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◎議案第１号 平成２１年度白老町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（堀部登志雄君） 日程第３、議案第１号 平成 21 年度白老町一般会計補正予算（第６

号）を議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 議案第１号でございます。 

平成 21 年度白老町一般会計補正予算（第６号）。 

平成 21 年度白老町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,272 万 6,000 円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 102 億 6,326 万 1,000 円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成 21 年 10 月 26 日提出。白老町長。 

 次のページでございます。第１表 歳入歳出予算補正については、記載のとおりでございま

す。 

 次のページでございます。歳入歳出事項別明細書につきましては、大黒課長のほうから説明

申し上げます。 

○議長（堀部登志雄君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、補正第６号の歳入歳出事項別明細書のほうを、私

のほうから説明させていただきます。 

 歳出のほうから説明させていただきます。６ページをお開き願います。 

 ２、歳出、２款総務費、税等過誤納還付金等 186 万 5,000 円の経常でございます。これにつ

きましては、先の９月議会での補正予算の議決以後、大口の法人町民税及び個人町民税の還付

が発生したことから、この度経常するものでございます。 

 続きまして、４款環境衛生費、新型インフルエンザ対策事業 1,086 万 1,000 円の経常でござ

います。国の新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業に基づきまして、

優先対象者のうち、住民税の非課税世帯に属する者に対し、全額扶助するものでございます。

今回の対象者につきましては、1,766 人を想定して経常しているものでございます。 

 続きまして、歳入のほうを説明させていただきます。４ページをお開き願います。歳入につ

きましては、補正額 1,272 万 6,000 円に対しまして、先ほど説明しましたインフルエンザ関係

の特定財源が 814 万 5,000 円、国庫支出金で 543 万円、道支出金で 271 万 5,000 円。合わせて

414 万 5,000 円を経常してございます。残りの 458 万 1,000 円につきましては、留保している

普通交付税を今回経常するものでございます。 

以上です。 
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○議長（堀部登志雄君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。新型インフルエンザの件ですけれども、秋

口に非常に流行するというのが早い段階で予測はできたと思うのですけれども、国の政策自体

が、予防ということでありながら、なかなか優先順位を決める、そういう手順もちょっと遅れ

てしまっていたのかなという感が否めないところがございますけれども、今現在この町内の新

型インフルエンザの発生状況、いろいろ学校等も休校になっていると思いますけれども、今の

現況としてどのようになっているのかというのを１点お尋ねしたいと思います。 

 それともう１点、近隣の市で、市の職員に対する助成ということで、非常に今問題になって

いるようでございますけれども、この辺、町としても何か検討された経緯とか、そういったも

のがあるのかどうなのか。また、今後そういったことをどのように考えていらっしゃるのか。 

 この２点だけ、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 新型インフルエンザの１点目の、現在の状況ということでご

ざいますけれども、町立病院等、医療機関から聞く情報によれば、おおむね受診者については

もうピークを超えたのかなと。そんな状況のようでございます。 

 また、学校についても後ほど久慈部長のほうからご説明があるかと思いますけれども、全校

閉鎖と言いますか、休校ですね。休校もありましたけれども、学級閉鎖あるいは学年閉鎖程度

に今は落ち着いてきているのかなと。そういうようなふうにして押さえてございます。 

○議長（堀部登志雄君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） それでは、学校の状況について報告したいと思います。 

 今、辻部長のほうからお話がありましたように、大体ピーク時は過ぎたかなと、こう思って

おります。 

 それで、今現在、今日現在でございますけれども、全小中学校の出席停止率でございますけ

れども、これは 39 人が一応現在出席停止になっております。学校別では、虎杖小学校の６年生

が学年停止になっています。それから、白老中学校の３年Ａ組でございますが、ここは学級停

止ということで、一応現在そういう状況になってございます。 

 それと、あと保育園のほうにつきましては、４つの保育園でございますが、ここでは今現在

５名の方が登園停止になっているという状況でございます。 

 それから、幼稚園につきましては、今現在、さくら幼稚園は出席停止の人はいないと、こう

いう状況でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 町立病院の状況をご説明いたします。 

 まず、新型インフルエンザの関係ですが、ほぼピークは過ぎたのかなというような状況にな

ってございます。今ちょっとカレンダーを見て、ずっと見ていますと、10 月の連休がありまし
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た 11、12 の後の 13 日の火曜日ですか、この辺が１番ピークだったのかなと。それで、それか

ら過ぎまして、17 日土曜日、18 日の日曜日を過ぎた 19、20 日ぐらいでピークの山がほぼ終わ

ったという状況になっています。 

 それと、患者さんは大体高校生以下の、やはり小中学生が非常に多ございます。大人の方で、

成人の方でインフルエンザを発症したというのはほとんどないというような状況になってござ

います。 

以上、そのような状況になってございます。 

○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 職員の助成の関係でございます。近隣の町等では、助成して

問題になっているように聞いてございますが、わが町につきましてはインフルエンザの今回の

感染の状況等を見ますと、先ほど今事務長からご説明があったとおりでございます。 

 そういった状況からして、現在職員に対する助成の考え方は持っておりません。総体的なワ

クチンの数等も全員に行き渡るわけでもございませんし、その中での必要度から優先的にやっ

ていると、こういう状況でございますので、現在は考えてございません。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。むかわ町がこのインフルエンザに対して、一定の

町民全体に補助を出すというようなことが報道されていましたけれども、その内容については

承知していますか。 

○議長（堀部登志雄君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今のご質問にお答えします。当町のほうでは、掌握してござ

いませんでした。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。昨日の報道で、たしか全北海道で３町ほどが全体

の補助を町が出して、新型インフルエンザの接種をさせるということで、その中の１つにむか

わ町が入って、あとは十勝方面だったと記憶していますけれども、例えば白老町が今の 1,766

名の非課税世帯の方々に対する補助と言いましょうか、それはするということなのだけれども、

全体にすると金額としてはどれくらいかかりますか。 

○議長（堀部登志雄君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今優先順位で言われています、妊婦さんから 65 歳以上の高齢

者まで、当町では 5,300 人と押さえてございまして、その方全員を見るということになります

と、掛ける 6,150 円ですので、3,260 万円ほどの金額になるかと思っております。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。わかりました。ちょっとむかわ町の状況を調べて、

白老町に適用ができるのかどうか、またそういう考え方ができるのかどうか、そこら辺含めて
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調べてみていただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） このワクチン、今非課税世帯の分は今回計上したのですけれ

ども、それ以外について、特にこれまで検討というようなことはしてございませんけど、一応

情報収集ということで、ちょっと把握したいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子議員。 

○１５番（吉田和子君） このインフルエンザの非課税世帯への扶助費なのですが、これは２

回分なのかどうなのかということが１点と、それからこのインフルエンザの予防接種をすると、

効果というのはどのぐらいあるのか。２回やらないと効果がないのか、その辺どのようにとら

えていらっしゃるかということと、それからこの間ちょっと、高齢者の方から聞かれたのです

が、病院等へ行くと季節性のインフルエンザの予防接種の申し込みがもう始まっているという

ことで、どちらを受けたらいいのか、どうするべきなのかということで、かなり迷っている方

がいらっしゃるみたいなのですが、その辺の考え方。この季節性のは今までどおりの 65 歳以上

でしたか、1,000 円負担でできるということだと思うのですが、その辺の分け方というのか、

どのように町としては進めていくのか。その点伺いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） ワクチン接種は２回分を見てございます。 

 ２つ目の効果でございますけれども、やはり基礎疾患だとかそういうものを持っておられる

方がインフルエンザになった場合は重篤化する可能性がございますので、ワクチンはぜひこの

優先順位者については打っていただければというふうに考えてございます。 

 また、季節性と新型の件でございますけれども、これはそれぞれ病原菌が違いますので、や

はり可能であれば両方受けていただくということが最善の方法かなというふうに考えてござい

ます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子議員。 

○１５番（吉田和子君） 私もちょっと読んだのですが、同時に両方を受けるというのは余り

よくないというふうな報道もちょっとあったのですけど、その辺大丈夫なのでしょうか。その

辺ちょっと、きちっとしてあげないと、受けましたはいいけどインフルエンザ、新型インフル

エンザのこの効果というか、後遺症もちょっといろいろなものが出てきているという話もある

ので、それは両方一緒に受けることが、特に高齢者が受けますので、その辺で体力的なものだ

とか、病気を持っている方もいらっしゃいますし、そういった面での心配はないのかどうなの

か、その辺の指導をきちっとしてあげないと、受けてしまってから何かがあると大変だと思い

ますので、その辺明確にきちっとお知らせするべきだと思うのですが。 

○議長（堀部登志雄君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 先に質問がありました、効果の関係を補足しますと、大体効果

が８カ月から 10 カ月程度と言われておりますので、一度打つと来年また必要があるというよう
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になっています。 

 それと、新型、季節型については西課長も言ったとおり病原体が違いますので、基本的には

別のものというふうに考えていただきたいと思っております。 

 それと、新型と季節型は同時にいっぺんに打っていいのかということですが、実はこれは国

立衛生研究所を含めて、厚労省のほうから見解が示されておりまして、65 歳以下の医療従事者

ということで限定は来ていますが、両方いっぺんに打って差し支えないということになってお

ります。それで、その他の方については、医師の判断があれば一緒に打っても問題はないと。

こんな感じになっています。ですから、特に基礎疾患と、あるいはアレルギー性のものを何か

持っている方は、やはり一週間程度あけて打つというような状況になろうかと思っております。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。単純な質問なのですが、今ピークが過ぎたという話があ

りましたよね。これは、この議会の中でピークが過ぎたとこう、病院の一番偉い方が言ってい

るわけですから、これが町民の耳に入って、もう白老ではインフルエンザはピークを過ぎたの

だよと。こうとらえていいのか、もっとこのインフルエンザに気を付けないといけないのか。

これは大事なお話だと思うのです。  

 私事を言って悪いのですが、私の息子が今インフルエンザの最中なのです。今日で３日目か

な。もうとにかく熱が出て、１日２回病院へ行っているのです。そうしたら、新型インフルエ

ンザということになって、今日で３日目で、今朝私のところへちょっとマスクをして来たのだ

けど、とにかくこれにかかったら年寄りは死ぬわと。父さん、とにかく気を付けなさいと息子

が来たのですが、とにかく今現実こうなっている方々もいるし、それから、ピークが過ぎたよ

と、こう言うと、インターネットでもきょうやっているわけです。町民の間で町はもうピーク

は過ぎたと、こう言うのであれば、今インフルエンザのワクチンの話とどうなるのかなと。イ

ンフルエンザはピークを過ぎたのに、インフルエンザの新型ワクチンを打つ必要があるのかな

ということも１つ。 

 それから、普通のインフルエンザがこれからはやるわけです、冬、寒くなると。この辺の住

み分けだって必要になってくるのですが、どうとらえていいのか、私はここの場で聞いていて

わからないのですが、もう少しきちっと整理をしたお話を聞きたいなと思って。 

○議長（堀部登志雄君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） そうですね、松田議員の言われているとおりかと思いますが、

正確に言いますと、小学校の学級閉鎖とか、学校閉鎖とか、小中学生等の学童、児童生徒。こ

の方がかかるのは、盛りが過ぎたのかなというようなことでございまして、成人男子あるいは

成人の方、あるいは基礎疾患等を持っている方の危険性がなくなったわけではございませんの

で、これから、やはりインフルエンザのワクチン、予防接種が始まってまいりますので、そう

いった方は、まだ受けていない方はぜひ受けていただきたいと。こういう考え方でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 
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○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。今いろいろな、今回予算計上されていますけれど

も、実際に今これからワクチンを受けられる方もいらっしゃるのでしょうけど、実際に白老町

に、全町的に行き渡るだけのワクチンの量というのは、これから確保されるのかというか、い

ろいろな報道だとかを見ていますと、本当にほとんど入ってきていないような状況だというの

がよく流されています。ああいうのに僕たちも振り回されてはいけないと思いますので、今の

白老町の現状というのはどうなっているのか、その辺１点だけ、ちょっとお伺いしておきたい

なと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） ワクチンの確保の状況ですが、多分必要数の６割から８割程度

は間違いなく年度内には来るというぐあいに言われています。 

 ただ、今まで新型の場合は２回接種が必要だったものが、１回でもいいよという層が相当数

出てきたということで、当初全国的に見ますと 5,000 万人ちょっとの確保ということでござい

ましたけれども、多分 7,000 万人から 8,000 万人分くらいは確保できるだろうというような状

況になってきていますので、ワクチンが入ってくる時期は別にして、ワクチンの所要数そのも

のは、ほぼ足りるのではないかなというような見方をしています。 

 ただ、実際問題ワクチンの供給そのものが、正直言いますとスムーズに入ってきていないと

いうような状況になっています。多分、国が各都道府県のほうにワクチンの数を割り当てをし

て、実物を道が各医療機関に直接配送すると。薬の卸を通してなのですけれども、直接配送す

る形をとっておりまして、その辺の系統が結構乱れがあるというふうに聞いております。 

 それで、わがほうもいつ本当に入ってくるのか正直言ってわからないというような状況もあ

りますが、総体的な数としてはほぼ確保できるのではないかという見方をしてございます。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 前田です。２点伺います。 

 まず基本的なことを議論している中で、正式に一般の方々の接種料金が幾らだということを

言われておりませんので、それを確認します。 

 それと、今非課税世帯の人方の分で２回分見ていますよと、こう答弁がありましたけれども、

これいろいろ報道されていますけれども、この接種回数がこれ１回なのか２回なのか。その辺

の根拠。それと、あわせて副作用について、これどうなっているのか。その辺の白老町の見解

と、直近の公的機関、国あるいは保健所等から、それらの通知、通達がどのような形で示され

ているのか、現状のその部分を正確にお伝え願いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） まず、ワクチンの料金でございますけれども、２回分で 6,150

円です。１回接種の方については 3,600 円。２回目については 2,550 円となってございますけ

れども、１回病院が変わった場合は２回目についても同様に 3,600 円という形になっていまし

て、２回分合わせて 6,150 円の料金がかかります。 

 それから、この副作用の関係でございますけれども、基本的に当然ワクチンを注入するわけ
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ですから、それによって赤く発疹が出たり、また多少ぐあいが悪くなったりする場合もありま

すけれども、基本的に心臓だとかそういう特定の方が、体調が悪くなればすぐ病院にかかって

いただくような形になってございますけれども、基本的にはどうしても若干の注射を打った後

の赤く腫れることは、人によってはあり得るのかなと思ってございます。仮にそれが、体調が

非常に悪くなれば、やはり打った病院に行っていただいて、治療をしていただくというような

形になります。 

 また、これについて国のほうでは、先日 10 月 27 日に副作用保障法という形で、特別措置法

を上程してございまして、これにつきましては通常の予防接種の被害のほうと同じような形で

今法律案を上程しているところでございますので、仮にそういう場合は、その国の法律に基づ

いて対応していくような形になろうかと思います。 

 基本的に、先ほど事務長も言われたとおり、通常は２回ということになってございますけれ

ども、今２回打つのは 13 歳未満の方と、事務長が言ったように 65 歳以上なのですけれども、

今言われています20歳から50歳については１回でも抗体ができる可能性があるということで、

今厚生省で示している中では、成人の 20 歳から 50 歳については１回でも十分でないかと。そ

の後、国ではその打った経過を見て、今後その枠を拡大していくかどうか検討しているという

状況でございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） １回、２回については、それは患者を見た状況で、受診した先生の見

解なのか、厚生労働省のほうから正式に、こうこうだから２回にしなさいとか１回にしなさい

とか、そういう部分がちゃんと明確に通知、通達が来ているのかどうか。これが後からまた、

先ほど言ったように副作用だとかの関係も出てくると思うのです。それが、ただ町とか町立病

院の先生の判断ではなくて、そういう公の中でちゃんとされているのかどうかということだけ

確認しておきます。 

○議長（堀部登志雄君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） これは国のほうから通達が来ておりまして、西課長が言われた

年齢に該当する方については１回で十分というふうに来ております。多分、この部分について

は変更はないだろうというふうに考えております。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 
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 採決いたします。 

議案第１号 平成 21 年度白老町一般会計補正予算(第６号)、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 


