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平成２１年白老町議会産業厚生常任委員会会議録 

 

平成２１年 ２月１０日（火曜日） 

開  会  午前 ９時５９分 

閉  会  午後 ３時５２分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

 １．家畜市場の経過と今後の影響について 

 ２．公立病院経営計画について 

 ３．その他 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

 １．家畜市場の経過と今後の影響について 

 ２．公立病院経営計画について 

 ３．その他 

                                         

○出席委員（８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      議  長 堀 部 登 志 雄 

                                         

○欠席委員（１名） 

委  員 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     副 町 長    目 時 廣 行 君 

     産 業 経 済 課 長    岡 村 幸 男 君 

     産 業 経 済 課 主 幹    五十嵐 省 蔵 君 

     産 業 経 済 課 主 任    菊 池 拓 二 君 

     病 院 事 務 長    丸 山 伸 也 君 

     行 財 政 対 策 室 長    山 口 和 雄 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 
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     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） それでは、所管事務調査の家畜市場の経過と今後の影響についてと

いうことで、産業厚生常任委員会を開きたいと思います。 

（午前 ９時５９分） 

                                           

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明を求めます、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 本日、家畜市場移転の経過と今後の影響についてということ

で資料をお配りしてございますので、それに基づいて説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、私のほうからは家畜市場移転の経過についてご説明させていただき、その後の家畜市

場の変遷、それから開催日数等の関係につきましては、担当主幹のほうからご説明をさせてい

ただきたいと思います。一連の流れの中で説明をさせていただきたいというふうに思います。 

 まず、南北海道家畜市場移転の経過でございますが、平成 20 年の第１回定例会に行政報告を

させていただいておりますが、事の発端は、実は平成 19 年 12 月 25 日にホクレン農業協同組合

連合会酪農部長ほかが来町しまして、南北海道家畜市場の安平町移転決定の一方的な説明が行

われました。前段、実はその前に、19 年５月の段階からこのような内容が、例えばホルスタイ

ン農協の関係で情報が入ってきていたところであって、その内容についてはホクレンにも実は

確認を取っていたということがございます。しかし、その時点ではその事業計画の予定はない

という中で、一方で白老町からも逆に、この市場を拡大するという計画があるならば、白老町

も移転としての場所を提示するということもしながら実は進めていたわけですが、それが先ほ

どお話ししたとおり、12 月 25 日に一方的に説明があったということでございます。それで、

町としましては、当然その内容については承服できないということで、その旨を伝えて帰って

もらったということが状況でございます。 

 さらにその後、平成 20 年１月 29 日に再度来町され、移転先決定までの経過を説明しに来て

おります。町としては、やはり地元生産者への影響ですとか、北海道の黒毛和牛を牽引してき

ました、その努力、そういうことを考えまして、移転決定までの進め方、これについても町と

しては納得できないという旨を訴えてきたところでございます。 

 その後、２月 26 日、それから３月 10 日にホクレンが白老和牛生産改良組合役員、それから

会員へ、ほぼ、この移転計画を決定しているという内容の中で説明会を開催しまして、さらに

５月 16 日には白老和牛生産組合員に移転を説明しております。町としましては、北海道、それ

から苫小牧広域農協にもこういう内容について相談、協議を進めております。それは前段、４

月 24、25 日には北海道の農政部のほうと協議を行ってございます。そういう中で７月３日でご

ざいますけども、白老和牛生産改良組合、それから白老町和牛飼育農家組合員が移転計画にか

かわる合同会議というのを開催しまして、移転計画は動かないような状況ということを含めて、

この移転に伴う要望を出してございます。その内容というのは、新市場の防疫体制であります

とか、移転後の生産者負担増の回避、それから白老牛生産振興への支援、それと現市場の跡地
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利用などの要望書を作成してございます。それを受けまして、７月７日に白老町長、それから

苫小牧広域農協組合長の連名で実は、ホクレン南北海道家畜市場移転計画にかかわる地元要望

書というのをホクレン農業協同組合連合会に提出したという形でございます。 

 それを受けまして８月６日にホクレン農業協同組合連合会から板東酪農部長ほかが来町しま

して、提出した要望書について、新市場の防疫体制については専用の消毒車を導入する。それ

から移転後の生産者負担増の回避については現状手数料で運営する。それから白老牛生産振興

への支援については生産、販売面での最大限の努力をしていくと。それから現市場の跡地利用

については今後、検討、協議していきたいとこういう回答を受けているという状況であります。 

 現在は、この回答を受け、苫小牧広域農協が白老町内の生産者の意見集約を行っているとい

う状況であります。白老町内の生産者にとっては、昨年の原油、飼料価格の高騰による生産コ

ストの大幅な増加ということなども含めまして、畜産経営を取り巻く環境は極めて厳しい状況

ということがあります。さらに、家畜市場移転による生産者の負担ということも考えられます

から、町としましても生産者要望を最大限反映できるよう、ホクレンに苫小牧広域農協と連携

しまして協議を進めているというような状況でございます。 

 また、１月７日の初セリで実はこの市場移転の予定がことしの 12 月という報道がございまし

た。正式な移転月ですね。実は町、農協には報告がないまま、この報道が発表されたというこ

とがございまして、直ちにホクレンに状況確認を行いまして、１月 15 日には口頭でその内容の

説明を受け、１月 20 日に正式に文書で説明があったという状況でございます。 

 一連の月日のとおり流れてございますが、かいつまんでこのような町の対応と、それから広

域農協と連携した対応を行っているということのご説明をしたいというふうに思います。 

以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 五十嵐産業経済課主幹。 

○産業経済課主幹（五十嵐省蔵君） 産業経済課の五十嵐です。引き続き、資料の説明をさせ

ていただきます。 

 ２ページ目の下からになります。ホクレン南北海道家畜市場の変遷等ということで、ホクレ

ン南北海道家畜市場のもとは、昭和 32 年に現白老町内、高砂ですが、そこで市場を開設してお

ります。昭和 45 年にホクレン農業協同組合連合会が白老地域家畜市場として開設しております。

昭和 49 年に現在地白老町社台に市場を移転し、平成２年平取・洞爺地域家畜市場を白老に統合

しております。その後、平成９年にホクレン南北海道家畜市場と名称を変更し現在に至ってお

りますが、平成 16 年には南北海道家畜市場本館・預託繋留舎等を整備しております。 

 続きまして３ページになります。ホクレン南北海道家畜市場の開催日数等ですが、ホクレン

南北海道家畜市場については、肉牛市場、素牛ですね、子牛市場が毎月１回開催されておりま

す。それは月に２日間開催されて、年間 24 日間の開催となっております。また、乳牛市場が毎

月１回で、１日開催をして、年間 12 日。それと馬市場が毎年１回開催されて、年間１日の開催

となっております。 

 続きまして、２番目のホクレン南北海道家畜市場の集荷エリアですが、北海道地図が出てい
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ると思いますが、左側の薄黒くなっている部分が南北海道家畜市場の集荷エリアとなっており

ます。北は宗谷から南は渡島・檜山までと北海道の半分以上を占めております。右側の白いと

ころについては、十勝・根室・網走方面につきましては、音更に十勝市場がありますのでそち

らで対応しております。 

 続きまして、ホクレン南北海道家畜市場改築理由としまして、これらはホクレンの説明によ

りますが、１番目の収容頭数・敷地面積ということで、現社台の市場の収容能力は１日 850 頭

となっております。それで現在のところ、後で資料等で説明しますが、１日 1,000 頭を超える

日が出てきており、まず収容能力の限界を超していると。それから現市場を改築しようとして

も、敷地面積が 3.3 ヘクタールしかないと。それで、将来を考えれば、現十勝市場と同じよう

に１日 1,400 頭程度の繋留頭数が必要であると。その場合、敷地面積については 10 ヘクタール

程度必要であると。 

 それから２番目の建設費用等についてですが、移転改築を考えた場合、白老町内、それから

苫小牧市、安平町の中で検討したということで、苫小牧市においては土地代・造成費がかかる

と。それから白老町内も町のほうで提示しましたが、それについても土地代と土地造成費がか

かると。それで、安平町の現ホルスタイン農協市場については、土地は確保されていると。そ

れと整備の面でも十分確保されているということでした。それとあと、実際移転すると施設の

管理費がホルスタイン農協とホクレンとで折半できるという面も言っておりました。 

 それから３番目の購買者については、南北海道家畜市場の場合、購買頭数は約６割以上が道

外の購買者であると。道外の購買者については千歳空港、飛行機で来道されるということがあ

りますので、千歳空港に近い場所が望ましいと。 

 それから４番目のその他としては、現在の施設には、遠方から来る生産者の休憩所がないと

いう状況で、生産者が各農協やクラブの施設内に置いている状況であります。それから、食堂

についても簡易的な場所で行っているということです。それから現施設については、ホクレン

で月４日程度の開催であるが、ホルスタイン市場と統合することによって、先ほど説明しまし

たが維持管理費の支出も双方案分での負担で済むということを言っております。 

 それから４ページ目です。新旧家畜市場の比較ですが、１番目の敷地面積については、現家

畜市場が 3.3 ヘクタールほどに対して、新家畜市場については 9.6 ヘクタールと約３倍の面積

になると。 

 それから２番目の施設延べ床面積については、トータルでいきますと、6,345 平米が現在の

市場に対して、新家畜市場については１万 6,288 平米と、これも約３倍近くになるということ

です。それから２番目の④になりますが、食堂・休憩棟が現在市場にありませんが、新家畜市

場には新たに整備されるということです。 

 それから３番目の施設規模・能力については、①の上場牛繋留頭数については、現在の 850

頭から 1,400 頭ほどということで、約２倍程度になるということです。 

 それから下の白老町の影響額ということで、１番の生産者影響額ということで、これは昨年

の３月の定例会議にも説明したと思うのですが、年間出荷頭数が白老町の場合、約 900 頭ほど
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となっております。移転後もおおむね 900 頭程度と試算しますと、牛の搬入についておおむね

半日程度、これから安平町に行くのにかかると思われます。それで、全員で例えば協同搬入、

現在白老では余り行っておりませんが、ほかのところでやっているところを参考にしますと１

頭 3,000 円程度かかるということです。 

 それで、１つ訂正があるのですが、②の牛の搬入のところで計算式がありますが、800 頭と

なっておりますが、これは 900 頭です。900 頭掛ける 3,000 円で 270 万円と、申しわけありま

せんが訂正願います。 

 それから２番目の家畜市場内食堂の影響額。現在、現家畜市場に白老町内の飲食業者が１店

入っております。売上額がおおむね月 40 万円ということで、約年間 500 万円。 

 それから３番目のその他の影響額といたしまして、宿泊関係ということで、昨年商工会等で

確認していただきましたが、年間 180 人から 200 人程度と。それで、200 人の 6,000 円で 120

万円。それからその他飲食店・食料品店等でおおむね 140 万円ということで、①から③まで合

わすとおおむね 1,000 万円程度の影響額があるのかなと思われます。 

 続きまして５ページの表になります。直近の南北海道家畜市場の開催状況ということで、一

番上の年次１月から 12 月の肉牛市場実績となっております。平成 19 年、20 年、左から黒毛か

ら褐毛、Ｆ１、その他、肉牛合計となっております。それで、黒毛和種でいきますと平成 19

年が１万 4,473 頭、平成 20 年が１万 6,337 頭と、112.9％の増となっております。それで、肉

牛合計を見ますと、おおむね大体同じ 114.5％となりまして、14、15％の増となっております。 

 続きまして２番目の表になります。南北海道の肉牛市場の月別実績ということで、１月から

12 月までが平成 19 年、20 年となっております。それで、白老の販売分ということで出ており

ますが、これでいきますと平成 19 年、20 年につきまして、白老の占める割合というのは平成

19 年が 4.7％、それから平成 20 年が 4.1％ということになっております。 

 それから左下の表になります。南北海道肉牛市場集荷エリア別実績ということで、これは先

ほど前のページで説明しましたが、北海道集荷エリアの中での実績になりますが、渡島・檜山

が平成 20 年でいきますと 17.8％。それから胆振が詳細ありますが合わせて 20.8％。そのうち

白老が、先ほど説明しました 4.1％。それから日高が 28.4％、空知が 13.7％となっております。 

 それから右側の下の表になります。南北海道肉牛市場購買先別実績ということで、先ほどお

おむね６割の方が道外購買者と説明しましたが、道内・道外の内訳になっております。20 年の

一番右側の構成比率を見ますと、道内計が 37％ほど、それで、道外計が 63％ということになっ

ております。道外の購買者は大体関東はそのうちの半分程度を占めております。 

 ６ページの表につきましては、新しい家畜市場の全体敷地図になります。今、道路が上と右

側に走っていまして、右下のほうに現ホルスタイン農協の共進会場等の施設があります。真ん

中に一点鎖線で大きく斜めにバツ印という建物が何棟かあると思うのですが、これが繋留施設。

それと真ん中に縦に４つある建物が競り場と事務所等になっております。 

 最後の７ページになりますが、これは競り場等を含めた、繋留含めた平面図になりますが、

ちょっと細かい図面で見づらくなっていると思いますが、ちょうど真ん中にちょっと見づらい
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のですが、ホール状になっているものが競り場ということになります。そして、左側が購買牛

舎棟で右側が販売の牛舎棟になります。以上、簡単ですが説明を終わらせていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。 

ここで質疑を受けたいと思います。委員の方、質疑がございましたらどうぞ。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は、今の説明に尽きると思います。今、何を言っても後の祭りであ

って、もう図面までできて、今、何を言ってもどうにもならない。しかしながら私が言いたい

のは、白老町の市場が 52 年の歴史がある、それから社台に移転してからでも 35 年も歴史があ

る。こんな中で、今回このような移転計画があったけれども、我々の耳に入ったのがずっと遅

かったし、それからもう手の打ちようがないのだというような状況から我々が聞いたわけなの

ですが。先ほども言ったけど、もう後の祭り。私はこの白老和牛農家にとっては大きな失うも

のがあると。それから町民としても大変なものを、市場を失うなとこんな思いを私はしており

ます。しかしながら生産者農家の声が議会にも聞こえなかったし、それから町側からも本当に

真剣な声が聞けなかった。この移転が本決まりになって、今後何を言ってももう、先ほどから

言っている後の祭りなのですが、大事なことは議会も、この移転についてもやっぱり議会とし

て、それから産業厚生委員会の所管として、やはりきちんと調査というよりも、もうこの段階

で調査も終わっているのですよね。ですけども、町民に対して、それから生産者に対して、議

会はこう考えたのだということをきちんとやっぱり報告すべき義務があると、それぐらい大き

なものだと。そう思って私はこの委員会で一度やっぱりきちんとこういう勉強会を開いて、委

員会として審議、論議をして、そして報告をすべきだと。これがやっぱり議会の務めだと、私

はこう思ってこの調査を一回やろうということにしたのです。ですから、先ほども言ったけれ

ども、先日この不況対策で建設業や土木業あたりも何とかしてくださいという陳情があります

よね。しかし、農業の生産者の方々からは一度もありませんでしたね。こういうことがないの

はいいのですよ。ですけども、議会の所管として私はきちんとやっぱり、こういう報告はして

おくべきだと。後にいろいろなことを残さないために。そういう思いで私は調査をしましょう

と言ったわけなのです。ですから、この方向性はもうわかりましたし、ただ、せっかく副町長

が来ているから、まちの考え方を一回お聞きしておきたいなと思いますね。 

○委員長（玉井昭一君） 目時副町長。 

○副町長（目時寛行君） まちの考え方ですけども、55 年の歴史ある市場が安平町に移転をす

るということ、本当に残念でなりません。本当に何とかこれをとどめたいという思いではあっ

たのですが、もう既に遅しということで、何回も繰り返しますが残念であります。昭和 29 年に

島根県から和牛を導入して、ずっと大事に育ててきて、白老牛のブランドが高まって、昨年は

サミットで使われているということで町民の皆さんもこの和牛については誇りに思っている部

分でございます。その矢先に市場が移転するということで、本当に私としてもショックという

形で、委員の皆さんもその思いは同じだというふうに思っております。また、農家の人たちに

ついてもこの機会をとらえて、白老牛をどうしていくか、これはいい機会だったかなと逆にと

らえて、このままでいったら白老牛は途絶えていくだろうという危機感は今、持っていますの
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で。市場は移りますけども、白老牛はさらに強力に保っていくのだという意志が恐らく芽生え

てきているだろうと。決して、農家の経営状況はよくありません。昨年、飼料は上がっていま

すし、素牛の価格は下がっています。さらに経営努力をしながら、素牛だけでは経営は成り立

たないということも農家の人たちはわかってきていますから、肥育をいかにふやして経営をよ

くしていくかという、そういった思いで今、農家の人たちも考えてきておりますので、町とし

ても広域農協と連携しながら、どういった経営方針がいいのか、この辺も一緒になって考えて

いくということで今、考えております。 

 また、市場跡地については、ホクレンの方針はまだ示されておりませんが、これについても

跡地を、例えばの話ですが、肥育で使えないかというようなこともあわせて検討をしていきま

すし、ホクレンの協力も得ながら、いい方向で考えていくというようなことを考えております。 

 もう一方、一般の関係していた弁当を出したり、食堂の関係者については、これは本当に残

念なのですが、できれば安平のほうに弁当を出させてもらえるのかどうなのか。これらもあわ

せてホクレンにお願いをしていきたいなというふうに考えています。 

 私としてはそういうふうに考えていますが、将来的に白老牛をもっともっとやっていくため

には、肥育の頭数をふやしていかなければならないというふうに考えていますし、農家の方々

もそういうような考え方になってきていますので、こういった方向で今後お互いに協力しあっ

ていきましょうと、こういう考え方でございます。 

○委員長（玉井昭一君） それでは、ほかに。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今回の家畜市場の関係での経過と今後の影響ということで、そういう

テーマでやっておりますけども、結果的にはもう移ってしまったのですね。それをどうのこう

のと言ったからといって戻ってくるということにもなりませんので、一つのいい勉強というか、

糧に、やっぱり町としても、行政としても考えるべきだと思うのです。と申しますのは、これ

は相当、この家畜市場を白老でやっていただいて、その間白老のほうも道路の整備ですとか、

いろいろなことで税金を投入しながらやってきているわけです。そういった歴史も当然ありま

す。それで、大手が一度方針を、政策を決めたら、なかなか行政がお願いしたり、いろいろな

ことをしたとしても難しいですね。ですから、いち早く情報をキャッチして、そういうふうに

はならないような働きかけを、これをいい例にしましてね。考えられるのは、例えば景気の動

向ですとかいろいろな世界的な状況の中で、例えば白老でいうと日本製紙さん、あるいは旭化

成さん、そういったところがどういうふうに方針転換、方向転換するかというのはわからない

わけですね。同じようなケースが私は考えられなくはないというふうに考えていますので、そ

の辺をいち早く情報をキャッチして、そして、白老がどれだけのことを今までやってきたかと

いうことをやはりアピールして、それで、決まったからといって、その分やはり条件を引き出

すぐらいのことでやっていただきたいと思います。 

 それで今回、７月７日に地元の要望書を提出と。わずか１カ月で回答が来ていますよね。こ

のわずか１カ月というのは、私は、本当に真摯に検討して、１カ月の間で回答をくれるには随

分短い期間だなと思って、実は読んでいたのです。先ほどのお話の中で、手数料に関しては現
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状維持と、そして、いろいろな支援に対しては最大限の努力を行いますと。跡地に関しても、

今後いろいろな角度で検討しますということで、具体的な答えは何一つ、この要望書に対して

のものはないのですよね。回答というか、白老町が望んでいることの一つの具体的な回答がな

いわけですよ。やはり、これらについて諦めずにどんどん、どんどん、「どうなっているのだ。

どうなっているのだ。」というぐらいの形で私はやるべき必要もあると思いますし、それだけの

ことで白老町もこの施設の維持に関して道路整備ですとかいろいろやってきたと思うのですよ。

やはり、その辺のところは天下の大大手のホクレンさんであっても、白老町は頑張ってやって

いっていただかないと。これはやはり町民が納得しないと、このように思います。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 委員のおっしゃるとおりでして、いち早く、やはりそういう

ような動きに対する情報収集ということが必要だというふうに思っております。ただ、今回ホ

クレンの経過からすれば、実は 19 年５月に情報を仕入れた段階から町としても動きをしている

わけなのですが、その段階ではそういう計画がないというそういうようなこともありまして、

実はそういう中ではもう一点、町としても町内で逆に市場を大きくする場所の提示も行ってご

ざいます。ですから、そういう努力はしていたということはご理解いただきたいと思うのです

ね。ただ、今後このことはきちんとした教訓として、やはり大企業のいわゆる経営状況がどう

なのかによって、大きく政策が変わっていくということも考えられますので、その辺について

はおっしゃるとおり、情報収集に努めていきたいというふうに考えてございます。 

 それともう一点。今回、回答いただいているということが、１カ月という短い中でというこ

とでございますが、この間、実はホクレンもしくは農協とのやりとりは相当数、口頭でのやり

とりはやってございます。正式な形で日にちは書いてございますが、実はそういう中ではいろ

いろとやりとりはやらせていただいております。当然ホクレンとしても、町もしくは農協のほ

うからこういうことが可能かどうかということの投げかけは随分やってきているわけですが、

ホクレンもホクレン農業協同組合としての、いわゆる系統がございまして、先ほど主幹のほう

から説明があったとおり、白老の牛が全体に占める割合としてどの程度かというと、うちのほ

うはこれだけの歴史を持って、これだけのことをやっているということも訴えてはいるのです

けども、全体頭数のいわゆる 4.1％という数字でございまして、ホクレンとしてもそこに対す

る手当ということが、白老牛だけに特化するということは、全体の生産者からいえばやはりな

かなか難しいということがございまして、そういう中で実はこのような回答にも出てきている

部分がございます。その辺は今後とも粘り強く、状況についてはできるだけ生産者のほうに有

利になるような方向で支援体制等は求めていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田でございます。今、説明いただきまして、私、この件に関しまし

てもう 10 年以上くらい前かな、実はここの家畜市場というのですか、新しくできる所、近くに

住んでいたこともありまして、２度ほど行ったことがございます。この会場ができたときに、

戦略的にそのときに言われた言葉が、将来的には白老町の家畜市場もこちらのほうに統合して、
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この辺一帯、北海道全体の中の大規模な市場にしたいのだという構想を持っていると。これは

市場の方ではなく、これは早来町としてそういう誘致活動をしていくのだと。そのためにこれ

だけ広大な土地も用意して、そのための努力をしてきたと、そういうようなことを私、言われ

まして、正直言ってそのときはそんなばかな話ないだろうとずっと思っていましたけども、２

度ほど行ったときにやはり同じようなことを関係者方々がおっしゃっているのを聞きまして、

正直言ってこれは白老町にとっても非常に痛い話なのですけれども、今後、白老の今までの社

台の家畜市場、この跡地利用しても、やはり白老町としてどんな戦略を持っていくかというこ

とが非常に大事なのだろうなと、今ちょっとお話を聞きながら感じておりました。ですから跡

地を利用するのにどうするこうするのではなくて、やはり白老のまちとして、どういうような

形を目標にしていくのかという、そういう発想がない限り、先ほどちょっと同僚委員も言って

いましたけども、ほかの企業に関しても同じことではないかと。やはり、ほかのところでは 10

年以上もかけてやってきた仕事なのですよね。私たちにしてみたら寝耳に水の話ですけども、

今思い返すと、そうだったのかと改めて今感じているところなのですけども、そういうような

物の考え方をこれからしていかないと、やはり取り残されていくのではないかなという危機感

を感じているのですけども、その辺は白老町としてこれからどのような形で、ただ単にどうす

るのだではなくて、そういう構想を持ってやっていけるのかどうなのか、その辺をちょっとお

伺いしてみたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） おっしゃるとおりでして、実は先ほど副町長のほうからもお

話があったとおり、現段階ではやはり施設の跡地をどうするのかということで私どもは考えて

いきたいと思ってございまして、これはあくまでも担当レベルでの話になりますが、やはり白

老牛のブランドが全道、全国に広がっていくことや、肥育牛が今現在少ない状況でございます

ので、そういう中で素牛生産だけではやはり経営が厳しいという、こういう実態でございます

ので、生産農家に対しましては素牛の生産からやはり肥育を拡大していくとこういう方向性で

検討していくことが必要だというふうに考えてございます。それで、そういうことからすれば、

家畜市場についてやはり一定の改修を行うことが可能かということも検討の対象になるという

ふうに思ってございまして、それらについてはあくまでも概算でありますが、うちのほうでは

検討してございます。ただ、その額も約１億円を超えるような額になるということもございま

して、やはり制度資金等がなければ、そういうことができないということが一つ大きな課題と

してあります。 

 それと、やはり肥育をしていくということになれば、生産農家さん自体がやはりこの肥育に

対して前向きな取り組みが必要ですし、そういう意識を持っていただかないと結果的に建物は

確保しても肥育がうまく成功していくということ、経営として成り立っていくかどうかという

ことが一番問題になりますから、そういう意識も必要だというふうに考えてございまして、そ

の辺につきましては、現在広域農協さんで生産農家さんの意識を含めて、いわゆる状況確認を

行っているという状況でございます。ただし、先ほど来お話ししてございますとおり、素牛価
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格がこれだけ下落してございまして、そういう現状の中では非常に経営的には厳しいという状

況であります。しかしながら、私どもは何とかそういうことが農家の経営のためにとって、肥

育ということが、延ばしていくことが少なからず経営として有利に働いていくということであ

れば、そういう方向性を持って検討していきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。２点ちょっとお尋ねしたいのです。一つは、やっぱりこの

経緯を見て、我々知ったのも遅かったわけだけれども、やっぱり道とホクレンの姿勢の問題が

感じられるのです、僕には。要するにこの改築理由という部分を読めば、これは反論の仕方な

いのです。反論できないのです、言えば。論理的には向こうのほうがある意味で言えば筋通っ

ているのです、これを見ると。本当に将来のことを考えたら。白老のことだけで考えたら、も

ちろん僕も同じ気持ちですよ。だけど、そのときホクレンや道というのが、もちろんホクレン

というのは一つの企業かもしれないけれども、少なくても農業協同組合の親玉みたいなもので

すから、協同組合の精神からいったら僕はやっぱり違うのではないかというふうに。そこの姿

勢の問題。あと道ですね。道がきちんとこういうことに対する指導ができていないのではない

かと思うのですよ。町側も、道に言われたら怖くて、物事言ったら後でまた違うことで来るの

ではないかとか、いろいろなことが起きてくるというのはわかるのだけど、そういう部分が本

当になかったのかどうかということですよ。だから、この全体を見たときにやっぱり問題なの

は、道とホクレンの姿勢の問題であって、もちろん町の対応の問題もあるのだけども。僕はや

っぱりそこら辺がね。道やホクレンは多分知っていたと思いますよ。もっと早くきちんと白老

町や農民や白老の議会が納得できる形になればよかったわけでしょう。そうではないから今こ

うなっているわけですから。そういうことで言えば、道の責任は僕はすごく大きいと思うので

すよ。そういうことで例えばこれからいろいろな道が施策をやるとしたら、同じ間違いはまだ

まだ出ますよ、これ。後でやると。だから、僕はそういう意味で、ホクレンという北海道農業

を背負って立つ部分がこんな理不尽なことをやっていいのかと。やる行為そのものはここで見

て、理由見たら明らかに理論的に成り立っているとしたら、こちらは反論できないのだもの。

だけど、納得はできないよということでしょう。そこのところをもっと早くきちんとできるよ

うなことを、今後いろいろな政策の中で、すべての政策の中でやらせないと同じことが起こっ

てしまうと思うのですよ。一つはそこの点をどう考えるかと。 

 もう一つは、やっぱり今言われているように、白老の農業を考えたらもちろん家畜市場とい

うのは大切なのだけれども、白老の肉牛のことを考えたら、肥育と量をどうするかという問題

になるのではないかと思うのですよ。白老のエリアだけで物事を考えていたら、多分いかない

のではないかと思っているのです。僕は何度も言っているのだけど、例えば登別の札内や、出

ていないのだけど苫小牧なんかは、これは素牛だけど 0.8％ですよね。向こうのほうでもやっ

ていらっしゃるのだとは思うのだけど、樽前牛という銘柄や札内牛という銘柄、この間たまた

ま登別の議員とのお話があったときに、その話をちょっとしてみたら、札内でもあそこで焼肉

やっていたところもやめてしまったのだって。井野さんやっていたところね。もうやっていな
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いのだって。僕ら一番最初、あそこで会合やったのだけどね。ですから、そういう部分が白老

牛というブランドのエリアの中でやれないものなのかどうか。研究はされていると思うのだけ

れども、そういうことでホクレンや道の力をぐっと引くというような、引っ張るというような

ね。やっぱりそういう政治的な部分と農家の皆さん方が利益になる、それはブランドとして肥

育がふえ、広がり、量が確保できれば新たな市場が広がるのですよね。これは明らかだと思う

のですよ。だから、そういうことにやっぱりきちんと道やホクレンを巻き込むと。いや、これ

やらなかったからとかそんなことではなくて、本当に北海道の食料基地の白老が中心になり、

ブランドとして売り出すためには、僕はやっぱりそういうことをきっちり道やホクレンさんに

言うと。牛肉まつりに来て、肉だけ食べればいいというものではないですよ。道の副知事とか

農政部長さんが来るというのは、そういうことでしょう。そうだと思うのです、僕は。だから、

そういう戦略、戦術をきちんと持たないと、僕はだめではないかと思うのです。だから、そこ

ら辺もうちょっとぎっちり言ったらだめなのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） まず、北海道とホクレンの姿勢ということなのですが、ホク

レンの姿勢につきましては、やはり地元白老がどれだけこの黒毛の振興に果たしてきた役割が

大きいかということは、これは私どもも相当ホクレンに対してもお話してございますし、これ

だけの規模になってきているということは、白老が牽引してきているのだということも、これ

は十分お伝えしているわけなのです。しかしながら、大渕委員がおっしゃるとおり、全道規模

で考えるとどうしてもそこが、その状況はわかっていただいたとしても、全道規模のいわゆる

牛の出荷頭数からすれば、全体で見ればわずかということがあって、ホクレンも最終的な判断

としてやむなしというふうに傾いたというふうに思ってございます。 

 一方、北海道のほうも、やはり白老牛については非常に高い評価をしていただいていますし、

今回のサミットでも使うということも含めて、いろいろな形で側面的な応援もいただいており

ます。ですからこの家畜市場の移転の問題に対しても実はいろいろと相談に乗っていただいて

いるわけですけども、何とか地元に支援としてできる方向性は道としても一緒に協力させても

らうからということになってございますので、そういう部分では決して道が、逆に言うと白老

町が今抱えている課題に対して前向きにとらえていただいているという部分でございます。た

だ、最終的な形で移転が覆るという状況には、やはり難しかったという部分でございます。 

 それと、素牛からさらに肥育という部分で、広域的ないわゆる取り組みがということだと思

います。現在の段階では、あくまでも白老牛というブランドは一定の地域、いわゆる白老で生

産されたものということが一つの白老牛としての定義として定めてございますので、やはりそ

こからまず出発しなければならないというふうに考えてございます。それで、肥育牛につきま

しては、現在約 900 頭ぐらい出荷されているわけですけども、そのうち 200 頭くらいが農協経

由で生産農家から出ている部分で、残りの 700 頭近くはいわゆる企業のほうから出てきている

牛ということでございます。町内からは約 900 頭近くが肥育牛として出ている部分なのですね。

それで、先ほども私、肥育のほうに力を入れなければならないのではないかということは、や
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はりブランド化を進めていくためには一定の流通が必要になってくるというふうに考えてござ

います。現在 1,000 頭を割るような頭数であれば、ブランド化の戦略としてやはり少ないと。

それが 1,500 頭なり 2,000 頭なりというふうにふえていかないと、消費者にも白老牛というも

のを訴えていけないというふうに考えてございますので、そういう部分からすれば、やはり肥

育頭数を少なくてもふやしていくという、そういう努力をしていかなければならないというふ

うに考えてございます。ですから現在は町内での生産という部分での拡大、さらに、そういう

ブランドが確立した段階では、やはり広域的な取り組みということも検討の視野には入ってく

るのかなというふうには考えますが、現状ではあくまでも今進めていく中で町内での生産を優

先してふやしていくことができないかということに取り組んでいきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。わかりました、そこは。やっぱり道やホクレンが白老牛を

きちんと品質だけではなくて、ブランドとして全国に売り出せるようなところをきちんと認め

させなければだめですよ。それで、そういうことをすることによって、道やホクレンは白老の

言うことを聞いてくれると言ったらおかしいけど、そういうふうになってくるのだと思うので

すよ。だから例えば、今ここで隣接しているのは苫小牧と登別と伊達で、大滝なのですよね。

それで、大滝というのはここから車で 30 分で行けるということでいえば、そういうあそこの草

地を含めてね、白老牛というブランドを白老町の中で確立するのは大切なのだけれども、もち

ろんそのことは結構なことで、そうだと思うのだけど、それを、白老牛というものをほかの地

域で育てるほうが有利だよと思えるだけのものにならなければだめだということでしょう。だ

から、そのためには一定の部分が必要だと。ただ、今白老の農家から出ているのが 200 頭だと

したら、白老の名前で売れる牛がそれだけだったら、これはやっぱり、名前は売れ、商標登録

ができたとしても、ブランドとして全国流通というのはこれはもう無理ですよ、何ぼ頑張った

って、それは。量がやっぱり確保されるということは、肥育を白老の農家で 1,000 頭までする

なんていうのは、今 200 頭のものをですよ。年間出荷頭数を 1,000 頭までするなんていうこと

は、これはやっぱり至難の業だと僕は思うのですよ。資金のことから、土地のことから、草地

の問題から全部入れればね。だから、私は可能であれば、そういうものを両側で視野に入れな

がら、企業どうするかというのは、僕はちょっと考え方ないけど、そういう形で周りの市町村

を巻き込みながら、やっぱり肥育で売っていくというようなことを本気で考えないと、ブラン

ドそのものが確立していけないというふうに思うのだけど、そこら辺どうですか。 

○委員長（玉井昭一君） 五十嵐産業経済課主幹。 

○産業経済課主幹（五十嵐省蔵君） まず一つ誤解されたら困るのですが、今、白老牛の銘柄

協議会が４月１日から実際に協議会を運用しようとしています、ブランド化ですね。今、農家

肥育頭数が 200 頭というのが白老牛だけではなく、企業で肥育している分、それも今度の定義

でいくと該当します。それで合わせていくと大体 900 頭から 1,000 頭くらいになるのかなと。

まず、現状がそういう状況です。 
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 それから今までも、白老牛、要するに肥育地、要するに白老町内で育てたというのがずっと

協議会の中でも議論してきました。それで、話の中では例えば苫小牧広域管内は白老牛でとい

う話もあったのですが、実際、例えば苫小牧広域管内でも早来牛ですとか、むかわ牛ですとか、

個々に少数ですけど、やっぱりブランドという形で北海道に載っているのですよね。というこ

とは、白老牛でそういう農家が売るということには自分たちのプライドもあるのでしょうし、

なかなか難しいと。 

 それとあと、苫小牧に関してはおととし、白老町和牛改良組合と苫小牧の和牛改良組合が合

併しました。それで、町を取って、白老和牛改良組合となりました。それも協議会の中で協議

して、例えば近い将来には、苫小牧の樽前地区も一緒に白老牛というのがあるのですが、ただ、

今まで農家との取り決めの中では白老牛ということを、運用をずっとしてきたと。まずは、白

老町内で育てた牛ということに、まず、それから走ろうということが一つあります。 

 それと、1,000 頭の肥育で今後、白老牛として出ていくと思いますが、そのうちの８割がホ

クレンを経由して出ていきます。ということで、今回、協議会でブランド化するときにもホク

レンの苫小牧支所とは十分に打ち合わせをして、要するにそれだけ出ていくということで販路

拡大等を含めて十分協議させてもらっています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。言ってだめだったらいいけど。この 1,000 頭の中には安愚

楽牧場の数は入っていないですね。 

○委員長（玉井昭一君） 五十嵐産業経済課主幹。 

○産業経済課主幹（五十嵐省蔵君） 安愚楽牧場は、今現在 5,000 頭で、将来は１万頭を超え

ると思いますが、竹浦でやっている安愚楽牧場の形態は、あくまでも繁殖だけです。６カ月ま

での育成までです。その後、岩手県の藤沢に持っていって肥育をかけるということで、安愚楽

牧場ではまず肥育は考えていないということです。 

○委員長（玉井昭一君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。先だって、ある会合で生産者の方々といろいろお話する

ことがあったのですけども、この移転に関して、ほとんどの生産者の方々が移送に伴う経費と

か、そういうことが非常に懸念されるということで話されていたのですよね。 

 それと、やっぱり一番、今、農家の方々がおっしゃっているのは価格の安定なのです。それ

で、いろいろお話を聞きますと、競りにかけられたときに、一番最後に競られた牛は最低の価

格で競られるそうなのです。そういう場合にタイミングがあるらしいのですよね。 

 あと、肥育をしたいのだけども、一日に牛にかかわる大まかな費用として、１頭当たり 1,000

円かかるらしいのです。飼料の高騰も含めて。そういう話を聞いたのですよね。それに対して、

やはりこれから生産を行っていくことに対しての将来的な不安が非常にあるということと、そ

れから後継者がいないということですね。私と同年代の生産者の方と話したのですけど、自分

自身ではあと 10 年しかできないと。その後の牛の生産の保証が、見通しが立たない。 

 それと、本州なんかではよくいろいろな農家で協同組合化してやっていますよね。機械をお
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互いに共用したりとか。それで、それをどうなのだという話をしたら、それをしたいのだけど

も白老町の生産者はなかなかそこまでいかないのだという話なのです。私はやっぱり、そうい

う共同使用することによって、いろいろなかかる経費の削減なんかもできるのではないかとい

うことも提案したのですけどもね。そのことに関して、やっぱり町としてもいろいろな指導を

してほしいのだという話はしていました。そのことに関して、どのようにお考えなのか。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 当然、価格の判定というのは第一なのですね。昨年同期と比

べると、やはり 10 万円以上の価格差がございまして、ちょっとお話ししますと、２月の成績で

すけども、20 年２月と 21 年２月との比較でありますけども、去勢で、20 年２月が平均価格 55

万 6,000 円であるものが、21 年２月の平均価格でいえば 39 万 7,000 円ということでございま

すから、15 万以上下がっているという実態ですし、雌につきましても同様に 49 万 9,000 円の

ものが、平均額として 30 万 6,000 円というような状況になってございまして、かなり落ち込み

が大きいということなのですね。これはやはり、枝肉市場での価格も低迷しているということ

もあって、素牛価格が下がっているということもあります。そういう中では非常に価格の安定

ということが必要だというふうに思ってございますが、やはりそのためにも、これは市場価格

だけの問題ではなくて、やはりどれだけいい素牛をつくっていくのかということが、これは生

産者として必要な部分なのですね。それで、市場価格だけでの裁量ではなくて、やはりそこに

出す牛を 10 カ月で素牛として出すわけですから、それまでに最低限の、例えば体重はこのぐら

いの規模までにしていくですとか、そういう努力を各農家さんがしていかないと、やはり価格

の安定化にはつながっていかないのかなというふうに判断しています。まず、そこが一番では

ないかなと思いますし、それらについては農協とも十分お話しをさせていただいております。

まずは生産農家さんのやはり飼養管理という部分に対して、きちんとした体制で臨んでいって

いただくということが必要であるというふうに考えてございます。 

 それから、肥育したいが当然お金がかかっていくということですね。というのは、どういう

ことかと言いますと、素牛で例えば１頭 30 万円で売りましたと。ですが、肥育に回すというこ

とは、その 30 万円が入らないわけですね。ですから、５頭を素牛で出そうとしたら、30 万円

だと５頭だと 150 万円お金が入るわけですけども、それを自分のところで肥育に回すというこ

とになれば、その 150 万円が入らないわけですね。ですから、そういう運転資金も含めて、農

家さんとしては大変な状況にあるというのは事実なのですね。ですから、これは一度にやると

いうことにはなかなか難しいとは思います。しかし、これは経営の中でどういうことが一番経

営形態として必要なのかということになれば、やはり肥育もある程度持つということが、素牛

価格の下落だけではなく、やはり肥育として、いいときにきちんと出せるという体制も取れる

わけですから、そういうことに対して取り組みを進めていかなければならないのかなというふ

うに考えてございまして、それは一度にはできないにしても、やはり徐々にそういうことを少

しでも取り組んでいただくということが、確かに経費はかかるわけですけども、そのような取

り組みということは必要かというふうに思っています。 
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 それから、後継者のお話も出てきてございます。当然、後継者がいる生産農家というのは少

ない状況でございますので、このままでいけば、やはり飼うことができないような状況という

ことが出てくるわけです。そういうことを含めて、やはり新規就農という部分については促し

ていくことが必要だというふうには考えてございますし、一方では当然、個々の農家が拡大し

ていけるような対応というのですか、後継者がいるところはきちんとした拡大、これも計画的

な拡大ということも含めてですけども、そういうことが必要だというふうに考えてございます。 

 さらには、共同でのという部分ですけども、それについては主幹のほうからお話をさせてい

ただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 五十嵐産業経済課主幹。 

○産業経済課主幹（五十嵐省蔵君） 後継者も、現在、例えば 50 歳を超えている方でも経営委

譲していない農家もあります。というのは、実際は親に財産があります。その財産分与という

か、贈与が絡んでなかなかうまくいかないというのも中にはあるというのも実態です。それが

一つあります。 

 それと、共同で作業というお話が出ておりましたが、各農家、一企業の社長ということにな

るのですよね。ある程度の規模になると、大きなトラクターを２台、３台持ったり、それなり

の農機具を持つという状況が、こういう状況になると経営を圧迫するというのも実際です。そ

れで、白老の中に昨年、飼料置き場を３農家で法人をつくって、昨年、共同で作業を始めてい

るところも出ております。それから、今の若い後継者がいるところで法人をつくって、要する

に共同でやりたいというのも出てきております。ただ、実際はやっぱり、法人をつくるといっ

ても個人の財産をみんなで出し合って経営するわけですから、当然その財産の絡みも出てきま

して、なかなか実態的に難しいというのもあるのですが、できるだけそれは町でやっぱり相談

なりに乗って対応していきたいと思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。やっぱり、どの農業の分野においてもほとんどそうなの

ですけども、将来性、展望を持って、せっかく白老牛という素晴らしいブランドができた中で、

展望がなければ、本当に今後続けていく気が、何て言うのかな、展望が持てないというかね。

本当にそういう部分では、道なり白老町なり、やっぱり北海道全体の農業者に対してですけれ

ども、いろいろな部分で支援はしていかなければならないと思うのです。ましてや、この頃、

食の安全が非常に叫ばれている中で、やっぱり北海道というのは本当に食料基地として、日本

でもトップクラスなのですよね。そういう中で本当にこの白老牛を未来永劫守っていけるよう

な、そういう政策を出していただきたいなというのが私の希望です。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） そのとおりだというふうに思っています。やはり白老牛の展

望というのは、おっしゃるとおりでして、やはり白老の農業というのは白老牛に尽きるという

ふうに考えてございますので、町としましても、できる限りの制度的な支援ですとか、そうい

う部分については相談に応じて対応していきたいというふうに考えてございますし、特になか



 17 

なか、先ほど主幹のほうからもお話ししたとおり、それぞれが個々の事業者として、経営者と

して存在しておりますので、やはり一つの課題に対して皆さんが協力して対応していけるよう

な状況ということをつくっていくことが必要だというふうに考えてございます。このことは

常々、農協白老支所ともお話をさせていただいておりまして、可能な限りそういうところにも

目を向けながら、経営の安定化ということに対して取り組んでいきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今いろいろ課長のほうでお話ししているのですが、経営の安定化はも

ちろんですよね。その経営の安定化のために和牛センターをつくったのですよね。あれは平成

７年でしたか、つくったのは。あれから随分たちますよね。改良センターつくったのは。だか

ら、本当はもう白老牛はトップクラスになっていなければだめなのですよね、あれからいくと。

今、経営の安定化とか何とかと言っているけども、白老は北海道ではずば抜けて、経営の安定

化のために取り組んだしね、そのためにまちも和牛センターのために金も出しているわけだよ。

ですから、さっきから聞いていると今さらと、もうちょっとやっぱりずば抜けたぐらいの牛を

搬出されているのは当たり前だなと思うのだけど。あのセンターの効果というのはどこかに出

ているのですか、目に見える。 

○委員長（玉井昭一君） 五十嵐産業経済課主幹。 

○産業経済課主幹（五十嵐省蔵君） なかなか難しいというか、厳しい質問なのですが。実際、

改良センターを設立したのは、要するに農家が繁殖就農農家でしたので、要するに繁殖して素

牛で市場に出すと、その牛がどのような肥育をされて、どのような枝肉になっていくというの

がわからないということがありまして、そのデータを取るためにということも踏まえてやって

います。それなりの効果は出ていると思うのですが、ただ、ちょっと肥育センターの経営とし

ては、逆に 96 頭なのですが、今の規模がですね。それがまず、ちょっと一つ中途半端というの

も確かにあると思います。それなりのデータは出ていると思うということで。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） そうであるからね、今度、今の市場の跡地なんかをもう少し規模拡大

して、そして、今までの別な方法であのセンターをうまく利用してね、活用していく方法をき

ちんと考えたらどうかな。 

 それから、農家の人ばかりではなく、今、浜へ行くと 60 歳以上のおじいさんがいっぱいいる

のですよ。本当に魚釣りしか仕事ないのですよ。そういう人方をうまく活用してね、あそこの

センターを活用しながら、和牛生産ともに、ああいう人方の力を活用したらどうかな。農家の

後継者がいないのもわかるけども、こういう人方はたくさんいるのです、今。1,000 人もいま

すよ、本当に。浜へ行ったら。この人方をうまく活用してね、やったらどうかな。お金いらな

いから仕事ないかと言っている人、いっぱいいるのだから。だから、和牛センターをうまく利

用したらどうかな。 

○委員長（玉井昭一君） 話の途中ですけど、暫時休憩いたします。 



 18 

休憩 午前１１時０７分 

                                           

再開 午前１１時１９分 

○委員長（玉井昭一君） それでは、時間早いようですけども、委員会を再開いたします。 

岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） センターも活用してというお話です。当然そういうことも検

討の材料として持ってございまして、現状の今の施設でいうと、改良センターが 96 頭の施設で

ございますので、逆にいって、そこをふやしていくことも必要ではないのかという、こういう

議論もしてございます。その場合に、新たにセンターに併設したものをつくることが必要なの

か。それとも、市場跡地を利用することも一つには方法として考えられるなという、これは担

当レベルのほうで検討していることは事実でございますが、市場のほうの、あそこを改築する

ということを考えた場合に、実は何点かの課題がございまして、建物自体が肥育のための施設

ではないということがありまして、屋根が低いという状況があります。それで、屋根を上げる

ためにかさ上げするという方法、それから一方では、高さを保つために下を掘るという、そう

いう方法も含めて実は検討したということもございますが、どちらにしましても、あの造作の

まま改築をした場合に約１億円ぐらいの経費がかかるということになります。そうなると、や

はり相当制度的な資金がなければ難しい。それともう一方で、そこまで肥育管理をやっていく

ためには個々の農家では無理でございますので、当然ここには組合なり、もしくは企業がそう

いうところを運営していくということが必要になるというふうにも判断してございます。 

 それで例えば、松田委員からお話あったとおり、企業がそこを改築し、やるのだよというこ

とになれば、人を雇うことも可能でしょうし、そういうことが可能になってくるのかなという

ふうには思いますけども、何せ今のこういう状況の中で枝肉価格もいわゆる価格が下がってき

ているという中では、新たに企業参入してくるということが非常に厳しい状況かなというふう

に考えてございますが、ただ、このことについては、担当レベルではそういうことも含めて検

討を続けていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） あの施設、あれはホクレンの所有なのでしょう。土地も財産も。あれ

にはどれぐらいの課税かかっているのですか。白老町に入っている。固定資産税入っているの

でしょう。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 土地と建物を合わせまして、197 万円の固定資産税が入って

ございます。 

○委員長（玉井昭一君） 評価額はわからないですか。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 評価額までは調べてございません。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） すみません、評価額わかります。評価額が土地・家屋合わせ
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まして、１億 4,400 万円。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） それはホクレンがね、今、あそこへ移転したら、１億何ぼの価格があ

るのだけど、白老町が利用するといったら、どんな形になっていくのかな。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） その辺も実は私ども、相談させていただいておりまして、当

然あそこの施設を使わなくなるということになれば、ホクレンとしては、最終的には誰も使わ

ないということになれば滅却処分するという考え方になると、壊すという考え方になるのです

ね。ただ、今お話ししている部分としては、いわゆるホクレンさんに関連する共同会社ですと

か、農協さんですとか、組合員さん、そういうような方たちが優先的にもし使いたいというこ

とであれば、それについては協議させてもらいたいということになってございます。そのこと

につきましては、ですから、借りるということが前向きに、例えば個別の農家さん、もしくは

そういう企業が出てくれば、それは可能になってくるというふうに考えてございまして、例え

ばそれを貸すだけではなくて売るということも、それも検討については私どもからも投げかけ

てございます。それは、そういう中で相談には応じますというような内容になってございます。

ただ、具体的な価格等については、現在の段階ではまだ示されている状況ではありません。 

○委員長（玉井昭一君） ちょっと今ね、土地・建物の固定資産税と評価額を聞いたのだけど、

これは昨年でなかったかな、あそこを改築したの。 

○産業経済課主幹（五十嵐省蔵君） 16 年です。 

○委員長（玉井昭一君） そんな前ですか。そうしたら評価額あっているのかな。あのときに

約３億円かけて改築したでしょう。それを全部含めて１億 4,400 万円の評価額ということなの

ですか。五十嵐産業経済課主幹。 

○産業経済課主幹（五十嵐省蔵君） 全部含めて１億 4,400 万円ということです。改築は 16

年です。 

○委員長（玉井昭一君） わかりました。 

 ほか、ありませんか。 

ないようでしたら、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時２６分 

                                           

再開 午前１１時２７分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じて委員会を再開します。 

 きょうのまとめをしたいと思いますが、ぜひ、このことはまとめたいという方、おられまし

たら。特別ありませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕ですけど。こればかりは、例えば今の状況でこういうことだとい

う結論を出すというのもなかなか大変だと思うのですよ。だから、皆さんの思いは大体言われ

たと思うから、そこをまとめていただくぐらい・・・。それ以上に、例えばこれをこうしなさ
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いとかというのがあるのだったらいいのだけどね。 

○委員長（玉井昭一君） 副委員長、何かありますか。 

○副委員長（氏家裕治君） きょう、担当者を呼んで説明を受けて、いろいろな部分で皆さん

から意見が出ていたと思うので、これから委員長といろいろな部分でまとめに入っていきたい

と思うのですけども。きょう出たのは、現在までの経緯、それから現状、それと今後の生産農

家、また、白老牛生産者の課題について結構皆さんから出てきた意見ではないのかなと。それ

に対してこうあるべきだというあるべき論は、委員会としてもちょっとなかなか難しいのかな

と思いますので、きょう出ていた今後の生産者の課題については、何点か委員会として述べて

おくかなと思うのですけども、そういう形でよろしいでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。いいのだけれども、ただ、所管事務調査とっているのが、

南北海道家畜市場の移転の経過と今後の影響については、今後の影響というのが家畜市場との

関係なのか、これからの肉牛の農業振興なのかという違いがあるのですよね。だから、正確に

言えば、この中身でいったら、家畜市場がなくなることによってどういうふうに農家の影響が

あるのかというようなことが本来は書かれるべき中身なのですよね。ただ、出たのは、僕も含

めてそうだけど、やっぱり今後の農業振興についてどう考えるかということがメインに出たよ

うなことになっているから、やっぱり町とホクレンと道の姿勢の問題を含めて皆さん言ったこ

とを書いていただいて、そして、今、副委員長言ったように、そこら辺は常任委員の皆さん方

がそこを了解した上で書くというふうにしないと、我々、所管事務調査とっているのはこの中

身だからね。だから、そこのところはちゃんと確認取って、そしてやられたほうがいいのでは

ないかなと思うけど。 

○委員長（玉井昭一君） それでは、一応、正副委員長にお任せいただくということでよろし

いですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） それでは、午前の部を終了いたします。 

休憩 午前１１時３２分 

                                           

再開 午後 ０時５９分 

○委員長（玉井昭一君） それでは、午前中に引き続き産業厚生常任委員会を再開いたします。 

 白老町立国民健康保険病院の経営計画について２月２日に説明を受けて質疑もいたしました

が、改めてきょう質疑のある方は質疑をしていただきたいと思います。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 先日、大体の説明を受けて、質問される方はされたのかなと思い

ますけども。今回この経営計画策定の部分において、経営の健全化がまず必須であると。それ

で全職員が総意のもとで、この計画策定を行っていくのだということで取り組まれていると思

うのですけど。それで実際、小規模老健が４月から開設されて、運営されますよね。それでち

ょっと話が一緒くたになってしまうのかもしれませんけども、元寿幸園で働いていた、そこに
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置かれていた職員の方、今、窓口だとか他のほうに場所を変えて庁内で働いていただいていま

すよね。そういう方々は今回、この小規模老健、町立病院で運営するに当たって、そういった

方々の処遇というのはまた、そういった経験ある人方ですからね、そういう考え方というのは

どうなのですか。今回の部署の配置がえだとかいろいろなものがあるのかもしれませんけども、

そういった形の中での考え方、ここで聞くべき問題なのかどうかちょっとわかりませんけどね。

そういった方々の意見も聞きながらの今回のこういった計画策定に取り組んでいらっしゃるの

か。実際そういった経験をもとにした人方の意見をどういったところで反映されているのかと

いうことをちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山町立病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、特養にお勤めになっていた方々の意見もどのように取り

入れているのかと、今回の経営計画の中ですね。その点でいいますと、まず、行財政対策室長

が長く特養の指導員の形でやっておりますし、私も今の特養の施設の基本計画等もつくりまし

て、基本的には施設の運用方法については、この２人でおおよそアウトラインを相談をしなが

ら最終的に取りまとめたとこういうような状況になってございます。 

 それとうちの看護師の中にもケアマネジャーの資格を持っている者が何人かおりまして、そ

の方も当然そういう立場のもとでお話をしていただいていますし、相談室の室長も社会福祉士、

ケアマネジャー、保健師等の立場からそんな意見もいただいております。 

 それでは実際に今度運営の話、４月以降の話になります。実は３月１日付で寿幸園の職員１

名を介護チーム、わかりやすく言うとヘルパーさんのチームリーダーとして来ていただくこと

になっております。その方につきましてはもう既に今、開設準備いろいろ進めておりますので、

例えばどんなものが必要になってくるのか、どんな処遇をしたらいいのか、それも含めて今、

開設準備室の担当の一員として意見を聞きながら、準備に当たっているというような状況にな

ってございます。ですから、４月１日にその方に来ていただくのではなくて、もう開設の前段

の中からいろいろ、様々、介護施設ならではのノウハウがいろいろとありますので、そういっ

た意見も聞きながら今、準備をしている最中でございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 話はわかりました。それでは、今まで寿幸園で勤められていた方々、

今、庁舎内に戻って来られている方々の登用というのは、現段階では考えられていないという

ことでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） ですから、寿幸園で働いておられた方の中から１名来ていただ

きます。その後状況等を見ながらさらに老健の部分でキャリアが生かせるような状況と、必要

とするような状況等が発生した場合、これはまた病院のほうの老健施設に来ていただくことも

念頭には置いています。ただ、それがどうなるかについてはまだ今後の経過も見なければなり

ませんけれども、せっかく有能な人材があれば、積極的に使っていきたいという方針でおりま

すので、そういったキャリアを持っている方については使っていきたいとこのように考えてご



 22 

ざいます。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 小規模老健についての話は大体それでわかりました。 

 あと、これからの病院経営のことなのですけども。例えば今、平成 25 年度に病院の新設にな

るのか、それともどういう形になるのかまだわかりませんけども、それに向けてやはり白老町

の町立病院、公立病院として本当に財政の健全化に向かっていくためには、確かにお医者さん

の確保も大事だと思うのです。ただ、確かにこのプログラム上ではしっかりとしたシミュレー

ションが立てられていて、このとおりいけばいいなと思うのですけども、実際、僕、一番大き

な問題は、例えば看護師、準看護師、また病院内で働く方々の処遇というか、待遇、そこの民

間との格差が余りにもありすぎるという部分が、やっぱり一番、最終的にはネックになってく

るのではないかと。こういった部分が改善されないと、改善されないということは、例えば１

つの職員組合の中で組織されている以上は、病院だけがこうであるというわけにはいかないの

かもしれないけども、それに向けた取り組みがないと、ある程度のときはこれで大体まともな

病院経営になりましたよと。でも 10 年後たったらまた同じような状況になりかねないような、

そういう一番基礎の部分がそこにあるのではないかなと僕は思っているのですけども、その辺

についての考え方をちょっとお伺いしておきたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） この間の全員協議会の中でも若干お話をさせていただいていま

すが、まず一つは看護師が集まらないという状況。これはもう全国的に、これはうちだけの問

題ではなくて、地方都市が抱えている、うちみたいな小規模の病院が抱えている最大の問題の

一つであるというふうに認識をしています。それでは、そういう中でもって看護師を集めて今

一番苦労するのは、この間も申し上げましたが、最終的に給料の問題。これでは、うちの今勤

めているところをやめて来る値はないわねと言われたのが何件かやっぱりあります。ただ、こ

れは町全体の中で財政改革プログラムをきちんとやっていかないことには、うちの病院自体も

やっぱりもたないという認識を持っていますので、当然 21 年、22 年の経営の状況を見ながら、

基本的には人件費の部分でいいますと、やはり准看護師さんの給料条件が非常にやっぱり、他

の民間あるいは他の公立病院と比べても高いというような状況がありますので、まず、これを

是正しなければならないでしょうと。そうしますと、今回老健をつくることによって療養病床

よりも比較的病院としての実利の販売額が大きい部分に移ることによって、その辺は、病院経

営はかなり改善されてくると。この辺はこの間話したとおりでして、そうするとあと残る問題

は、それでは今 20％カットされている部分を、給与体系もきちんと考えながら、どういう年代

でどうしていこうと、単純に年齢だけで上げていっていいのかと。 

それと、職位職階ごとに、例えば主任になるとワンランク上げます、ツーランク上げますと、

こういうような形できちんとめり張りをつけてやっていかないと、やっぱり働いている人が納

得できるような。特に看護師さんの場合ですと、技術の上手とか下手とか、そういう言い方は

どうかわかりませんけれども、やっぱり能力の高さというのがはっきり個人差が出てきますの
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で、その辺のこともちょっと考えながら、やっぱり目配り、気配りできて、患者さんにやさし

くて、能力の高い方にはやっぱりそれなりの処遇ができるようなことも、それなりのコストも

与えるようなことも考えながら、トータルで給与システムを見直しますし、給与額そのものも

やっぱりベースもきっちり考えていかなければならないと。そのためには、これは財政改革プ

ログラムとの関連性もありますけども、病院単独でいうと、その辺の給与体系のあり方、賃金

の支払いの仕方についても今後のやっぱり検討課題であると認識していますので、それは今後

やっぱりきちんと理事者サイドの立場と組合とまた違いますけれども、我々としてもきちんと

考えてやっていきたいなとこういうふうに考えています。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） なかなか前回の全員協議会だとか、今の部分でこの給与体系の給

与改革の部分には、なかなか皆さんの言葉から聞かれなかったものですからね。僕はそこがな

いと、これからやっぱり公立病院というのは、いくら黒字化を目指しますよ、安定化を目指し

ますよといってもなかなか難しい問題だと思います。ましてや、他の病院ではできないことを

町立病院でやるわけですから、そういったことで考えると、やはりそこは、確かにいろいろな

不平不満も中には出てくると思いますけども、そこにちゃんと手を打った中で、いつになるか

わからないではなくて、25 年にもし改築、それから新しい病院を目指すのであれば、その時期

までにはしっかりとした計画を立てて、これからの町立病院の運営という部分では示していた

だきたいなと私はそういうふうに考えますけども、その辺の答弁を。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 実は経営計画の、これは 23 年度までですけども、当然 28 年の

財政改革プログラムの終了時点までのことも想定をしながらやって考えています。そうすると、

そこで出てくるのが、25 年度に今、町長が建てかえをすると言っていますので、この経営計画

の中にも書いてございますが、運営主体をどうしていくのかと。ここの問題がやっぱり非常に

大きな問題になります。それで、運営主体が例えば独立行政法人でやるのか、指定管理者でや

るのか、公営企業の全部適用でやるのか。ただ、これらについてうちクラスの小さい病院でこ

れだという決定的な手法がまだ出ていないと。400 床以上の大きな病院では、指定管理者をや

ってちゃんとうまくいっているところもありますし、例えば国公立の病院であれば、独立行政

法人もやってうまくいっているところもあります。ただ、うちクラスの小さい病院で、この手

法が本当に問うようなどうなのか、その辺もやっぱり研究をしながらやっていかなければなら

ない。ということは、建物を建てればいいよということではなくて、それを実際に運営してい

くシステムそのものも、やっぱりきちんと検討していく必要があるだろうと。それは 21 年以降、

やっぱり課題として、病院の今後のこと、あり方を考えていったときに、その辺の課題として

位置づけをして検討をしていきたいと。そのためには、病院としてのいろいろな基本計画、基

本計画ということは、どんな医療をして、どんな地域貢献に協力をしているのか、３連携の中

ではどんな役割をしているのか、それもきちんと位置づけながら考えていきたい。その裏づけ

には、当然経営の問題も出てくるというふうに認識をしていいますので、これは今後の課題と
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してきちんと整理をしていきたいというふうに考えています。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。今ほど同僚委員が質問したこと、私ももっともだなと思っ

ておりますし、できるだけ早いうちに給与体系の変更というものを考えていただければと思っ

ています。それと同じように、病院の医師の問題なのですよね。先月、３月末で１名退職され

るということで、理由はよくわかりませんけれども、お医者さんが辞めるときというのは結構

患者さんは、そのお医者さんについて行ってしまったりなんかするのですよね。札医大とかド

クターバンクのほうからお願いをして、今後は２名増にしたいということですけれども、お医

者さんの数がこうやってふえたとしても、その方々が派遣みたいな形で日替わりで来るような

状態というのが、果たしてそれで、今回、目標に出した患者増、収益増につながっていくのか

という懸念はすごく感じるのです。やはり常勤のお医者さんがいるからこそ、そこの病院を自

分の家庭医みたくして来る患者さんもいらっしゃるし、また老健施設としても同じ先生がずっ

と見てくださるということでもって安心感があると思うのですけども、その辺をなかなかうま

くできるのかなという不安が、正直言って、３月末でお医者さん辞めるという話を２人くらい

の方から電話入って、「これからどうするの。」、「あの先生いなくなったら困るのだわ。」、「小児

科のように日替わりになったら困るのだわ。」という問い合わせが来ているくらいなので、その

辺をこれからどんなふうに考えていらっしゃるのか。その辺をお伺いしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず基本的にこれはどうしても理解していただきたいのは、全

道・全国的も含めて、こういう地方都市、地方のまちには来るお医者さんというのは極めて勤

務医としては少ないと、こういう状況にあるということはまずご理解をしていただきたいと思

っています。 

 それと、我々もやっぱり望んでいるのは、固定医として最低３年や５年はずっといてほしい

と。今回、内科の先生で退職される方も丸２年おられまして、今の状況でいいますと一日 40

人くらいの予約患者を見ておられて、ほとんどびっちりお仕事をされていると。 

 一方、小児科のほうにつきましては、先ほどおっしゃられたとおり、日替わりで先生が変わ

っておられます。先生個人個人の能力は、北大でもかなり高い先生が来ているのですが、やは

り毎度毎度変わるということで、同じ先生が来られないということで、やはりその辺は患者さ

んからのニーズからいうとやっぱり合致していないのかなと。ただ、それでも北大のこれだけ

の最大限の支援を受けながら、少なくとも小児科を開設していられるというのは他の病院では

はっきり言ってないことであります。ですから、苦労して苦労して北大のほうでお願いをして、

そういう医療も確保しているという現実についてもぜひご理解をしていただきたいと思ってい

ます。望むところは、内科医にせよ、どこにせよ、固定医をきちんとした、できれば腕のいい、

見立てのよろしい先生、それで患者さんにやさしい先生を確保したいというのは、これはもう

当然の望みですし、そういう形でやっていきたいと思って考えています。 

 ちなみに、きのう、院長と町長と私もかばん持ちでついて行きましたけども、現在お辞めに
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なる先生の出身の医局の教授にお会いをしまして、ぜひ協力をまた何とか先生１名固定をお願

いできないでしょうかというお願いをしてまいりました。お返事としましては、最大限の努力

はしますと。実は木曜日にずっと北大の方々、札医大の第３内科のほうからずっと来ておられ

ます。助教授、今の教授も助手時代からずっとうちの病院に来られて教授になられた先生であ

りますので、そういった優秀な先生方来ておられます。そして今回も４月からは、まだ具体的

に日数、曜日等は決まってございませんが、一応内諾として何らかの形で外来についてはご協

力いただけると、医師を派遣していただけるというふうに、そういった極めて我々としては非

常に嬉しいお返事をいただいてまいりました。ただ残念ながら、固定医ということについては

今の現状では非常に難しいと。 

 それとあと、ドクターバンク等からの紹介も今何件かございますが、正直言って、来て働い

ていただかないとわからないというようなところもありますので、その辺はうちの院長に面接

をしていただきますが、かなり厳しい面接になるというのもこれは事実です。誰でもいいとい

うことには当然なりませんので、その辺の医師としての資質も含めてちょっとチェックをさせ

ていただきながら、できれば固定医を確保するという、今の西田委員のお話から出た方向性で

私どももやっていきたいと考えておりますので。ただ、そういう方がなかなか確保しづらいと

いう現実もあるということではちょっとご承知いただきたいと思っています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今の説明で大体わかりました。ただ、ここの経営効率化にかかわる計

画の中の収入の中で医業収益が 21 年、22 年、23 年とこうやって上げていますけども、私、多

分に今の医師の固定化か、それでなかったら日替わりによっては、まるっきりここの数字が変

わってくるのではないかなという思いはあります。やはり、この辺をきちんと努力されて、何

とか固定医を持っていかないと、この数字がまるっきり反対に下がってしまうような数字にな

ってしまったら、25 年度新しい町立病院をつくりたいという構想も消えてしまうわけで、今が

一番の正念場ではないかなと感じているのですけど、その辺は固定医ではなかった場合の、か

なり医業収益が落ちるだろうという予測はされていると思いますけど、その辺の考え方はいか

がなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 非常に医師が確保しづらいという現状を、今説明させていただ

きましたけれども、当然目指すところは５名の常勤体制、これを考えています。きのうも医大

に行きまして、第３内科の他に第１外科というところにもお邪魔をして常勤医の派遣等もお願

いをしてございます。今すぐということには当然なるか、ならないか、これはまた医局のお考

えもありますし。ただ、我々としても、こうやって経営計画を立てて改善をしていこうという

ふうに目標を立てておりますので、その中でいかにしてクリアできるか、少なくともこうやっ

て計画をまとめた以上、今後総務省にもこれがいきますので、チェックも入りますので、最低

限やっぱり努力している姿はきちんと見せていきたいし、この内容でいけるように頑張ってい

きたいと、今はそれしかちょっとお答えしようがないのですけれども、そういう形で一生懸命
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頑張っていきたいとこのように考えてございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） ちょっと話飛びますけども、確か去年でしたよね、道のほうが仲介し

て公立病院の方向性というものでいろいろ提言とかして話をしましたよね。そういう道のほう

の関係というのは、今回のこの町立病院の修正案とか、今老健にするという関係はどういうふ

うになったのでしょうか。その辺だけちょっと整理して教えていただければありがたいと思っ

ているのですけど。 

○委員長（玉井昭一君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 道の関係の一連の流れでございますが、昨年３月に一応モ

デル事業で報告書をもらいましたよということでご説明をし、その後、ネットワークとしては

東胆振圏域の中で一部日高支庁を含んで、東胆振と日高の一部、旧静内町でありますとか、そ

れから門別の日高町、そういったところが入りまして、医療機関が苫小牧市立病院と王子総合

病院、こちらのほうに救急でありますとか二次医療をお世話になっている病院が集まりまして、

これは道の苫小牧保健所が主催になりますけれども、そこでネットワークの話をしております。 

 それから、このプランというのは、総務省の公立病院改革ガイドラインに沿ってやっており

ますので、その中では全体的な計画については特例債の借り入れもこれに絡んで、ガイドライ

ンと絡みますので、そういった中では道のヒアリングを受けながら、この辺のところは町の進

み方というのは説明をしております。その中では了解をいただいているところでございますし、

この老健を一部立ち上げるにあたっても許可が必要になりますので、その手続きは３月中に行

う形になります。その辺については苫小牧保健所さん、具体的な進め方については苫小牧保健

所さんと協議しながら今回まで至って、準備を進めているというこういう形になります。した

がいまして、ガイドラインに基づく町立病院の、国保病院の経営計画については本町サイドと、

それから、総務省につながる、こういう形でご説明をしておりますし、具体的に今進めている

ネットワークは苫小牧保健所さんを通じながらやっていると。それから老健につきましては苫

小牧保健所さんとつながりながら、協議をしながら準備を進めているとこういう状況でござい

ます。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） わかりました。確か昨年度の説明のときに、白老の町立病院について

は北海道の中でモデル事業として、まず一番最初にやりたいというふうな話だったと思うもの

ですから、今回のこの計画、今、白老町が進めている計画、これに対して道のほうは全面的に

バックアップして、強力に推し進めてくれると、そういう体制も敷いてくれるのだというふう

に私たちは理解してよろしいのでしょうか。その辺だけ。もしそうではないとしたら、何のた

めのモデル事業なのかちょっとわからない部分もあるものですからお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 昨年３月の道のモデル事業において方向性を出されたとこ

ろです。そのモデル事業の結論というのは限りなく、委員もご承知だと思いますが、診療所の



 27 

方向性でどうでしょうかというこういうお話でした。そのときには一部老健も介護保険になる

ので、その辺は検討してみたらいかがでしょうかという、こういう附帯的な意見もついてござ

います。そういったことで、それは今回、白老町で方向性を出すに当たって十分参酌しながら、

その辺のところをベースで検討した結果、従前も言いましたけど、一部老健の転用が規制緩和

されましたものですから、非常に緩やかになったということで、医療難民を出さないためにど

うするかというものも含めた場合については、一部老健を入れながら一般病床を確保するよと、

こういうことで若干道の方向性とは違うこういう形になっています。ただ、道のほうについて

は、こういう白老町の状況も説明し、了解してもらっていますし、当然そういう意味からする

と、流れ的には道のほうも承知しながら、いわゆるうちの方向性についてはアドバイスをいた

だいたり、そういう形にはなっています。ですから、全面的バックアップというのは、どうい

うところまでとらえるかというのはちょっとわかりませんけれども、うちの方向性を十分理解

し、手続き上、あるいはそういった意味でのアドバイス、そういうものをいただきながら、う

ちのほうはここまで作業を進めてきたとこういうことでございますので、ご理解していただき

たいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 山本でございます。先ほどの西田委員のおっしゃったこと、まったく

僕も同意見でございまして、白老の町民、患者さんたちが結構白老にはない、ないから余計そ

うなのですけども、これは当たり前の話ですけども、相当耳鼻咽喉科ですとか、眼科だとか、

あるいは小児科ですか、苫小牧にあるそういった個人病院ですとか、そういった施設にかなり

白老の町民が貢献しているのが事実でございます。これは西田委員がおっしゃったのと私もま

ったく同意見なのですけども、患者さんの気持ちはどこにあるかというと、なぜ出張医で不安

なのかというと、出張医だからといって責任は病院側にあるのです、何かあった場合ですよ。

あるのですけども、患者さんの気持ちとしては出張医だと何かあったときの安心・安全の確保

だとかそういった意味で固定医だと何か安心する部分があるのですよ。これはいろいろな方々

からお話を伺ってのお話なのですけどもね。そういった意味合いで特に白老に今ないもの、例

えば小児科なんかはそうだと思うのですけども、最大限の固定医の確保、これに努力をしてい

ただきたいというふうに思います。これは先ほどのいろいろな説明で今の医療環境を十分理解

いたしましたので回答は結構でございます。最大限の努力をしていただきたいと、まったく西

田委員の意見に私は賛同しております。 

 それと 10 ページをお開きいただいて。これは私、よく理解していなくて質問するかもしれま

せん。教えていただきたいのですけども、薬剤師とか臨床検査技師等の採用も行いというふう

になっておりますけれども、これらについては、例えば民間委託ですとか、あるいは今ありま

す院外薬局での対応ということでは難しいものなのでしょうか。これはちょっとわからないで

伺います。そういうふうにすれば、いわゆる経費の削減にあたるかなというふうに単純に思っ

たものですから。まだ難しい理由があるのであれば、それをちょっとお尋ねしたいと思います。 

 それと、これはなかなかいつになるかわかりませんけども、新しい病院になったとして、例
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えばアメニティーが充実したり、あるいは充実したきれいな入院施設ができたとしても、患者

さんに対する医師あるいは看護師さん、あるいは職員の対応がやはり他の病院と同等ぐらいで

ないとなかなか患者さん、いわゆるお客様ですから、患者さんがそこに足を運ばない現状がど

うしても出てくると思います。それで、当病院の基本理念というのは、「患者さんに信頼され、

笑顔を思いやりのある病院づくり」というのを基本理念にされていると思うのですけれども、

それでは、なかなか本当にこの基本理念に沿ってやられているかというと、そうではないお話

のほうが結構聞こえてくる部分が非常に多いものですから、やはりその辺のところを、私は完

成度の高いほかの病院の規範を見習う、研修をする、これらもやはり計画されてはいかがかな

と。例えば札幌の大きな病院に行きますと、どこにでも、特に壁、エレベーターの中にも何か

不安なことがあったらすべてどんなことでも聞いてくださいと、親切にお答えしますみたいな

ことも書いていますし。あるいは入院患者さんに対しては、手術後は本当はナースが運ぶ患者

さんを医師がそのままお部屋まで運ぶとか、そんなことも実際にあるようなのです、お話を聞

くと。決して民間病院ばかりではなくて、具体的な名前を挙げると旭川医大ですとか札幌医大、

あの辺も非常にサービスが、サービスと申しますか、信頼されるための病院づくりということ

を力を入れて現実的にやっております。そういったところをやはり言葉だけではなくて実際に

具体的に、それではどういったことで立て直しをしていくかというか、改革をしていくかとい

うようなことをスケジュールを組んでぜひやれないものなのかなというふうに思っているわけ

でございます。この点について、いかがでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 町立病院に様々な外来を確保していきたいと。これは要望いろ

いろ来ています。これはやっぱり専門の固定医を確保するということになりますと、当然、例

えば皮膚科の固定医、眼科の固定医ということになりますと、正直言って経費的にはまったく

合わないということになってきます。それでは、具体的にどういう手法があるのかと考えてい

ったときに、自治体病院の連携というのは、ある面では高度医療につなげていくということが

ありますが、もっと身近な部分で病院と病院の連携もやっぱりやっていく必要があるだろうと。

たまたま、いろいろそういう形でどこか協力できる医療機関ありませんかという話をうちの院

長のほうから発信をしたところ、今回は４月１日から脳外科、日翔さんが一間口、週に１回で

すけども協力してもいいよということになってきました。 

 それで、外来の設備の問題もいろいろありますので、25 年の前提の中に、例えば皮膚科、眼

科、泌尿器科、そういったものも協力して、必ずしも市立病院ではなくても協力してくれる医

療機関があれば、そういうところにお願いしながら、そこから毎週決まったお医者さんが来て

いただけるような、こういったシステムを考えながら、25 年にもしできれば、そういう形での

つくり込みもやっていきたいと考えています。ですから、必ずしも固定医の確保ということで

はなくても、病院連携の中で、まずそういったことができないのか。地域にある医療資源を白

老の中でもやっぱり活用させていただくような仕組みも考えつつ、今後検討していきたいと思

っております。 
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 それと、10 ページの専門性の高い技術職。この中で、委託ができないのかという話なのです

が、院外薬局は別として、薬剤師につきましては、実は病院としての定数が、患者さんの数、

院内処方箋の数等で、正直言いまして今、欠員状態になってございます。ですから、最低限、

欠員状態をやっぱり埋めるということがまず第一になってくると思います。それで、今、見通

しとしては４月１日ぐらいにうまくいけば、薬剤師をもう１名確保できるのかなと。そういう

方がお見えになりますと、今後、薬の在庫管理、こういったことも病棟、外来、様々な場所に

必要とする薬剤を置いてありますので、そういったものをきちんと管理することによって、期

限切れの薬品を発生させないとか、ある程度薬品の種類、品数を減らして経営の効率化にもあ

たっていきたいと。その薬局部門については当然委託はできないということになっていますの

で、それはやっぱり病院として、医者と同じように資格を持った人間を確保するしかないとい

うふうに考えています。 

 それと、臨床検査ですが、この部分についても実は法律上、委託はできません。医療法でも

きっちり決まっていますので、例えば嘱託とか臨時という形でなら確保できますけれども、ど

こかの検査機関にお願いをしてという形には実はなりません。ですから、臨床検査技師の派遣

をやっているそういった業者といいますか、そういうものは全国に一社もございません。です

から、ここの部分もまず自前で確保しなければならないというふうになっています。 

 実は、臨床検査技師の話をさせていただきますと、今、私と同じ年であと４年ぐらいで定年

退職される女性の方が１名おられるのですけども、その後どうするのかという問題と、今度は

病院が自主自立で少し医業収益を稼がなければならないと。先般の全員協議会の中でもお話し

しましたとおり、企業健診、人間ドック、こういったものにも少しトップセールスもやりなが

らやっていかなければならない。そうすると、そこの部分、臨床検査技師がやっぱり複数名必

要だと。だから、将来的な構想も含めて現実的にもやっぱり医業収益をふやすために臨床検査

技師は確保していきたいとこのように考えています。 

 あと、レントゲン技師が今２名おります。ＣＴ、それと胃バリウムの通常一般的な小さい病

院で使われているようなレントゲン機器を使っておりますが、さらに、もしできれば、ＣＴも

もう少し性能のいいもの、ただ、ＭＲＩまで必要なのか、うちのクラスの病院として必要なの

かどうなのかとなると、ＭＲＩまではちょっと治療する医療的には、うちとしてはちょっと分

不相応かなというようなこともありますので、そういうＭＲＩが必要な方についてはすぐ市立

なり、王子さんなり、ほかの病院につなぐようなシステムをつくっていく必要があると。それ

で、レントゲン技師２名ですけども、これは仮に１名欠員になった場合は、これはやっぱり常

勤が求められておりますので、やっぱり２名体制をしていきたいと。いつ何時、こういう時代

ですから、交通事故含めてご自身がけがにあって、すぐ出てこられないというようなこともあ

りますので、特にレントゲン技師は 24 時間当番を決めて、すぐレントゲン撮る、ＣＴ撮るとい

うこともありますので、そういう呼び出しにも対応するためにはやっぱり複数の人材が必要と

なっていますので、そういったことも含めて、まず、頭数と言ったら失礼ですけども、頭数も

きちんと備えつつ、なおかつ技量の高い方を、あるいはうちとしても要請をしていきたいとい
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うふうに考えてございます。 

 それと、サービス業としてうちの職員がいかがなものかなと言われているものは、以前にも

議会の中で厳しい指摘を受けているのは事実であります。正直、私の目から見ますと、17 年に

初めて病院の事務長で行ったときから見ると、大分よくなったと評価していただけるのではな

いかなと思っています。ただ、残念ながら、まだまだこの方はやっぱりサービス業の看護師さ

んとしていかがなものかなと思っている看護師も若干何名かおります。その方についても、基

本的には様々な外部研修に今、出しております。それと、苫小牧の市立病院からもありがたい

お話がございまして、新人研修含めて職員研修のエキスパートを養成するための研修をやりま

すから白老さん、人を出してくださいと。ただ、残念ながら、その研修に長期間出すだけの人

員がやっぱり確保できないという問題があります。ですから、何とか 10 対１を確保できるよう

にしながら、看護師の数をある程度ふやして、その経過期間の中でも人員的に余裕が出たら、

そういった研修にもどんどん出していきたいと思っています。正直言いまして、平成 17 年に病

院の事務長へ行ったときに、看護師さんはどんな研修しているのかと聞いたら、「いや、予算が

ありませんから出していません。」と。正直言って、びっくりしました。それはちょっとまずい

のではないのということで、もう 17 年から職員の、あるいはお医者さんの研修費を利用しなが

ら、それから、今は出ていってもらっています。この間、苫小牧保健所の監査がありまして、

研修どうなっていますかということで聞かれて、ちょっと今、数字持って来ていませんけれど

も、確か 80 件近い、延べ人数で 80 人ぐらいの看護師をいろいろ、様々研修に出しています。

苫小牧看護協会、北海道看護協会、あとは自治体病院の協議会とか、あとは厚生省が直に開く

医療安全の講習とか、そういったものにも今は極力出しています。 

それと、薬剤のプロパーさんにお願いをして、接遇も含めて、今まで様々研修もやっていま

すので、そういった面では今後もきちんと、保健所のほうからも研修の計画をきちんとつくっ

てくださいよということを言われていますので、年間の計画をきちんとつくりながら、極力多

くの人材を研修に出していきたいなというふうに考えています。今、結構、看護師は研修する

機会もありますし、レントゲン技師、薬剤師、それと臨床検査技師も、それぞれの学会に所属

をしながら、自分たちの自己研修に努めている。それに対して私どもとして、病院としても旅

費を出すもの、研修費を出すものは出して、技術研修も含めてやらせているとこんな状況にな

っています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） なかなか看護師も医師も田舎の公立病院には集まらないというそうい

ったものも片一方にはあるものですからね。いわゆるサービスの向上ですとか、あるいは患者

さんに対する接遇をまたうるさくすればするほど、それでは、ここにいなくてもいいのだよみ

たいな方も中にはいらっしゃるかもしれないと思うのです。要は、就職に困っている状況であ

ればそうではないかもしれませんけど、逆の状況ですからね、その辺がなかなか難しいところ

ではあるのかなと。 

 それと、全体の雰囲気がそういうふうな雰囲気であればいいけども、逆に一生懸命やるよう
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な人が職場によっては浮いてしまうという、逆に何余計なことやっているのみたいな環境であ

れば、なかなかそれもね、いわゆる経営者側というか、病院側が望んでいることにはなってい

かないと思うのですよ。そこで、この中にも出ていますけど、満足度調査の実施とありますよ

ね。これは今までも具体的に行ってきていたと思うのです。それで今後、例えばやり方を変え

るとかいろいろあると思うのですけども、やはり患者様からいろいろアンケートですとか、そ

ういったものの状況の中で迅速に本当に対応していかなければ、いくら言葉で言ってもなかな

かそういうふうにはなっていかないというふうに思うのですね。この辺のところのやり方とい

うのかな、どのように具体的に考えているのか、あればお願いしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、正直言いまして、患者さんとかご家族の方とトラブルを

起こす方はやはりうちの病院にキャリアの長い方が多ございます。今までがそういうことに対

してだめだときちんと言ってこなかったのもやっぱり事実だと思います。自分の話をさせても

らいますと、17 年５月に私が行ったときに、事務長にも朝あいさつしない職員がいました。も

うびっくりしましたけど。それで、１週間その方にあいさつをして、１週間目に詰所に行って、

１週間あなたにあいさつしたけど、ただの１回も返ってこないと、どうなっているのですとい

う話をして、その後、師長に話をしまして、あなたは看護師教育何やっているのですかという

のをわざとその職員に見せつけて、それから師長がやっぱりやりやすくなったのですよね。き

ちんとやらないと、こうやって大目玉を食うのだよと。それで、その頃からやっぱり徐々にあ

いさつをきちんとする看護師が出てきました。そういったけじめのつけ方もやっぱり一つ重要

だったのかなと。 

 それと、最近入って、採用された看護師さんは、正直言いまして、そこの部分もひっくるめ

て、実は試用期間の中でしっかり見させていただいています。ですから、最近採用された看護

師さんは正直言いまして、そんなに問題はございません。それで、そういう方が今、非常に多

くなってきましたので、逆に従来からいる、どちらかというとテキパキとされない方が逆に今

度浮いてきたというような状況になってきますので、そういった意味では非常に新人が入った

ことによって、いいほうの刺激が生まれてきていますし、我々としても管理するとかしないと

かということでいえば、非常に管理しやすくなったなと思ってございます。 

 それと、満足度の調査なのですが、これは今回もしやるとすれば、21 年度で２回目になると

思います。実は平成 18 年の経営分析をやったときにやっています。17 年の事業になりますね、

経営分析そのものは。それで、そのときに出てきたのが、やっぱり声なき声をどうやって吸い

上げていくのかと。この間の病院運営審議会もあって、その中で非常に手厳しい意見が出たの

ですけれども、もうあきらめちゃって何も言わない人いますよと。正直言って、私としてはシ

ョックだったのですけども、やっぱりそういう事実もあるのだろうなと。そうしたら、御用聞

きではないですけれども、やっぱりどういうところに問題があって、ストレートに言うとうち

の職員の誰が悪いのか、医師も含めてです。そういった問題もきちんと洗い出しをしていかな

いと、やっぱり変えるべきところも変えられないだろうと。そうすると、この患者の満足度ア
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ンケートをどのような内容にするのか、これから検討していきますけれども、こういうことも

やって、外部の声をきちんとうちはリサーチするのだよと、それに基づいて、皆さん対策考え

ていきましょうと。事務局だけの問題ではないですよと、看護師だけではないですよと、全体

も含めてこういう問題をつきつけられて、皆さん考えていきましょうと。そういうことを一つ

ずつやっていかないと、やっぱり意識は変えさせられないというふうに考えていますので、そ

ういった意味ではこの患者アンケートを十分に生かしていきたいなと思っています。そうする

ことがやっぱり経営に一人一人参加しているという意識づけに使っていきたいなとこのように

考えています。 

○委員長（玉井昭一君） そのほかありませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。この間ちょっと聞いたこともダブるかもしれませんけど。

一つは、この計画が成案になって総務省に出す場合は、収益的収支、資本的収支はこの中身で

いいのかどうか。もう少し詳しいものがあるのかどうかということが一つ。 

 そしてそのときに、繰り出しの部分で繰り出し基準と基準額繰り出しの問題ね、これはその

時点ではどういう形になるのか。もうちょっとこれが詰まるのかどうか。３月末に総務省に出

すときですよ。そこら辺がどのようになるのかということ。もし、この収益的収支と資本的収

支で、これは 23 年までなのですけども、将来見通しとしてもうちょっと細かいものがあるので

あれば、それは我々に資料として出すことができないのかどうかというあたりが１点です。 

 そして、先ほどちょっと事務長からあったのだけど、一つは 28 年という財政改革プログラム

の終了時、それから 25 年、これはちょっとどこまでどうなのかわからないのだけど、25 年と

いう町長が病院を何とかするかという話がありますよね。そういうことを見越した中でこの報

告書の中では経営効率にかかわる重点項目ということで６項目出してやると。しかし、同じ部

分に経営形態の見直しの中で 21 年、22 年の経営状況を見極めて分析を行って、分析の結果、

経営状況の改善が見られない場合は、経営形態の見直しを行いますよとこうなっているのです

よね。それは、28 年までの部分、25 年までの部分、それから今、経営効率化を重点項目でやる

中でこういうものが出ているというのはどういう意図、意味があるのかというあたりがね。う

んと単純に、まったくばかみたいなことを言えば、いやいや、うまくいかなかったら、公立病

院ではなくて違う形でやるのだよということにもとれないことではないような印象があるので

すよね。だけど、現実的には 28 年というものがあり、25 年というものがあり、こういうもの

があって、23 年までの収支見通しも出ていると。ここら辺はどのような考えなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 繰り出し含めてこの収支案については、これは 21 年から 23 年

までの収支計画の中で出しておりまして、この中身ついても事前に総務省の関係のガイドライ

ンに基づいて行財政対策室のほうで検討をしていただいて説明をして、この中身でいいでしょ

うと。ただ、当然、全体は、それではいつまで見るのかということになりますと、一つの目安

としては 28 年まである程度数字をつくり込みしながらやっていきましょうという形になって

ございます。したがいまして、この数字については 23 年までは出しますけれども、総務省は何
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と言っているかと言いますと、検証をしてくださいと。こうやって出したはいいけどちゃんと

やっているのですかと。その成果についてもどこがまずかったのか、よかったのか、わるかっ

たのか、それも含めてきちんと報告してもらいますよと。ですから、この計画の中にも検証と

いう一文が入ってございまして、公開と検証ということになってございます。そういった形の

中できちんとまず、立てたはいいけども、立てっぱなしはだめよと。それで、ちゃんとこのと

おりいっているのか、いっていないのか、まずいとしたらどうなのだということに当然なって

きます。 

 それでは、経営形態の見直しはどうするのだということですが、こういう医療環境の非常に

不確実な時代で、23 年までの間に医療制度がまた大きく変わるということも当然想定しておか

なければならないだろうと。 

それと、先ほど言いましたとおり、いろいろな様々な経営手法について、まだ評価が定まっ

ていないというふうなお話をしましたけども、この計画の期間内に例えば全適がいいですよと

か、指定管理者がやっぱりこれしかないよという方向になったときは、これは当然その時点か

ら見直しをかけて、実際にいつからやるかというのはその時点で検討をしながらやっていくと

いうことになりますので、必ずしも 23 年で検討して 24 年からということになるかならないか

は、それはその時点になってみないと正直言ってわかりません。ただ、基本的には 25 年と 28

年という、今、町長が言っている 25 年の大きな部分での一つのターニングポイントになろうか

と思っていますので、25 年を見据えて基本計画の中でやはりある程度きちんとしたコンセプト

もまとめていく必要があるだろうと。それと当然 28 年に財政改革プログラムが終了しますので、

その前段でも病院の経営をやっぱりどうしていくのか、それもやっぱり全体的な見直しが当然

必要だろうと思っていますので、一つとしては、25 年、28 年を目標に経営のあり方についても

やっぱり検討していく必要があると。ただ、検討した結果、こうします、ああしますというの

は、そのときの論議になってみないと正直言って現在わからないと。今、必ずしもこういうふ

うにしますということにはならないかと、こういうふうに考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 総務省の関係になりますが、まず、特例債を借りるに当た

って、この公立病院改革ガイドラインに沿ったプランをおおむね提出をお願いしますと概略は

出しています。したがって、数字はほぼ変わってございませんし、その特例債を借りるに当た

っての道の審査というのもかなりシビアでございます。過去の実績、それから今後の見通し、

それが達成できるのかどうなのか。したがって、当然、病床の減というのも、町としてはもう

６月で早い段階からやっておりますが、検討されていないところは相当削減についてはやられ

たようなところを伺っております。ただ、うちの総体的な計画については、おおむね、うちの

取り組みが早かったせいもありますし、無理な数字ではないということは道のほうも当然理解

をしていただきましたし、これでいけるのではないかという形になったと。ただ、先ほど言っ

たとおり、医者の確保等々の問題で若干の不安要素はあると、これも事実でございます。 

 それから、このガイドラインに基づいて特例債を借りるときに、特例債の償還年数最終年度、
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うちは６年間ということでやっておりますので、平成 26 年度が償還終了年になります。そこで、

収益の見通しについては、特例債を借りるときに 26 年度までの提出になってございます。これ

は書式が決まっておりまして、いわゆる協議するに当たっての書式というのが示されておりま

す、国のほうから。これに盛った形で、最終的につくる形になりますので、そういった形での

26 年度まで特例債償還が順調にいくのか、いかないのかという、こういうものも審査されてお

ります。したがいまして、26 年度までの収支がいわゆる申請に当たって、道、国に協議するに

当たっての審査対象年が 26 年までという形になってございます。そういうことからしますと、

26 年までの収支というのはこういうふうに出され、今回計画上出ておりますのは３年分とこう

いう形になります。 

 それで、ガイドラインに示されておりますのは、前の議会でもお話させていただきましたけ

れども、経営に関しては３年間をまずつくりなさいという、こういう話なのです。それで、総

体的な計画というのは５年分ですよと。その５年の中に何が入るかというと、病院の形態をど

うするのかというのが５年のうちに検討しなさいという、こういう形です。結論が出ないもの

については、検討するという形でも計画に織り込みなさいとこういう形です。 

 それから、５年のうちに計画を織り込むのがネットワークです。いわゆる病・病連携だとか、

病・診連携、病院と病院の連携と、それから、病院と診療所の連携、こういったものを織り込

みなさいという、こういう形になっています。このネットワークについては、先ほど言ったと

おり苫小牧保健所が中心になって今、作成中という形で日高含めてのネットワーク構築をどう

するかとこういう話になってございます。これは、道の連携構想とも絡むとこういう話になり

ます。そういった形の中で 26 年までの大まかな経営のいわゆる収支計算の計画については、総

務省のいわゆる特例債を借りることになりますので、審査を受けた中では了解事項という形に

なっております。 

 それから交付金の関係と、それから繰り出し金の関係だと思うのですが。考え方ですが、今

回の繰り出し基準の見方として、こういった項目がありますよとこういう形になってございま

す。この項目というのは基本的に交付金、いわゆる普通交付金と特別交付金になりますけれど

も、２つのほうからまたがって交付金出ております。それで、それに基づいての計算はありま

すが、実質的にこの部分をこういうふうに充てるという考え方の交付金の基準というのはない

という、こういう形になります。積算の根拠はありますが、中身についてはそれに基づいて、

それでは、各自治体が病院に支援する額というのは、当然地域によって事情が違うわけである

から、それは各自治体で決めなさいとこういう話。交付基準はありますよと、算定基準。です

からうちの場合ですと、病院規模許可病床数が 92 ベッドでやりますから、92 ベッドに基づい

て、それから救急指定の告示を受けていますので、そういったものについての交付基準に基づ

いて交付金を出しますとこういう話です。ただ実態として、例えば救急をやるとした場合、交

付基準以上にかかっているという可能性はありますよね、各自治体によっては状況が違います

から。そういったものについては積算根拠を出して、きちんと、いわゆる繰り出しをしなさい

とこういう話なのです。ですから交付金の考え方はありますが、繰り出し金については各自治
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体がきちんと積算しながら交付額を決定しなさいとこういう話です。ですから、いわゆる交付

税イコール繰り出しの金額ではないとこういう話です。ですからそこのところは総務省もはっ

きり言っていまして、そこは各自治体の考え方できちんと整理をし、病院が赤字にならないよ

うな形で繰り出しをしなさいというのはこういう考え方です。ですから各自治体によっても、

いわゆる繰り出し金というのはばらばらです。病床数がこれだけあるから、これだけという形

ではなくて、各自治体の実情に合わせて繰り出しが決まってという、こういう形です。 

 ちなみに、比較的には、前に平成 17 年度での全国の公立病院のいわゆるデータが、手元に持

ってきていませんが、日本政府投資銀行のデータ化しますと新聞に出たことがあると思うので

すが。去年の４月、５月ぐらいに新聞に出まして、早速うちのほうでその銀行からデータを取

り寄せてみました。そこでランクづけされているのですが、ちょうど白老の位置づけというの

は、ランク的には全国の公立病院 600 何ぼあるのですが、670 何ぼだったと思うのです。それ

で、白老のランクづけが 330 ぐらいですから、ほぼランク的には真ん中。ただ、額的にはやっ

ぱり白老町少ないです。ランクは真ん中であっても、額的には平均から比べると若干少なめな

繰出金の額。それが 17 年度の実態ですから、18 年度にまた落ちていますから。当然 17 年度ま

でのデータしかございません、全国比較するのに。ですから、実態としては白老町、若干繰り

出し金が少ないのかなという思いではおります。それで、そういったものも参酌しながら、今

回経営分析をしながら、独自に経営分析して今回の計画に生かしていますので、医者が先ほど

のとおり十分普通に確保できて普通にやれば、この収支は絶対確保できるというふうに見込ん

でございます。まったく無理な数字ではないのですね。ただ、言ったとおり、お医者さん一人

当たりの入院患者数、外来患者数というのは病院決められています。診療所さんは決められて

いません。そういうことからすると、医者の確保が最大的に何ぼ収支、医業収益上げられるか

というのはポイントになってきますので、そこは病院、当局にも医者の確保については頑張っ

てもらいたいと、こういうようなお話をさせていただいているところです。総務省の関係から、

交付税の関係はそういうような状況でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） お医者さんが確保されないと入院患者、外来患者の数が確保できない

というふうになりますよね、今の説明でいうと。だから、お医者さんの確保は絶対条件だと。

この間も聞いたのは、そのことを聞いたのです。実を言えば、あそこのあれで聞いたのはその

ことを聞いたのです。だから、稼げるといっても、実際にお医者さんの数がいなければ、いく

ら稼ごうと思っても稼げない仕組みになっている、ここのところが余りよくわかっていないと

思うのです、僕はね。まず、そこはそういう認識でいいのかどうか。 

 それから、この計画の収益的収支の中での基準内繰り出し、基準外繰り出しありますけれど

も、これは今、行財政対策室長が言われたように、交付税の基準よりも白老町がオンしている

分のほうが、独自計算をして出している分だというような認識でいいのか。当然、交付税で来

たからといって全部病院に絶対やらなければだめと、夕張みたいなところもあれば、いろいろ

なところがあるわけだからね。そこは十分わかっていますよ。だから、そういう形でこちらは
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組んでいると、そういう見方でいいのかどうかということ。 

 それから、ちょっとこれは発言としてどうかわからないけど、経営形態の見直しというのは、

総務省の枠の中にあるから、これは書かざるを得ないのだよということなのか。現実的にこう

いうことが可能性としてゼロとは言わないけど、起こりえるのかね。なぜかというと、23 年で

見直したら、例えば 25 年の病院の関係、26 年の特例債の返済の関係、そして 28 年の財政改革

プラグラムのすべてがチャラになるわけですよね。そういうことからいって、これは必要かつ

書かざるを得ないというような認識でいいかどうか。 

○委員長（玉井昭一君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） まず、病院形態のほうからお話しすると、この計画をやっ

てみますよというのが、まず実際のところ 22 年までやられて検討しますよというのは今回お示

しした、あの計画の内容です。なぜこういうふうにするのかというと、先ほど氏家副委員長か

らご質問あったとおり、給与ベースをどうするかなのです、土台の部分を。それで、28 年度に

プログラム終わりましたと。20％戻りました。ところが、経営状態は悪化しました。ここは十

分考えられるわけです。そうすると、今の形態からすると、給与体系を変えられるというのは、

病院独自で変えられるというのは、少なくても経営形態を変えないとできないとこういう話に

なります。ということは、全適にするということは独自の給与表がつくれますよというのが全

部適用の最大のメリットと、それから、指示・命令系統がスムーズにいくよというのがメリッ

トなのです。ところが、経営形態を変えないでこの部分順調にいきますとなれば、そのメリッ

トが生じる部分もありますけども、そこまでこだわらなくてもいいのではないかという部分も、

いわゆる経営状況を見ると、21 年、22 年の状況を見て、そこまで必要があるのかどうなのかと

いう判断を下したいというのが、そこで見て次の段階で検討しますよと。ですから、総務省に

盛られているからどうとかというのではなくて、そういう段階を踏みながら経営形態を考えま

しょうという、こういう一つの考え方があるからこういうふうに計画では記載されていますよ

とこういうことです。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） お医者さんの話ですけども、先ほど、医療法の中でこれはきち

んと出ています。ですから、西田委員が言われたとおり、あとは固定医を確保したいというの

はまさにそこの部分になってくるのです。ということは、固定医を確保しないと、入院患者は

誰が見るのだということになってきます。そうすると、今いる、残っているお医者さんの全部

負担になってくるよと。そうすると、病院全体の枠では何とか見られるけれども、お医者さん

一人一人にとってくると、やっぱりそこの部分は過重になってくると。そうすると、やっぱり

人数を制限しなければならないということになると、当然、入院の収益が減るということにな

りますので、これは経営上からも固定医の確保というのはやっぱり必須でありますし、何とし

てもやっぱり確保していきたいとこういう命題にもなってきます。今のところ、例えば外来の

部分では何とか外来の窓口は埋めるにしても、入院がやっぱり一番病院の経営の柱になってき

ますので、そこの部分での厳しさというのは出てきますので、それはおっしゃられたとおり、
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固定医を確保したいとこんなことになってございます。 

○委員長（玉井昭一君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 繰出金の考え方でございます。新財政改革プログラムの考

え方をここに繰り出しの考え方として持って来ていますが、財政改革プログラム上では交付税

プラス年間 6,000 万円の町からの上積みという形での繰出金の想定をしております。それは、

過去の実績等から見た場合について、そのぐらい必要だろうということでのベースというふう

になっています。ですから、総務省の基準以上に 6,000 万円を上積みして出すとこういう形態

でつくられています。ただ、年々変わるものなのです。ですから、そこでは多少の計算の仕方

もあると思います。ただ、今言われているのが、交付金の基準の考え方が変わるというふうに

言われておりますので、新聞紙上で出てきている考え方が若干ありますので、これが具体的に

まだ出てきていません、手元に来ていませんが、そういう問題も含めると若干の、それがはっ

きりした段階での積算の仕方というものを若干検討する必要があるのかなというふうには思っ

ております。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） もう一回だけ。医者の関係だけど、うんとわかりやすく言えば、小児

科は入院患者ほとんどいないと。現実的にいないよね、今ゼロでしょう。ということは、固定

医でなくても外来は見られるからいいのだよと。いいのだよと言ったらおかしいけど。外科と

内科についても確保することが病院存続そのものだと。小児科との関係でいえば、そういうふ

うな理解でいいかどうか。そういうふうに今まで僕も余り強く思っていなかったから。そうい

うことがやっぱり町民の皆さんもわかっていないのです、そういうことがどういうことかとい

うことが。確保という意味ね。そこが一つ。 

 それともう一点。経営形態の見直しの部分。行財政対策室長の説明でそこはよくわかりまし

た、中身は。中身はわかったのだけど、そういう選択肢もあるということになると、25 年、26

年、28 年との整合性、それをやらなければならない状況になったら、これはもう本当に大幅な

見直しをし、お金だけの問題ではなくなるのではないかと思うのだけれども。そういうふうに

なってしまうのだけど、それは総務省の意志ではなくて、うちのまちの意志だということにな

ると、ものすごい政策転換を、ある部分では病院をプラスして、波及して大きな政策転換が迫

られるというふうにならないのかなと思うし、そこはそういうことを視野に入れた上でここの

ところは書いているのかどうか。そのあたり。 

○委員長（玉井昭一君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） まず、形態の話です。形態の仕方としてはいろいろありま

す。指定管理者制度を使った場合と独立法人と、それから全部適用の部分です。一番町が支障

がないのが、全部適用は町直営に変わりはございませんので、これについては一部適用から全

部適用になるということでそんなに・・・。ただ、管理者を引き受けてくれるドクターがいる

かどうかという問題と、あとは給与形態をどうするかというこういった問題です、それほど心

配するようなものではない。極端な大幅な形態が変わるものではないと。 
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 それから、指定管理者制度を導入しますといっても、受けるところがあるかという、こうい

う問題です。それで一番、全国的に見ると、その地域の医師会が引き受ける場合が多いのです

が、果たして白老の場合、これは苫小牧医師会になりますので苫小牧で引き受けるのはあるか

もしれませんけれども、白老で引き受けるという形になるのかならないのかというと、これも

ちょっと現実味がないのかなと。ただ、むかわ町みたく従前から厚生連でやっている場合に指

定管理者、これはあり得ると思います。ただ、それから見ると、指定管理者も実質的にはちょ

っとどうなのかと、これはクエスチョンがつく。 

 それから独立法人についていえば、まったくこれは全国でもそんなに数ない事例になります。

ですので、この形態を少し研究しないと、果たしてどうなるかというのはまったく先が見えま

せんし、どんなメリットがあるのかも想定ができない。いずれにしても、病院が経営的にうま

くいくかということは、病院サイドと町がいかに強烈に意思疎通を図りながら運営するかと、

これがポイントだろうというふうには思っております。 

 それから、お金の話での小児科の話になりますが、先ほど言いましたとおり、病院について

いえば、外来が１日 40 人、入院でいくと１日 16 人、医者が見られる数というのはそこまでで

す。ですから、医者が 16 人入院患者を見れば外来はゼロです。見られないという、こういう形

になる。それから、逆に外来 40 人を見たときは入院が見られないとこういうことになります。

ですから、そこで案分の仕方、計算の仕方はあるのですが、基本的にはそういう形です。です

から、例えば３人入院患者いましたら 16 分の３で、その残りの 16 分の 13 人分が外来で見られ

るという形です。ですから、40 人掛けることの 16 分の 13 人が外来の数、端的に言えば。ただ、

病院、基本は医師の最低人数３名になりますから、３人の計算もあるのですが、大ざっぱにい

うとそういう考え方です。ですから、当然町立病院の小児科の状況を見ると、今、入院をほと

んど抱えてございませんから、１日小児科の患者を 40 人見ないと、基本的にはペイができない

とこういう話です。ですから、相当、小児科を抱えることによって町立病院は赤字を背負って

いるとこういう話です。ですから、これはもう繰り出ししかないのです。政策的に小児科を維

持しようとすることは、それだけ町民の安全と安心を守るわけですから、そのものについては

税金を投入すると。こういう考え方がないとだめだとこういう話なのです。ですから、その部

分で、それでは、赤字でだめだよといった場合については、それでは、小児科をなくせばいい

のではないかという議論まで出てくるとこういう話です。ですから、一概に赤字がだめだとい

うのではなくて、赤字をどこまで入れたらいいですよという論議にならざるを得ないと思いま

す。ですから、そこのところがここの計画の中に書いてございます。ただ、科別にここ何人、

何人と規定はしていませんけども、ですから、繰り出し金の中で小児科の項目を今回入れてい

ると思います。赤字の要因ですから。ですから、そういう中での積み上げを精査し、町が本当

に何ぼ繰り出しすればいいのかという論議が出てくるとこういうことでございます。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 数字的には今、行財政対策室長の説明したとおりです。それで

は、病院として、全体として法律違反やっているのではないかということになりかねませんが、
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そこで出てくるのが医師の評定数という言葉なのですけども、年間に入院患者が何人いて、外

来患者が何人いるから、常勤監査法、要するに常勤しているとしてみなした医者の数が何人必

要ですかという数を実は出します。それで、その数字が必要数を上回っていれば、法律的には

問題はありません。現在、ちょっとですけども、やっぱり上回っている状況になっています。

ですから、とにかく固定のお医者さんがいなくても、外来でも何でもいいからきちんとお医者

さんの頭数といいますか、実働している数を、時間数をとにかくきちんと確保したいというの

がそこに出てくるわけです。ですから、穴を開けたままでもって、いないから仕方ないという

ことには、実はならないというのがそこにもう一つの大きな理由があります。 

 それと、ちなみに小児科の話をしますと、小児科はなぜ入院患者がいないかと。まったくい

ないわけではないです。常勤のお医者さんがおられた頃には、武越先生がいるときは年間に 20

人くらいおられました。それで、その大半は夜中に来て、熱が出て、これはちょっと家へ帰す

のは危ないかなと、次の朝まで病院で様子を見なさいという形で深夜１泊で、次の日そのまま、

例えば苫小牧市立に送られたり、お家に帰ったり、そういったケースもあります。それと、小

児科がもし入院をきちんとやっていくということになると、小児科医を 24 時間確保する必要が

あります。子どもさんは病態が急変すると、大人どころの騒ぎではないスピードでいってしま

いますので、ですから、小児科の入院を構えることはそれなりの小児科のお医者さんの数が必

要だと。それと、当然レントゲンだとか、いろいろな検査技師だとか、そういったものを夜中

じゅう全部抱えていなければならないと。24 時間、特に真夜中でもやっぱり検査をやって対応

できる。大人の患者さんですと、状況等を見ながら対処できますけど、子どもさんの場合は病

態が急変する可能性のほうがやっぱり非常に大きいということになりますので、そうすると、

子どもさんの入院患者を持つということはそれなりの病院としてもリスクがありますが、それ

なりの人材を抱えなければならない。ですから、小児科のお医者さんは常に 24 時間体制で誰か

かれか勤めなければならない。それで、その中がやっぱり一人、二人欠けるとなったら、ほか

のお医者さんにしわ寄せが来て、大きな病院の小児科は成り立っていかないというのは、実は

そこに原因があると。ですから、うちも仮に小児科の固定医のお医者さんが来ても、常態的に

入院患者さんをお預かりするということには多分ならないだろうと。仮に来ても、家に帰すの

はちょっと危ないから、何かあれば小児科のお医者さんがすぐ駆けつけて来られるように、ち

ょっと様子を見ましょうねという形の入院しか多分出てこないだろうと。こういうふうな状況

になっています。 

○委員長（玉井昭一君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時２３分 

                                           

再開 午後 ２時３５分 

○委員長（玉井昭一君） それでは、委員会を再開いたします。 

 ほかに質問のある方、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。３点だけちょっと確認と今後のまた考え方についてお



 40 

伺いしておきたいなと。 

 医師の確保の考え方についてなのですけども、理想は５名の常勤体制であるということは今

までの説明の中でお伺いいたしましたし、ただ、それが今、実態伴っていないという部分はよ

くわかりました。ただ、今回の町立健康保険病院の経営計画の中にも出ていますけども、一番

大事なのは、白老町が今までずっと進めてきた３連携における医療分野をどう担っていくのか

というところが一番のネックだと思うのです。机上では確かに今、行財政対策室長言われたと

おり、病院事務長言われたとおり、机上ではこの３年間は大丈夫でしょう。それで、今後も何

とかなっていくでしょうという話はわかります。でも、その実態が伴っていかなければいけな

い。この地域医療の３連携をどうやって担っていくのか。これはやっぱり行ったり来たりして

いる先生では、僕は無理だと思うのです。確かに穴埋めをしていかなければいけないという部

分はよくわかります。でも、この３連携の確保という部分では、いかに町民と身近に接してい

かなければいけないかということを、まず念頭に置かなかいといけない。その方向性が決まら

ないと、例えば運営主体だとか、それから医師の確保、病院長と町長と病院事務長、いろいろ

なところに行って頭下げたり、いろいろなことをして頼んできているというのはよくわかって

いる話で、よくわかったものを踏まえた上でちょっとお話をさせていただきたいのけども。例

えば地域医療を考える医師のそういった団体だとか、それから、病院事務長言われていたドク

ターバンクですか、そういったところいろいろあると思うのですけどもね。やはり根底に考え

なければいけないのは、白老町が目指す病院経営、これをちゃんと理解した中でそういった動

きをしていかないと、後々、やっぱりこの３連携についてずっと今まで白老町が取り組んでき

ていることがうやむやになってしまうのではないかなと。確かに医師の確保必要、看護師の確

保必要、何必要というものはわかるのです。わかるのだけど、ここがやっぱり一番大事なとこ

ろではないのかなと思うのです。だからそういった部分においては、医師の確保についての考

え方をやはりちゃんとしたスタイル、白老町が目指すものを持っていかないと。どうしても僕

は、例えば都市部の先生、北大が悪いとか、医大が悪いとかと言っているわけではないのです。

そういった都市部における先生方の考え方と地域医療という部分での考え方というのは、若干

かもしれないけど温度差というのはあるような気がするのです。それ今、旭川医大あたりがや

っとそういった地域医療についての医師の確保だとか、看護師の確保みたいなものについて、

学校として取り組んでいる部分というのがクローズアップされていますよね。そういった先生

方が出てくるのはまだまだ先の話なのかもしれないけども、こういったことについても白老町

の考え方というのがしっかりそこで持っていないと、先生誰でもいいというわけにいかないで

すよね、やっぱりね。そういったところについての考え方はちょっともう一回聞いておきたい

のと。 

 それから、先般ちょっと新聞紙上で医薬品の共同購入の考え方について出ていた部分があり

ました。先ほど病院事務長が、これからの経費削減については管理をしっかりしていくことが

大事だということもお話されていましたけども、購入経費の削減についてもこういった、共同

購入の考え方というのは医療機関の連携の中で、例えば苫小牧地域だとかいろいろな地域連携
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の中での共同購入という考え方だそうです。詳しい中身のことはよくわかりません。ただ、そ

ういった考え方も今後やっぱり僕は必要になってくるのではないかと思うのですよ費節減とい

う部分では。あらゆる面にやっぱり手を打っていくことが必要なのかなと。 

 もう一点なのですけども、一次救急の考え方と現状についてなのですよね。この間、苫小牧

市立病院の先生の話がちょっと出ていました。苫小牧市立病院は二次救急、三次救急、そうい

った救急体制を取っています。ただ、アップアップだそうです。先生自体がもうもたないと。

なぜかというと、例えば苫小牧市内の一次救急も受ける、それから、ほかの地域からの一次救

急も受けるという状況になっているそうです。これが例えば先ほど行財政対策室長が言った等

分、医療のネットワーク関係で今後白老町も含めていろいろな話が出てくると思うのですけれ

ども。例えば各自治体の病院の一次救急への取り組み方。そこをちゃんとやっていかないと、

例えば苫小牧あたりの市立病院がもたなくなったり、王子がもたなくなったり、そういったと

ころに影響を与えてくる問題になってくるのかなと。実際、苫小牧あたりの病院から各自治体

の病院にもいろいろな連携の中での話はあるのではないかなと思うのですけども、この辺の実

態をちゃんと押さえなければいけないのかなと。一番そういったものを知っているのは、僕は

消防ではないかなと思うのですけど。その辺の実態をどう押さえているのか。ここはやっぱり

しっかり、うちらでできることはある程度、先生方も大変だけどもやってもらわなければやら

ない部分だと思うのですけど、この３点だけ聞いて、確認だけさせていただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） ３連携。これは公立病院が果たすべき役割と、この計画の中に

も４番目に実は出してあります。３連携の中で、それでは具体的にどんな機能を担っていくの

かということがありますけども、たまたま３月末で退職される先生は禁煙外来も含めて、結構

３連携の保健事業の中で尽力をしていただきました。その辺につきましては、もう病院として

の実績がありますので、また３連携を進めていく中で医大の第３内科の先生方がちゃんと来て

おられますので、そういうことについてもできるものについては引き続いてやっていきたいと。 

 それと、町民とそれではどうやって身近にきちんとやっていくのですかと。ここの部分も非

常にやっぱり大事になってくると思います。一つは国保の特定健診。ここの部分で、これは集

団で健診もやっておりますが、集団で出てきた後のフォローにつきましては、うちの総合相談

室と健康福祉課と連携を取りながら、町立病院でいろいろな指導を受けたいという方について、

受診に努めていきたいなと考えています。 

 それと、例えばインフルエンザ含めて子どもさんの様々な予防接種、これについても従来ど

おりきちんとやっていきますということになっております。 

 それと、一番大事なことは、これは病院自身の収益も上がる話なのですけども、やっぱり企

業健診だとか、人間ドックだとか、こういったものについてもきちんとやっぱり取り組んでい

きたいと。先ほど、臨床検査技師を複数確保したいと言った中にも、ここの部分をやっぱり充

実させたいという考えもあります。そうすることによって、早期発見、早期治療に努めていく

ことによって、町民の保険レベルが上がるよという形になってきます。 
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 福祉の面でいきますと、ことしの３月末で、皆さんに大変お世話になりました高畠総合相談

室長が退職をされます。実はその後任の方も既に決まってございまして、現在、登別の訪問看

護ステーションでケアワーカーとしていろいろ活躍されている方を４月から、正式には３月 20

日から来ていただくことに実はなっております。この人物をやはり従来どおりの形の中できち

んとやりながら、町立病院と各介護保健施設、こういったものとも連携をさせていく。あるい

は胆振支庁のケースワーカーとも連携をさせながらやっていきたい。そこの部分でいいますと、

若干年齢が若くなりますので、多分フットワークはもっとよくなるのかなというふうに考えて

います。そういった意味での３連携については、きちんとやっぱりやっていきたいと思ってご

ざいます。 

 それと、医薬品の共同購入ですが、これは本州方面ではもう実際に動かされている病院もあ

りますし、例えば埼玉の県立病院みたく、ある程度県立病院が何カ所かあるところについては、

県が主導をして医薬品の共同購入をしてやってございます。実は、共同購入の話につきまして

も、苫小牧の市立病院と何件か話はしたことはあります。ただ、これは大変失礼なのですけど

も、苫小牧で買うよりうちで買ったほうが安いケースが結構ありますので、どちらかというと

余りうちとしては、現時点では共同購入のメリットはないなと。なぜこんなことになるのかな

ということでちょっと院長に聞いてみたら、やはり院長先生が民間病院で経営されてきたとい

うことがあって、民間ならこの金額で入るだろうという形で問屋さんと直に話をされて、それ

が値段が下がると。ほかの病院には言わないでくださいねというふうな形での話がやっぱりあ

るようです。そういった意味では、今のところは、うちでの共同購入は順調にいっているのか

なと。ただ、問題はやっぱり、うちの内部的にいうと、ある程度薬も、きちんと効く薬にでき

るだけ集約していきたいと。ジェネリックの話もありますけども、ジェネリックで当然効くも

のはジェネリックに集約をしていくと、これは当然の話だと思っております。ただ、単純に安

ければいいという形でのジェネリックについては、導入はしないと。これは院長の医師として

の一つの基本的な理念になっておりますので、その点については効く薬は使っていくけれども、

だめなものは少なくても町立病院の患者さんに院長は出していかないという形で今、整理をし

ております。共同購入につきましては、今後またいろいろなケースが様々出てくるかと思いま

すので、これは病院との連携との中でまた考えていければいいのかなと思っています。決して、

そのことを否定するようなものでもございませんので、そういうメリットがあれば十分に使っ

ていきたいなと思っております。 

 それと一次救急のあり方ですが、ご指摘のとおりでありまして、やっぱり問題になっている

のは王子さん、市立さんの問題はコンビニ受診です。やっぱり行くのだったら大きな病院のほ

うがいいわという形で、本当に浦河から、こちらは聞くところによると登別から苫小牧市立に

行かれている方がいるようです。登別なら室蘭へ行ったらいいのにと思うのですが、そういう

ようなケースもあります。そこで今、苫小牧医師会がきちんと中心になりまして一次救急を考

えましょうということで、昔の苫小牧の保健所、ちょうど警察署の真裏ぐらいになりますが、

夜間・休日の救急センターを今、新築をしております。それで、４月にオープンをします。こ
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れは苫小牧の医師会が中心になりまして、各医療機関、個人の診療所も全部含めて協力を求め

て、うちの病院からも年間５回か６回派遣をすることに実はなっています。基本的には、すぐ

にとは言っていないようですけれども、極力、直接苫小牧の市立とか王子に患者さんが足を向

けるような形ではなくて、一度そちらのほうに行っていただいて、その状況、症状を見て、こ

れはやっぱり二次救急につなげなければならないというときに王子、市立と連絡を取って患者

をそちらのほうに、高度医療につなげていくと。こういうようなシステムにしていきたいとい

うことで考えております。うちもできるだけ、こちらの利用について進めるような形で、うち

のお医者さんの負担に極力ならないような形で対応をしていきたいと思っています。先般の全

員協議会の中でも話しましたが、いわゆる、そんなにコンビニ受診的なものはないのかなと。

17 年、18 年、年間やっぱり 1,300 件から、多い年で 1,600 件ぐらいありましたけれども、今、

状況見ていますと、相当、利用回数といいますか、それが夜間・休日のほうはやっぱり減って

いますので、そういった意味ではコンビニ受診にうちの病院はなっていないのかなということ

で考えています。ただ、やっぱり一次救急として当然必要な分については、当直の先生方にお

願いをして、消防から通報が入った段階で先生方に判断をしていただいて、より高度な医療が

必要であれば、そちらにつないでいくような形で対応していきたいとこのように考えています。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 医薬品の共同購入の考え方だとか、一次救急の考え方、今回、苫

小牧にその一次救急の拠点病院みたいなものができるということで、そういうことで本当に対

応していくのであれば、白老町からもそういった医師の派遣を伴って、こちらからもお願いす

る部分も出てくるのでしょうし、そういった部分のこの拠点ができるということは本当に大き

な、今後の展開を大きく広げていくあれになると私たちも思います。ただ、病院事務長、やっ

ぱり３連携の考え方というのは、今、病院事務長の言われた３連携の考え方と、僕が一町民と

して考える３連携の考え方と何かちょっと温度差があるような気がするのです。というのはな

ぜかというと、今、病院事務長から説明を受けたのは、役場の考える３連携だと僕は思うので

すよ。一町民からしてみると、やはり去年、おととしになりますか、寿都ですか、ああいう病

院だとか見に行きましたよね。行ったのです、私たちで。それから、本当に町民に身近に接し

ている３連携に取り組んでいる部分のそういう実態を見てくると、やはり町民側がどう受ける

かなのだと思うのです。サービスを受ける側が本当にどういう面で、例えば医師との疎通があ

ったり、きょうは何々先生です、きょうは何々先生ですというのではなくて・・・。考え方は

わかりますよ。本当にそういったしっかりとした５人体制でもって取り組んでいきたいという

のは、僕はわかるのだけども、そこに早くそういった体制に取り組んでもらいたいという意味

から言っていることなのだけどもね。やはり、この３連携のことについては、しっかりとした

医師の確保をしながら、そして、高畠さんも今回、相談室からいなくなるけども、そういった

方々が先生と看護師、それから患者さんとの仲介役になりながら、本当に一丸となって取り組

んでいかないとできない問題ではないのかなと。それがやっぱり町民に対しても、町民が受け

る側として見ても、本当に町立病院に来てよかった、町立病院とこういったあれしてよかった
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というような形になるのではないかなと僕は思うのです。 

だから、決して今、病院事務長の言っていることを否定するのではなくて、やっぱり今後、

本当に一日も早くそういった体制づくり、地域医療についての理解を求めてやっていける先生

方をしっかり確保してもらいたいなとそういう思いから、ちょっと僕言わせてもらっているの

だけども、その辺についての考え方をもう一回だけ聞かせていただきたい。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 地域医療については、理解していただくのはうちの町立病院の

医師として当然だというぐあいに話をしております。それで、いろいろな先生の、失礼ですが、

能力、資質等の問題もありますけれども、最低限、健康福祉課から依頼を受けたものについて

はきちんとやっぱりやっていかなければだめですよと。そのことについては当然、全部協力を

求めておりますし、地域の中でいろいろな相談事、医療的な相談も含めて今も受けております

し、今後も医師としての、別に院長だけではなくてほかのお医者さんからも様々なアドバイス

をもらっておりますし、介護保険のほうからいうと、主治医意見書も含めて障がい者の関係の

意見書についてもきちんとうちの先生方に分担をしていただきながら、きちんとやっていただ

いていると。それで、町立病院の医師として、例えば介護認定審査会だとか、障がい区分の認

定審査会、そういうところにも私どもは医師を派遣しておりますし、そういった意味での、単

純に入院、外来だけの話ではなくて、医師として、この地域の中で果たすべき役割については、

町立病院としてきちんと医師を送り込むと。それをバックアップするためには、やはり医者の

頭数が多くなくてはならないと。もちろん理解をしておりますので、目標は最低限５人という

形で今やっておりますけれども、それについては今後ともきちんと努力をしていきたいと考え

ております。３連携がきちんとうちの責任として果たせないということになったときに、これ

はやっぱり一つは、町立病院としての存在意義を失うという認識を私は持っていますので、そ

のことに関しては、院長先生以下、お医者さん、そして看護師ほか職員については、今回の経

営計画の中でも説明をして理解をしていただいているという認識でおります。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。 

 ないようでしたら、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５６分 

                                           

再開 午後 ２時５７分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 まとめに入りたいと思います。今の公立病院経営計画についてのまとめということで。特別

ございませんか。この前の２日のことと、きょうのこととでまとめていけばと思いますけども。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５８分 

                                           

再開 午後 ３時４９分 
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○委員長（玉井昭一君） それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 町立病院経営計画についての資料を提出していただくと。そのことによって、議会の建設的

な意見を集約したいということで進めたいということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 資料の請求なのですけども、小規模老健を今回併設することによ

っての特別会計をつくっていかなければいけないと。それについて、なぜつくらなければなら

ないかという法的根拠の資料、まずそれが１点です。 

 それから、収益的収支の予測数値の算出根拠を提出していただきたいと。 

 そして、それに関連して一般会計からの繰り出し基準概要の金額、そことの整合といいます

か、関係性を明らかにしていただきたいということを、今回 13 日に開催されます所管事務調査、

委員会に提出していただくということで担当課と話をしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） わかりました。 

                                           

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 以上で、きょうの産業厚生常任委員会を終了いたします。 

（午後 ３時５２分）  


