくことになります。 

○副委員長（近藤 守君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 院長から何かこのことについて、特にはなかったのでしょうか。 

○副委員長（近藤 守君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 院長からはですね、こういう方法があったのだなということで、非

常にこのことについては、賛同の意見はいただいております。 

○副委員長（近藤 守君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ５番、山本でございます。町長からお話がございまして、老健施設制

度が変わったことが大きなポイントとなって今回のこのような決断に至ったというお話でござ

いました。結果につきましては、小児科のほうの確保もできるというお話でもございますし、

高齢化が進んでいって、これからもますます進む状況の中でですね、方向的にはいい方向にな

ったのかなというふうに思っておりますので、結果は評価をいたしたいと思います。 

 ただ、やはりこれからが一番大切なことであると思うのですね。今までなかなか町民との間

での信頼関係が非常に薄かったと思うのです。私も視察に訪れてですね、なかなか慢性的な赤

字を脱却している病院を、東北のほうの病院を３軒ほど視察させていただきましたけども、や

はり長い期間の病院の体質というかね、評判が悪い状況の中でそれを打開するのに大変、経営

改善、体質改善で非常に時間を要したというそういうお話でしたけれども、やはり生まれ変わ

って立派に再生している病院を拝見させていただきました。やはり、この機会にですね、ただ

単に診療所と今までどおりの町立病院ということで揺れておりましたけども、結果このように

決まったわけですから、やはり生まれ変わらせるような施策をぜひ取っていただきたいですし、

積極的に事務方も口を出せるというかね、そのような病院全体で体質を改善して、そして、信

頼を回復する、ホスピタリティを確保する、そのような病院にぜひ、していただきたいとこの

ように思います。 

○副委員長（近藤 守君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今回、多分、理事者側から今まで病院についてですね、議会にこうい

うご提案をして、すべて我々の情報も議会に全部出すと、こういうことが多分今まで町側から

なかったと思います。それで今回、プログラムもそうでございますが、議会の皆さんの意見を

どんどん聞きながらですね、より確実性の高いものにしていくと。そして、今回の病院もそう

でございますが、やはり議会の皆さんも一生懸命、町民からいろいろなことで聞かれていると

思うのでね。逆に我々もそういう意見を聞いたり、逆に提案も受けたりしていますので、そう

いう今までのやりとりが逆にいい方向にいったのかなと思っています。それで、何回も申し上
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げていますが、これからは、町はもちろんなのですが、病院と町民との信頼関係をもっと持つ

ためにはどうしたらいいかということについてですね、病院、看護師さん、お医者さん、介護

士さん含めてですね、我々と議論しながら信頼回復に努めたいという考え方でおります。 

○副委員長（近藤 守君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。この方針がはっきりして、病院の中も非常に安心するだろ

うと。そうなると、また、雰囲気も変わってくるだろうということで喜んでいるわけですけど

も、お医者さんの確保と正看護師の確保という、そういう面でいうと、常勤のお医者さんが６

名とおっしゃられたのですが、これは新しく入って来られる方が確保できる。それがまた、出

張医や何かで必要はあるのか、ないのかということ。それから、看護師さんでいうと、老健施

設と両方でやっていくので、今、13 対１で確保できたと。それが 10 対１になるとか、そうい

うようなめどというのはどんなふうに見られているのですか。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） まず医師の考え方ですが、常勤換算で６名ということです。

ですから、７月１日から４名の常勤プラス出張医、それから今１名あたっておりますので、そ

の辺参酌しながらですね、出張医含めて換算すると６名分の医師を確保するとこういう解釈で

ございます。それから、看護師の関係でございますが、今、療養型にいる看護師を老健のほう

に動かすという考え方でありますので、基本的には現在 13 対１で病院をやっておりますが、こ

れに影響を与えるものではないという形になります。それで、将来的にはですね、10 対１を目

指す形になりますが、これについては看護師を確保するという形になりますので、もう少し時

間を要するものというふうに考えております。 

○副委員長（近藤 守君） よろしいですか。もう病院の関係ではございませんか。わかりま

した。それでは、改革プログラムに入りたいと思います。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。前回もちょっと確認はしたのですけれどもね。解消

可能資金不足と、それから、財産処分の関係で新たなこういうものはまだできていませんか。

これで 24、25 年がピークになっているのが、どこまで下がっているのかというのがわからない

のですよ。当然、借金そのものは減っているわけではないということは十分承知していますよ。

しかし、見方、対応の仕方、それから今回の病院のこと、こういうことが入ってきていますか

ら、特例債のことについてはちょっと今、聞いた範囲ではまだちょっと無理みたいだけど、少

なくてもその２つと病院のシミュレーションはここに組み入れられてもいいと思うのですよ。

そういうことが判断した上で議論したほうが、非常にしやすいなというふうに思っているので

すけどいかがなものでしょうか。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 大渕委員からご指摘のあったとおりでございます。病院に

ついてはですね、まだプログラムに反映させておりません。当初、見込みでは、町のいわゆる

単費部分というのは 6,000 万、交付税を別にして見ておりました。これが将来的にわたって、

１億程度の形になりますので、この辺の見直しも含めてもう少しプログラムについては精査し
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て変更する形になります。したがいまして、その部分が出揃いしだいですね、数値的なものに

ついてはお示ししていきたいというふうに考えてございます。 

○副委員長（近藤守君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。それでは、ちょっと違った部分で。町長がいらっしゃるも

のですからお尋ねをしたいのですけれども。一つは今、職員が大量に退職をしたと。そして、

また、昨日の補正予算で臨時職員を一定限度入れたという状況でございます。それで当然、今、

白老町にとって人員問題で見れば、地方自治体の果たす役割というのが一体何なのかというこ

とと、地方自治体はどこまで何をするのかというあたりがはっきりしていかなくてはいけない

のではないかと。これは遅かれ早かれそういうことになっていくのではないかと。それで、組

織機構をどうするのか。また今、大量に退職された後の状況の中で人口や産業状況、役場の仕

事量に合わせた形を私はつくるべきだろうと。単純に人が減ったということだけではなくて、

職員の皆さんは一生懸命頑張っているのはよくわかっていますけれども、どういう意味かとい

うと、例えばピーク時 130 億あった、もちろん、それからずっと減っていますよ、職員は減っ

ていますけれども、130 億あった予算が今は 90 数億と。２万 4,000 人いた人口が、今、２万と

いう状況の中で、当然、役場の組織機構等が同じだと私は思っておりませんけれども、そうい

う基本的な考え方、基本的な部分をきちんとして、そして、この職員の関係について言えば、

私は一定の方針を出すべきだというふうに考えているわけです。ですから、負担がかかってい

る部分はここで、この部分は例えば減ってもいいよと、負担かからないよという部分だってゼ

ロではないと思うのです、僕は。なぜかというと、130 億の予算が 90 億円台になったというこ

とは、それだけ分仕事が減っているわけですから。ただし、それは単純にはいきません。サー

ビスふえるだとかそういう考慮はあるのだけど、そういうことを総合的に分析して、人事政策

や人数の問題等々を考えなければいけないのではないかと。結果として見れば、自治体がどう

あるべきかというふうになると思うのだけど、そこら辺の議論はどれぐらい詰まっているかと

いうことと、町長の考え方をお尋ねしたいと思います。 

○副委員長（近藤 守君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今回の大量退職によっては、今回の補正予算を見ていただいたと思う

のですが、臨時が結構入っています。これはですね、私は職員に向かって、まずやってみてく

れと。それで、足りなかった場合は、どうしても足りないと思うと、どうしてもできない場合

は臨時で対応するからということで実はやっています。ただ、我々の今の大命題でですね、と

にかく削れるといったら、まず、人件費しかないのですね、今すぐ。そして、サービスの関係

も町民に今、お願いをしています。そういうことで今はただ、ただですね、これで頑張ってく

れと言っています。ただ、そこで逆に一つだけいい面が出てくるのですね。要するに人が少な

くなるとお互いに効率のいい仕事を、要するに自分たちの枠だけではなく連携を取りながらや

ることによって、もっとより効率のいい仕事ができる。そういうことを前からやっているので

すが、より効率のいい仕事について職員に検討していただいていると、自主的にしているとい

う一つの逆な面でいい効果も出てきているということですね。 
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 それで、今の体制で私は一定期間見てくれと。そして、課長さんにいろいろ現場で判断して

いただいて、どうしても少ないのはですね、来年に向けて検討しなければならないのですが。

ただ、アルバイトで何とか乗り越えられるのであれば、乗り越えていただきたいなと思ってい

ます。というのは、私は一日も早く町民に安心してもらいということからですね、正規でいく

と絶対数は足りないでしょう。ただ、まずは、ことしやってみて、採用だとかということにつ

いてはですね、途中でも募集できるわけですから、まず、ことし一年はそこの状況で見させて

いただきたいというのが一つです。 

 それと組織機構の面ですね。機構の面では、今はやっぱりベストだとは思っていません。副

町長も２人おりましたが、今、一人にしています。そういう部分である程度うまく進んでいる

なとは思っているのですよ、この人員にしてはですね。思っているのですが、ベストだとは思

っておりません。これも昨年ですね、職員に実は提案いたしました、組織についてですね。そ

れをちょっと無理だなということで実施できなかったわけはですね、あまりにも職員が大量に

退職しすぎてですね、理想を求めるにはちょっと退職しすぎだなということから、これも一年

見させてくれということで、とにかく来年に向けてことし一年頑張ろうということのみです。 

○副委員長（近藤 守君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。町長の決意はわかります。私、冷静に見たときに、

例えば白老の場合は、単独消防を持っている、単独病院を持っている、港があるということで

職員がふえると。これは当然だと思います。しかし、白老町よりも、もちろん町民の人口当た

りの職員数が多いところもありますけれども、少ないところもあります。白老の場合ぐらいで、

百ちょっとぐらいで一人というところもございます。それはもちろん、まちの形態が違うとい

うことですから、そういうことをわからないで僕は言っているのではないのですよ。ただ、そ

ういうこともきちんと分析し、そして、その上で、それでは、本当に白老の役場の人員がこれ

でいいのかということをやっぱり精査する場所があって、そういうことがちゃんと職員が納得

できて、そして、機構をつくり、効率的な運営ができるような形をとるということが必要だと

思うのです。それで、私はその上に立って何を言いたいかというと、例えば 24、25 のピークに

いったときに、もちろん考え方がございます、借金減っていないのだから借金減らなければだ

めだということはあるのだけれども、少なくても 20％のカットというのはどこかで見直さなけ

ればならないと私は思っていますから。それはもう、最終的には決意はわかるよ。わかるのだ

けど、そういうときに、今、私が言ったようなどういう自治体、自治体は何をするのかという

ことははっきりさせて、その上で本当に自治体に必要な職員というのはこれだけだよというこ

とが理論的にちゃんとつくられていないと私はだめだと思うのですよ。今より減ったから少な

いのだという認識は違うと思うのです。それでは、140 億のとき、130 億のときにこれだけいた

のに、90 億になったらこうなのかと。ふやすときは、事業量ふえたからといってふやしている

のですよ、人は、ほとんど。ですから、そういうことがきちんとわかるというのは大変かもし

れないけど、一定限度理論的に解明できるような形をね、私はきちんと取って、そして、白老

という自治体は新たにこういうものを目指すべきだという、こうあるべきだというようなもの
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が私はあってしかるべきだし、そういう理論的な背景があって、今の 20％のカット含めて整理

されていかなければいけないのではないかと思うのだけど。わかりますか、言っている意味。

そこら辺どうですか。 

○副委員長（近藤 守君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 言わんとしていることはわかります。それで、例えば消防が例に出ま

したけど、近隣に合わせたらですね、逆にうちの消防職員、広域でやるといったら、うちがふ

やさなければならなくなるのですよ。それが今、大渕委員言われるようにですね、ベストの体

制、どこがベストなのかわかりません。隣に合わせたら、うちはふやさなければならない。う

ちに合わせたら、逆に向こうを減らさなければならないと。ですから、ただ、うちは頑張って

やってきているのですね。例えば、よそのまちで消防長が当直やるとか、所長が当直やるとい

うのは余り聞いたことないと思いますけど、人数が調整できなかったら、消防長とか消防署長

みずから泊まって調整しているのですね、一カ月に何回か。ですから、逆に頑張っているとい

う部分も一方であります。また一方では、保育所が今回、統合するというのと、民営化に向か

って今、進んでいます。ですから、今はそれを決める途上の段階なのですね。民営化になった

ときに委託先が増やすか、減らすかはわかりません。ただ、我々はこの人数でやってきたとい

うことですから、そこからの出発だと思います。ただ一方では、職員に結構負担がいっていた

かもしれません。まずそういう現状であると。そういう中で要するに、一番急がなければなら

ないのは、町の財政を安定することだと思います。そして、職員がそれを共通の認識を持って

もらうということ。そして、これを職員、そして議会も町民も一丸となって、この危機を回避

したという、私は事実がまず必要だと思います。その上で、今回の税の関係も戻す、そして、

いろいろな支援もある程度支援する。そして、町の職員の給料カットも戻すということを考え

なければならないと思います。ただ、だからといって、今、言うような２万人規模の適正な職

員の数を検討できないというわけではありませんので、それも同時進行でやらなければならな

いと思っています。 

 一方では産業の部分で、海のないまちの産業と海も山もある、そして、いろいろな産業が整

っているというとですね、例えば産業に従事する数も違ってくると思います。そういうものも

当然、加味しなければならないと思いますが、理想的なベストの状況の職員のあり方、そのセ

クションの積み重ねですね、それは当然、同時進行でやらなければならないと思っています。 

○副委員長（近藤 守君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） ちょっと補足的な話になりますけども。１万 5,000 以上から２万 5,000

程度の道内のまちの職員関係で若干の分析をしたことがあるのですが、町立病院を持っている

まち、それから単独で消防を持っているまち、その消防職と病院の職員を外すとですね、白老

町の場合は、170 から 180 の間でございます。それを人口で割りますと、1,000 人当たりの職員

の割合が、ちょっと端数はあれですが、８人から９人の間になります。そうすると、確か 16

のまちの中で３番目に少ない位置にあたります。これは平成 20 年度の職員の数でいきますと、

３番目に少ない数になります。一番少ないのは七飯町です。２番目は確か幕別町かというふう
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に思いますが、1,000 人当たり職員が 10 名以下のまちは確か４つか５つぐらいかと思います。

大体平均すると、11 から 12 名の間ぐらいというふうに考えています。産業構成だとかそうい

うことを考えると、これはあくまでも一つの基準でございます。うちの場合、港があったりで

すね、産業が観光あったり、一次産業があったりというようなことで産業関係が非常に幅広い

状況にありますから、やっぱりそう考えていくとですね、職員の数はやっぱりちょっと少なめ

になっているかなというような感じはしております。今後、そういった部分で大渕委員が理論

的にというような、この理論を組み立てるというのは非常に難しい部分があります。経験の部

分があったりですね、あるいは専門的な部分があったり、理論を組み立てるというのは非常に

難しい部分はありますけれども、試行的にですね、どの部分がきついのかとか、どの部分がま

だ余裕があるかとか、そういうものを見ながら人員の調整を図っていく必要があるというふう

に考えております。 

○副委員長（近藤 守君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。私ね、こういうことがきちんと職員の皆さんや議員の

皆さんがわかって議論するのとでは全然違うと思うのですよ。ですから、白老の場合は病院が

あってね、今、病院が議論されたように、町民の皆さんが本当に必要だと思って、そして今、

そういう英断をされて、今の状況になったわけですね。これは評価するわけですよ。しかし、

そうすると必ず職員ふえるわけです。これは当然ですよ。それで、市が両方にあって、向こう

も市だから消防は合併できないとなればね、それは単独消防を持たざるを得ない。持たないわ

けにはいかないわけだから。だけど、そういうことがきちんとわかって、単純比較で白老の職

員が多いのだよというふうにはならないと。しかし同時に、それでは 130 億から 90 億になった、

それでは、そのときはどうなのだと、そういうことがやっぱり、数で割り切れとかというので

はなくて、ちゃんと考え方に入れて、きちんと組み立てていくと。そうすることによって、最

終的にはね、私は保育所の民営化はそんなに賛成していないのです、はっきり言えば、ただ、

例えばニュージーランドが郵政を民営化して 500 人ぐらいにしてしまってね、ニュージーラン

ドという国が立ち直るのですよね。ですから、そういう部分だってある意味では必要だという

場合もあるのです。だから、そういうものをちゃんと見てやっていただいたと思うのだけど、

私はやるべきだと思うしね、そういうことが理論的にきちんとなって、職員みんなが本当に、

去年入った方もそういうことをわかって仕事されると全然違うと思うのですよ。だから、そこ

のところを教育なり何なりの中できちんと徹底して、本当に役場の職員というのは何をしなく

てはいけないのかということをちゃんとわかるというところが大切だと思うから聞いたのです。

コメントあれば。 

○副委員長（近藤 守君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 少ない職員の中で、いかに職員がモチベーションを高めて仕事をし

ていくかと。これはもう当然、職員としての使命ですね。どういった仕事をしなければいけな

いか、こういう使命感を持ってやっていかないとだめだと。そのためには職員同士のコミュニ

ケーション、あるいは上下関係のコミュニケーション、こういったことをきちんとやっていか
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ないとですね、非常に意思疎通がうまくいかないという部分があります。幸い、今うちの職員

ではですね、夜遅くまで課長職が残って職員と話し合ったり、そういう様子も見られますので

うまくいっている状況かなというような感じはあります。ただ、余り少ない中でやってですね、

危機的な部分の対応ですね、ここの部分がちょっと心配される部分も私の気持ちの中では若干

あります。この辺をどういうふうにカバーしなければならいのか。これはもうちょっと時間を

いただいてですね、危機管理のカバーをいかにしなければならないか。これはちょっと今、不

安な状況にあります。もうちょっと検討する時間をいただきたいというふうに考えております。 

○副委員長（近藤守君） ほか、12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） この特別委員会も何日かやっていたのですが、町長がいなくて聞けな

い部分もあって、きょうは町長がいるということで私も２点お聞きしたいのですが。 

 このプログラム、ずっと特別委員会かけてやっているし、白老町の財政再建のためにこのプ

ログラムを苦労してつくった。今、町長初め、住民に、町民に説明をしたと。議会にも説明を

された。しかし、このプログラムが議会と行政と話し合って、議会ですね、例えば固定資産税

の１、ちょっと大きすぎよと。1.55 の中取ってどうだという、こういうお話には乗るのかと。

言うなれば、これのすり合わせの書き換えをしてくれるのかと。これ一つと。 

 それからもう一点ですね。白老の港の問題なのですがね。財政状況がこれだけ、改めて言う

ほどでもないのですが厳しい。それで、白老の人口、今、約２万。やがて 15 年、20 年には１

万 7,000、１万 5,000、きょうも示されたのですが、こうなっていくときに、この白老の港にね、

きのうの説明では 630 億ぐらい今まで投入したし、第三商港区が完成すると 750 億ぐらいの全

体投入になるわけですね。いずれにしても、この投入した借金を背負いながら、それから、今

度、持つとですね、様々な維持費がかかるわけですよね。すべて、この背景を背負いながら、

７百何十億投資した、これを背負いながら２万人の町民、また、１万 8,000、１万 7,000 にな

っていく、この姿を見るとですね、これを支えていけるのかと、大きな。ここのところのです

ね、私は常に港を凍結すべきだとこう言っているのですが、いずれにしろ、白老のまちに住ん

で、まちを愛して、我がまちふるさとです。いずれにしろね、７百何十億投入して、維持をし

ていかなければならないということを考えるときに、町長が常に言っている、港というのは産

業活性化になるとこう言っているのですが、この辺をもっと引いてものを考えると、これを含

めても町長、大丈夫だと言い切れるのですかね。この辺の考え方をお聞きしたいのです、一度。 

○副委員長（近藤 守君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） まず背景から見ますと、確かに港湾ですね、第二商港区、そして第三

商港区に着手しているのですが、まちづくりというのは、私の基本的な考え方は歯車だと思っ

ています。この歯車をまずとめてはならない。その歯車を動かすエネルギーと言いますか、燃

料の部分が税収だと思っています。それで、一般質問の中でも議論はあったのですが、やはり

端的に言うと、今は６億の税収を稼ぐのに２億の負担をしていますと。ただ、この６億の税収

を稼ぐためにはいろいろな投資が必要ですよと。それと、日本製紙が一番大きい税収もとです

から、ことしになって日本製紙の工場、全国で３カ所閉鎖したと。中身を聞くと、白老が一番
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赤字がひどかったみたいだと。それで、本来であると白老が閉鎖の一番トップに上がるのかな

と実は思っていました。ところが、港をつくったというのとですね、バイオマスの関係、まち

として日本製紙と協力しながらやっているというのと、あと白老には水が豊富にありますと、

こういう３つの要素があって将来性を考えた場合は、白老のまちはやはり有力なまちなのだと。

それをもって、この３、４年で約 190 億ぐらいの設備投資していますよと。ですから、私はで

すね、設備投資をこの港を使って輸送コストの浮いた分をどんどんまだ設備投資してくれと。

そして人も働く場所もつくってくれということを実は申し入れているのですね。それで今、委

員言われたようにですね、今現在、支えていけるのかと。この厳しい財政事情の中で２億の負

担は大きいぞと。そのとおりなのですね。ただ、私は支えていかなければならないというのと、

私自身にとっては、これは選択の余地ないなと思っているのです。つくらなければという、実

は考え方です。それで逆にですね、私、最悪の場合から実はいつも想定するほうなのですが、

この工場がどこかに全部移転されたときのことを考えたら、これもまた恐ろしい話で。過去に

ですね、大昭和製紙時代なのですが、100 人減らしたとき、700 減っているのですね。ですから、

今はどこのまちも大変なのでしょうけど、まずは企業にある程度どんどん利益を上げていただ

く、成績も上げていただいて、人も使って、税収も上げると。ですから、これが終わるとある

程度、委員言われるように維持管理費はかかってくるのですね、間違いなく。かかっていくの

ですが、それでもある程度の税収は確保できるだろうと。ですから、まちを残すためにも、そ

して、若い人たちにも働く場所をつくって、逆に高齢者を支えるというためにも港はやっぱり、

私は必要だという判断で何とか乗り切りたいと思っています。以上です。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） プログラムの書き換えの話です。まず、考えておりますの

はですね、議会として中間報告を７月下旬から８月上旬にかけて出しますよという話です。そ

の中でプログラムの中の書き換え、修正事項といいますか、それがあれば議会としてまとめて

お出ししますという話になっています。それを受ける形で当然、町としても考えるというこう

いう形になります。ただ、財源についてはですね、どこだけの財源が減れば、どこだけの財源

を見つけなければならないというこういう問題もありますので、その辺は町として議会の修正

案なのか、意見を聞きながらですね、町としてもそれができるかどうなのか検討し、議会とま

た論議をしたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○副委員長（近藤 守君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 町長のね、いつも聞いている気持ちはわかるのです。それから、港も

あるほうがないよりいい。これは絶対、ないよりあるほうがいい。ただ、私は先ほども平成 40

年に人口が１万 5,000 人になるよと。それから、財政規模もですね、今 60 億だよと。しかしな

がら、人口が減っていってですね、それから、高齢化がもっといって、町民税がもっと減って、

固定資産税も減っていくとね、財政規模もまた縮まっていく。こういうことをずっと考えてい

くとね、孫子の代まで禍根を残さないようにするのが、やっぱり常に毎日考える町長の仕事だ

と私は思うのです。ですから、20 年、30 年後に答えは出てくると思うのですが、そのときに今、
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町長が言われたように、私がお聞きしたいのは、このときも大丈夫だと、どんな気持ちでやら

れているのか、この気持ちをもう一度聞かせてください。 

○副委員長（近藤 守君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） そのとおりでございましてね。要するに今、我々、議会も含めて町側

がやっているのはですね、結局、孫子の時代まで行くようになってしまっているのですね。で

すから当時、今、松田委員が言われるとおりやっていたら、こんなことになっていないのです

ね。ですから、それは本当に首長、町長としてはもう原点です。考えなければならないことだ

ったと思います。ですから、例えば今の町民にしても、役場の若い人にしてもですね、ある日

突然給与カットなのですね。ある日突然税金上げなければならなかったと。これを孫子の時代、

少なくとも 10 年後、20 年後、借金どれだけになるのだと。それでは一年当たり何ぼ返さなけ

ればいけないのだということがわかっていればですね、こんなことにはならなかったと思いま

す。ちなみに平成元年で７億ぐらいだったと思います、起債の償還が。今 18 億なのですね。で

すから、借金の返す金額がやっぱりすごいのですね。ただ、それを今どんどん減らしていこう

よと。港もやりながら減らしていけるという、そういう前提のもとに今、改革を進めています

ので。要するに店であれば、売り上げが税収です。その税収を考えないでですね、やはり私は

今回を組んでというか、プログラムをつくったということでもないしね。返しながらできると

いうそういう確信を持ってやっていますので、何とかその辺はご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（近藤 守君） ほかございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 一点お聞きします。議会もこれから、今、財政改革プログラムやって

いますけども、今度６章入って、行財政運営のガイドラインと進行管理に入ってきますけども、

この財政改革プログラムを審議する入口でも総合計画の後期の話があったのですよ。そして今、

松田委員からも町の将来の方向性の大きな部分があった。そういう部分は当然ですね、整合性

持ってくると思うのですよ。そして、町長が２期目になったときにいろいろな公約を出してい

ます。そういう部分は多分ですね、精査されてくるはずなのですよ。それで出て来なければで

すね、これが見えないのですよ。そうすると、言っていいかどうかわかりませんけども、担当

に言うとですね、これがまとまらないと数字が出てこないとできないという言い方をしている

のだけども、鶏が先か、卵が先かという議論になってくるのだけど、そういうことを別にして、

町長としてその辺のですね、財政改革プログラムと後期の計画とのすり合わせを町長としてど

ういうふうに担当に指示しているのか。それを見なければですね、最終的な数字もわからない

と思うのですよ。それで今、将来の町の方向性を議論しているのですよ。その辺どうですか。 

○副委員長（近藤 守君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 総合計画の後期実行計画のことだと思うのですが、後期実行

計画、これは前に総務文教常任委員会の所管事務調査でもお話したとおりですね、もう原原案

はでき上がっていますけれども、基本的に財政改革プログラム、ここの部分がきちんと位置づ

けされて、財源の裏打ちがなければ、こうこう、こういうものですということでお出しすると

いうことは差し控えないと、それ両方持ってしたとしても、どちらか片方を固定して物を考え
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ないと僕は議論できないと思うのですね。そういう意味からして、今回は財政改革プログラム、

こちらを固定することによって片方の信憑性を推しはかると。これは、どちらかがどちらかな

のですよね。それは考え方の違いなのですよ。だから、両方別に出すということというのは、

必要性は私は感じていないのです。片方がきちんと固定されれば、それに基づいてこれはつく

りましたということで、それで検証していただければ僕は構わないのではないかなとこのよう

に考えています。ですから、新財政改革プログラム、これと実はもう並行してつくっておりま

す。その辺当然ですね、同じフロアにあって、同じ組織ですから、整合を図りながらそれは進

めておりますので、その辺はご理解いただきたいなと思います。 

○副委員長（近藤 守君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今は議会も新財政改革プログラムを協議しています。そして、町長も

過去の部分については議会の責任もあるのだということで皆さん真剣にやっているのですよ。

そうすると今、町長はですね、港の部分については白老町のためにやりたいと。だけど、私も

先ほど一般質問しましたけども、７億円の枠が入っているわけですよ。そうすると、山口担当

室長は今、松田委員のお話にですね、どちらかを引けばどちらかはどうなのだという話をして

いるのですよ。そうすると今、高畠経営企画課長の話を聞いてもですね、全部コンクリートさ

れて否定的な意見なのですよ。中に入っていく話ないのですよね。そうすると、議論される意

味があるのかどうかと私は思いますよ。もう少し奥行き広くしてですね、議会がこういうこと

を言っているのに対して、どう対応していくかというものがないと結果的に平行線で終わって、

このまま出てしまって、出た後に後期もそれに合わせてつくりましたといったら、町長の政策

の主体性はどこに見えてくると思いますか。それに合わせて議論しないとだめではないですか。

町長の２期目のマニフェストの部分がその中で反映されていると思うけども、見えないのです

よ、私たちにも。その辺どうなりますか、町長。 

○副委員長（近藤 守君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 総合計画との整合というか、リンクについてはですね、これはやっぱ

りプログラムを優先すべきだと思っています。一般的な普通の財政状況に置かれているまちで

あれば、かなり議論の余地はあると思うのです。総合計画に優先するだとかですね。ただ、今

のうちのまちの置かれている状況からいくと、やはりプログラムを優先しながら、そして、そ

の中で集中と選択を図ると。当然、議会にもご相談しながらですね。それがまず必要だと思っ

ています。 

 それと、先ほどの率が 1.7 から 1.5 になった場合、松田委員に言われた、さっき言われてい

ましたので。それについてはですね、議会からもうちょっと、例えば 1.5 にできないかと。0.2

下げられないかといった場合は、これは議論の余地はあると思います、我々もですね。ただ、

それでは、そこの 0.2 の財源を当然そのときはですね、何らかの方法がないかと考えるのは私

たちの使命の部分もあります。そして、やはりどうしようもないですというときは、また、ど

うしようもないで、そこでもまた議論しなければならないと。それによって初めていい仕事に

なるのかなと思っています。 
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 それで、私もいろいろ公約を掲げておりますが、公約も本当に大事なのですけど、きょうも

職員とちょっと話をしたのですが、先送り積み残されたいろいろな課題、特養だとか、今、保

育所の問題だとかいろいろ議論しました。今、適配進めている最中ですけど、先ほど松田委員

言われたとおり、一番でかいのが病院なのですね。病院でまずは一息ついたと言ったらおかし

いのですけど、目先にいっぱいやることはあるのですけどね。ただ、この行革の大命題の部分

をまずきちんと乗り越えてですね。何もかにもといったら、またちょっと私もそんな万能、ス

ーパーマンではないのですね。そういうこともあります。ただその分、一生懸命考えていただ

いている職員もおりますのでね。行政課題も整理しながら、そして、私の公約もきちんと達成

しながら進めたいと思っていますのでご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（近藤 守君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私は否定しているのではなくてですね、後期に出てきたときに、今、

町長いみじくも言ったけど、それでは、この部分はね、議会も縮小して、こちらがどうだとか、

逆に極端な言い方をすると 24 年に供用化して港つくるまでは集中的にしましょうと。だけど、

さっきも議論あったけども、せっかく町長が判断して町民のニーズに答える病院でいこうと思

ったら、いや、その後、さっきの話に戻るわけではないけど、27 年以降になったら、その分、

それでは、港を一時やめて病院にかけるとか、これはね、議会でみんな出るはずなのですよ。

そういうものが一つずつある程度後期の中で町長の思う政策が列記された中で、その中でこの

お金を見ながら両方合わせて考えていくというのが議論であって、片一方だけ先にやっていて、

数字まとまったら、片一方またやりましょうという話ではなくて。前に進む一つの方向性の事

業だってコンクリになっているわけですよ、数字が。その中にいかに調整をしてね、よりより

知恵を出して、いいまちをつくるということをみんな思っているわけですよ。そういうことを

私は踏まえて、今、話をしているのです。 

○副委員長（近藤 守君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 要するに我々と議会と、まず行政課題を共有、共通して、そしてその

課題の中の問題は何と何があるかと。ただ、この分とこの分は金できませんよと。それでは、

どちらを選択するかということまで含めて、やはり議論すべきだということだと思います。そ

ういう部分はあってしかるべきだと思っています。これからですね、限られた財源の中ですの

で、そういう議論も当然必要かなと。その前にやはり前田委員言うようにですね、逆に情報開

示、一緒に考えてもらうということが大事かと思っています。言っていることはわかります。 

○副委員長（近藤 守君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今までもたくさん話をしてきましたので今までにも出たこ

となのですが、聞きたいのが一つと、それから言いたいことが一つということでお願いしたい

と思うのですが。収納率アップの問題なのですよね。実際に納めるべきお金がきちんと納まれ

ばもっともっといいのになと、楽になるのになという思いは常にあるわけですけども、社会的

な状況だとか何とかは今ちょっと置いておいて、それで話をしても実際には現年度の収納率と

いうのは、ずっと見ましたら全部 92％から 98％、90％台で来ているわけですよね。もう精一杯、
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みんな納めているのかなという。ここから 0.1 ポイント上げるということも本当に大変な仕事

なのかなというふうに思うわけですけども。実際に 18 年度の町税を見ましても、滞納繰越の残

が２億 3,000 万ぐらいあるのですが、それから、国保が３億 1,000 万ぐらい繰り越しで残にな

っているのがあるわけですよね。そこから本当に幾らかでも入れば、もっともっといいのにな

というふうに思うわけですよね。それで、実際には対策を見ると、町税だとか国保の場合は

0.5％アップにしていくと。そのほか、保育料だとか公住料だとか水道料、下水料、給食費、み

んな１ポイント上げていくといっても、大体１ポイント上がっても 100 万そこそこぐらいなの

ですね。それでやっぱり大きいのは町税、国保になるわけですけども、本当にこれが今までの

やり方で上がるのかどうなのかね。本当にここら辺上がってほしいなと思うのですけども、前

にも法的に訴えてでもという話があったのだけども、これをアップさせていく可能性というの

はどのくらいあるのかね。この辺、見解を伺いたいところなのですけども。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） この問題については、先の特別委員会でも質問を受けてお

ります。それで、収納対策会議、吉田委員からもいわゆる悪質滞納者の問題でありますとか、

そういったことをしっかりやるべきではないかという指摘を受けております。そういうことか

ら、現課にも今お話しておりますのは、きちんとすり合わせを短期間でやっていただきたいと

いうことで、各課との連携を取りながらお願いをしております。そういうことをこまめに積み

上げてですね、基本的にやるべきことをやり、その後にそれでもなおかつ改善がされない個々

人の問題につきましてはですね、法的手段をとっていきますよというお話をさせていただきま

した。これを粛々とやっていくことが収納対策アップになると思いますし、当然、目標に掲げ

ております対策、いわゆるアップ率ですか、収納率のアップ率についてはですね、確保できる

ような形で現課にも対応を今のところ考えていただくという形になっております。それは当然、

先の特別委員会に出てきたときにすぐに現課に話をしていますし、その対応で今、進んでいる

というふうに考えてございます。 

○副委員長（近藤 守君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） そういう話は聞いて、理解はしているわけですけども。前にも申し上

げたのですけどの、この滞納繰越分の他町村との比較で異常に低いということが、その原因は

何だろうと思うのですよね。６％という一桁。ほかのところでは大体二桁までやっているのだ

けども。それでは、白老がそれだけほかのまちと事情が違うのかと。そうではないのではない

のかなという気がするのですよね。ここに何らかの解決できるようなヒントというのがないの

かどうなのか。このあたりをちょっと教えてほしいのですがね。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 例えばですね、プログラム持っていると思いますが、70 ペ

ージで他町村との比較が出ていると思うのですが、現年度、白老町は比較的他町村と比べれば

高いということは、それは委員も見てのとおりだと思います。そうしますと、高いということ

は、過年度分に繰り越される額が少ないということなのです、裏を返すと。基本的にいうと２％
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部分が滞納として残りますよとこういう話です。ほかのまちは 97.4％なり、97％なりで３％滞

納額が残るということなのです。同じ額を例えば 1,000 万そこから収納しましたよということ

になれば収納率は上がるわけなのですよ、滞納分の。そういうことで総体的に見て、それでは

どうなのかということはその合計で見て初めて比較が可能というので、合計がここに出てきて

いるわけでございます。ですから、一面的に滞納の繰越分の率が高いから収納率が高いのだと

はなっていないはずであります。例えば余市町なんかを見ていただくと、滞納繰越分 17.6％、

10％以上白老町より大きいわけです。11％大きいわけです。ところが、トータル的に見ると白

老町のほうが 1.6％多いわけですから、全体としてそういうふうな見方をしないとですね、単

純に滞納繰越分のパーセンテージが高いから総体的に高いのだとは言い切れない、こういうこ

とでご理解をお願いいたします。 

○副委員長（近藤 守君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 一面、そういうことが言えるということはわかります。ただ、収納向

上対策方針の中にも書いてあるのですけども、16 年度３億の滞納繰越の調停額があって、その

うち入ったのが 3,100 万ですよね。17 年度では２億 8,000 万あるうちの 1,800 万ですよ、入っ

ているのが。18 年度でいうと、２億 5,000 万の調停額があるのに 1,600 万しか入っていないと。

この額からいうと、まだまだ調停額から見ると随分少ないなと。もっとこれは上げられるので

はないのかなというふうな見方をしたのですよね。だから、単なるパーセントで言ったわけで

はないのですけれども。それでは、この収納向上対策方針の中にも、いろいろと苦慮して、い

ろいろな方法をとっているということは全部書いてありますからよくわかるのですけども、実

際には法的に訴えるのが一つ。だけども、自治体としては何でもかんでも力ずくでやるという

のは余りにもなじまないだろうなという気がするのですけども。そのほかにも収納を整理して

いく一部組合で全体的にやっていくというね、複数の自治体でやっていくのですかね、そうい

うような方法もあるし、それから、庁舎内の体制をもっと別立てにして全体で上げていく体制

をとることも考えなければならないというようなことが書いてあるわけですよね。だから、そ

ういうようなことをもう実際に手がけられているのか。全く、これから考えることなのかね。

これはもう本当にそこのところにきちんと手をつけなかったら、やはり、みんなすべてのもの

が値段が上がっていくというようなところへはね返ってしまうものですから、この辺の体制は

どんなふうに考えられているのか。そこだけ伺いたいです。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 答弁繰り返しになりますけども、その部分についてはです

ね、当然、委員会にもご指摘を受けておりますし、現課にも早急な対応をお願いしております。

そして、当然のことながら、各個別の悪質滞納者、悪質をつけたらいいのかどうなのか、滞納

者のリストを出して、これの照合をかける準備、これは進めておりますし、それに基づいて、

余りにも悪質な場合については当然、先に提案させていただいたとおり、法的処分を含めて進

むというこういう対応の仕方になってございます。それはもう着手しておりますのでご理解を

お願いします。ただ、率の問題についてはそういう見方もできますよということでありますの
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で、率の見方についてはそういうふうにご理解をお願いしたいと思います。だからといって、

過年度分をまったく手をつけないという話ではなくて、それは当然のことながら、そういう形

の中で法的措置も含めて推進していく、こういう考え方でございます。 

○副委員長（近藤 守君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 要望というか、これから先のことでちょっとお願い申したいと思うの

ですけども、改革プログラムがありますね、これは、これから先 10 年間の対策ということで詳

しく書いてある、この経過から、なぜそうなったかが全部書いてあるわけですね。実際にこれ

を見て、随分勉強になったし、読み返しながら、読み返しても、読み返してもなかなか我々素

人には数字がきちんと落ちないのですね。また、次に見るときにはあちこちひっくり返してみ

て、ようやく、ああ、そうだったかというような。町民懇談会のときでもなるべくわかりやす

くというようなことがあったのですけども。これから我々議会の責任として、やはり、この計

画に基づいて、これが決まった段階でどういうふうになったのかということをいつでもきちん

と押さえていく必要があるだろうと。その責任は、我々、課せられたのではないのかなという

気がしているのですよ。そうすると、これを一冊置いておいて、ここにプログラムがあるから、

これで全部ここの中にありますよと。これにあったかどうかチェックしてくださいと。これで

はね、余りにも複雑すぎるのですよね。これをもっと短くして、３年間なら３年間の、難しい

複雑なところはちょっと置いておいても、達成目標がきちんとすぐにわかって、国の率からい

ってもどういう状況になったのかと。本当に必要な数字をきちんと並べて、３年間なら３年間

の資料をつくって、それで、それを見ると、それに合わせてその年その年の達成度というもの

がわかっていく、だからこうしたらいいのではないかという討論ができるような、そういうふ

うにならないか。いわゆる実行計画になるのでしょうかね。そういうような形でまとめていけ

ないのかどうなのか。その辺伺いたいのですがね。そういうものがあると私たち、随分助かる

ような気がするのですが。 

○副委員長（近藤 守君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） この財政改革、健全化法ではですね、毎年決算をして議会に報告す

ると。報告するときはそれなりの工夫をしてですね、わかりやすく工夫をしたもので議会でい

ろいろ計画どおりいっているのかどうなのか、そういう議論になるというふうに思うのですよ。

それで、そういう結果を得て、今度は町民の皆さんに公表し、国に報告すると、こういう手順

になっていくわけですから、当然そういう積み重ねをしていくことによって、平成 20 年度はど

うだったと、21 年度はどうだったと、それで次の目標はどうだと、こういうような形になって

いくというふうに私は考えています。段々、積み重ねていくとですね。 

○副委員長（近藤 守君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今までも健全化のための指針というのを何回も出している。出してい

るのだけども、もちろんそれに基づきながら運営されているわけですけども、でも、かなり数

値が変わってきたりなんかするというのがずっと今までだったわけですよね。今回だって大変

な状況で大変な仕事をするわけですから、そういう目標数値だとか、そういうものをことしは
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こういう事業をやりながらこうやって達成する。そうすると、国の指針に対して何％になるの

だというような、そういうものをいつでもそばに置いておいて、いつでも見られるという。そ

れに合わせて今はどうなのだということが、そういうふうに見ていけないかどうか。そういう

ふうにチェックしていく必要があるのではないかと。まとめて報告があったときに、決算とし

て出されているのは、私は十分わかっていますよ。わかっているのだけれども、常にそういう

ふうに意識をするために、そばに置いておいて、今の状況はこの達成度からいうとどうなのだ

というような、そういうふうにして使えるような資料というものをつくってもらえないか。 

○副委員長（近藤 守君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） そのことはわかるのですが、毎月毎月ということになるのですね。そ

うなると、常にということになりますと。今、斎藤委員言われたことで一人の人間を張りつけ

るみたいなことに、極端に言うと。すべての事業ですから。そうなるとですね、これが本当に

行革の仕事かなと。チェックはわかるのですよ。チェックはわかるのですが、そのチェックの

ために一人を配置するというよりも、行革を進めるために逆にまた一人を配置するほうがより

効率的だと私は思います。それで、一年ごとにですね、途中でも欲しい資料とか数字があれば、

担当のところに来てくれれば各セクションありますので、それぐらいにして、議員も自分でぱ

っぱっぱっと計算したらできると思いますから、割り返しですからね、そういうことで何とか

ご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（近藤 守君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 来年からはおそらく経営企画課がこの辺のところをきちんと

検証して皆さんにお出しすると、そういう役目になると思います。そういう意味からですね、

私は本当に簡単にわかりやすくという意味では、プログラムの 96 ページですね、第５章の４節

からですね、実質赤字比率だとか、連結実質赤字比率の表がございますね、ずっと。各指標を

示しております。この表を決算のときにお出しして、対比してこういう状況になっていますよ

ということで本当にわかりやすく達成できているかどうかというのがわかるのではないかなと

思います。ですから、月は無理ですからね。だから、年ごとにはそういう形でやるべきだと思

うのですよ。月ごとで一喜一憂しても僕は仕方のないことだと思うのですね。そういうことで

ご理解いただきたい。 

○委員（斎藤征信君） すみません。ちょっと混乱させました。何も月ごとにとか、一人ふや

してでもそれはやるべきだとは、そういうふうに言ったつもりはないのですが。そこまで行か

なくても、それに書き込みながらやるのは自分の仕事だろうというふうには、それは理解しま

す。ただ、今のところ、もっと何かいい方法がないか、もう少し考えてみますので、課長が今、

言われたような、できるだけそういう狙いとわかりやすい形での資料というふうにつくってい

ただきたいということだけ申し上げておきます。 

○副委員長（近藤 守君） 町長の予定が 15 時までということでございますので、町長に係る

ご質問がありましたら、どうぞよろしくお願いします。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。先ほどもちょっと答弁の中にあったのですけれども、当然
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10 年のスパンというのはあります。しかし、そこまで行きつく過程の中で状況に応じて戻した

り、それから見直したりそういうことは考えるというふうに先ほど、それは 10 年のスパンなの

か、終わってからなのかということがちょっとよくわからないけれども、そういうことはその

場面、場面で考える余地があるということでいいですか。考える余地があるという意味ですよ。 

○副委員長（近藤 守君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） それはですね、前田委員もさっき言われたとおりですね、絶えず検証

しながら見直しも前提に考えなければならないと思っています。よくなる数字も出ると思いま

す、逆に悪くなる数字も。それはもうあり得る話ですので、絶えず検証というのは毎年毎年す

べきだと。そして、その数字をやはりあらかじめ議会の皆さんにきちんと出すということが一

番肝心な我々の仕事かなと思っています。 

○副委員長（近藤 守君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 当然、そこで変更もあり得るという理解でいいですね。 

○副委員長（近藤 守君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 変更しなければならないものは議会にきちんとご相談申し上げて、ご

理解をいただいた上で変更したいということです。 

○副委員長（近藤 守君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、行政改革をどんどん進めなければならないけれども、今やっぱり

私は土木屋さんとか建築屋さんが一番困っているのだよ、まったく。だから、やっぱりいくら

ね、財政がなくてもやるものはやらないとだめだし。建築であればね、町営住宅の改築とかい

ろいろあると思うのですよ。そんなにお金にならなくても。だからこの辺やっぱり、もう少し

配慮してやらないとね、建築の皆さんもまいってしまいますよ、町長。もう少しやっぱり出す

ところは出してやらなかったらね。今一番必死の状態だ。この辺一つよろしく配慮を頼みます

よ。私は土木やめたから関係ないから。 

○副委員長（近藤 守君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 土木、建築でですね、大体、町内で事業主も含めて家族までいれたら

約 3,000 人くらい生活しているのですね。ですから、委員言われたとおりですね、これはもう

土木建築、公共事業もこれは経済ですから、必要な部分はやっぱりやっていくという考え方で

おりますのでご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（近藤 守君） あと、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○副委員長（近藤 守君） それでは、以上をもちまして白老町財政健全化に関する調査特別

委員会を終了いたします。 

 きょうはありがとうございました。どうもご苦労さまでした。 

（午後 ２時４１分） 


