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平成２１年白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２１年３月１８日（水曜日） 

開 会   午前 １０時００分 
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     ◎ 開議の宣告 

○副委員長（近藤守君）  ただいまから、昨日に引き続き、予算等審査等特別委員会を再開いた

します。 

 本日の会議を開きます。 

（開会 午前１０時００分） 

                                           

◎ 議案第１３号 平成２１年度白老町一般会計 

○副委員長（近藤守君）  議案第 13 号 平成 21 年度白老町一般会計予算を議題に供します。 

 進める前に、昨日、大渕委員からの質問に対しての答弁保留がありましたので報告いたします。

高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君）  昨日のご質問、316 ページの公債費の件でございます。公債費の

１項公債費、17 億 7,858 万 5,000 円。この額には、１目の元金、２目の利子、これを足した額でご

ざいます。それで、お尋ねの件は１目の? 、長期債元金償還金、それと、２目長期債利子支払費、

この２つを足した額に相当する部分の質問だと思います。その額は合わせますと、17 億 6,807 万

1,000 円という額です。この額に対しまして、まず、一般会計の交付税算入見込額、これが 10 億 8,714

万 2,000 円となります。算入率は61.49％。 

 それと次に、この中の港湾整備分です。この分が７億 1,985 万 9,000 円でございます。交付税算

入見込額、５億3,888 万 5,000 円。算入率が74.86％でございます。 

 そして、次に特別会計でございます。下水道会計、７億 2,762 万 1,000 円。交付税算入見込額が

２億 7,078 万 1,000 円。算入率、37.21％です。 

 そして、次に病院会計でございます。公債費、9,795 万 9,000 円。交付税算入見込額、286 万 4,000

円。算入率、2.92％。 

 全会計合計が25 億 9,365 万 1,000 円になります。合計の交付税算入見込額、13 億 6,078 万 7,000

円でございます。算入率にいたしますと、52.47％でございます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  それでは、ただいまより次に入ります。 

 予算書６ページをお開きください。区切りの１番です。債務負担行為、地方債及び歳入に入りま

す。初めに６ページ、７ページまでの第２表債務負担行為及び第３表地方債について、質問のある

方はどうぞ。 

 それでは、次に入ります。大きく２番、14 ページから 19 ページまでの１款町税全般についてを

議題に供します。質疑のある方はどうぞ。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  ２番、前田です。19 ページの入湯税について、税務課長ではなくて、岡

村産業経済課長に伺います。入湯税、今、これからいくと前年対比、626 万 4,000 円減額になって

います。歳出のほうでかなり観光誘致、ＪＴＢの関係で誘客活動しているということで、ことしで

４年目を迎えますけども、入湯客、湯治、かなり減っていますけども、これが税に反映されてきて

いないのですけど、その辺の部分が多分税務課を協議してこういう数字を出していると思いますけ
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ども、その辺がなぜ税に反映されていなかったのか、その辺の原因をお聞きします。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  当然、入湯税につきましては、うちのほうの観光入り込み客数

ですとか、そういうものをもとに税務課のほうと協議しながら入湯税の歳入について調整して計上

しているということになります。やはり入り込み数としての全体数はふえております。ただ、直接

的にお風呂に入るという部分については、実は、体験型のいわゆる観光という部分で、例えばバー

ガーアンドベーグルですとか、そういうようなお客で伸びていることは事実なのですけども、一方

で宿泊施設のほうについてはやはり落ち込んでございます。そこでいきますと、大型施設の計算見

込みということもございまして、そういう中では入湯客が減っているという現状がございます。以

上でございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか。15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  15 番、吉田です。簡単なことなのですが、きのうもちょっと話題に出ま

したけれども、定額給付金がいよいよ支給開始になるのですが、各自治体で悪質滞納者に対して、

これは国の制度ですけれども、自治体が配布をしていくということで発行していくということなの

ですが、そういう議論をしたというところがあるやに伺っているのですが、白老町としてはどのよ

うにお考えになったのか伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  野本税務課長。 

○税務課長（野本裕二君）  定額給付金に関しましては、うちのほうとしては、差し押さえはし

ないつもりでおります。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。 

 それでは、次に進みます。区切り３番。20 ページから 33 ページまでの２款地方譲与税・３款利

子割交付金・４款配当割交付金・５款株式等譲渡所得割交付金・６款地方消費税交付金・７款ゴル

フ場利用税交付金・８款自動車取得税交付金全般について。質問のある方はどうぞ。９番、斎藤征

信委員。 

○９番（斎藤征信君）  斎藤でございます。20 ページ、21 ページの２款の１項、２項、３項にか

かわって、平成21 年度からの道路特定財源が一般財源化されたということなのですが、普段ガソリ

ンをいっぱい使っているものですから、それが今度は高速道路にまた使われるのか、町道の整備に

使われるのか、あるいはまた、ほかの事業に使われるのか、いろいろ関心がありますのでちょっと

お聞きしておきたいのです。その内訳なのですが、こう見ていますと、１目の揮発油税と、それか

ら、２目の重量税が一般財源になっています。１億 4,520 万円になります。その下の地方道路譲与

税が 1,440 万円。一般財源化されたということは、こういうふうに２つに分割されたというふうに

理解していいのかどうなのかということで、去年と比べてみますと、去年は重量税と道路税と合わ

せて、１億 7,350 万円、これが道路財源になっていて、道路財源に指定されていたのは昨年の１億

7,550 万円が、来年度は1,440 万円になったと、こういうふうに解釈していいのでしょうか。 

○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）  基本的にすべて一般財源化になってございます。ただ、地方道路
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譲与税が従来の名前を変えずにそのまま残っているというのは、出荷時点で、３月時点で課税され

る分、それが実質的に市場に出回るのが年度を越えて、２、３カ月あるだろうということで、ここ

の部分は地方道路譲与税は従前どおり、一応残されていると。これもことし限りの話です。それで、

基本的には１項、１目と、２項、１目、この２つ、二本立てになります。今まで一応、道路に関す

るものに使いなさいといった部分、それの使途制限が外されてございます。それで、基本的には国

交省所管ですから、従前のお金の流れは変わりません。ただ、名前が変わっただけということと、

それと、使途は自由に使ってくださいということでございます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  わかりました。何に使ってもいいということなのですけども、よそのま

ちで一般財源化されたときに、今までやっていた道路工事が中断してしまうのではないかというよ

うな大騒ぎをしていたという記憶もあるのですけども、自治体としてはほかの事業に振り向けるこ

とができるというような、それでよかったというふうに考えておられるのか。あるいは、もともと

の道路財源だったものが、今度、町の鉄北幹線道路に振り向けられるとか、それから、町道の改修

に向けられると、そういうような道路に使うというような予定というのはあるのでしょうか。 

○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）  従前の使途ですが、道路の改良工事、それらにつきましては、ほ

とんどが補助金と、それから、起債です。一般財源というのはほとんど使われていないのです。そ

れで、何に使われていたかといいますと、やっぱり道路の維持管理費と、それから、職員の給与費

です。建設課の道路の維持管理だとか、設計だとか、そういった従事職員にほとんどが充てられて

ございます。そういうことで除雪費もそうです。ですから、そういう意味では、基本的には今まで

の使い方とほとんど変わらない形になるかなと思っております。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  わかりました。あと一つだけ、ちょっとわからなかったことをお聞きし

たいのですけども、去年の道路財源と言われていたものが、それから見ると今回のものがかなり下

がっているのです。総額で 1,390 万円くらい下がっているのです。この配分の比率なんかを見ます

と、交付額の比率も道路に対する配分率も変わっていない。それから、国の配分率が全然変わって

いないのに、どうして下がるのだろうと。道路延長分だとか、道路の面積分、これも比率も何も変

わっていないのです。それなのに合計金額が下がってしまっているのです。これは何が・・・。特

にそういう道路が縮まったとか、面積が少なくなったとか、そういうことにはならないはずなので

すけども、これはどういうことなのでしょうか。 

○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）  それぞれ配分される前の根っことなる財源、国全体の財源なので

すけども、ここの部分がやっぱりガソリンの需要が非常に下がってきているという面。それと、自

動車の売れ行きが落ちていて、新車が出回る台数が減っているということで、地方財政計画という

ものが、各自治体が新年度予算編成するときに、その増減率が示されるのです、そういった見通し

のもとに。その結果、その率を勘案すると、うちのまちはこれだけ減るだろうというようなことで
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減額しているということでご理解いただきたいと思います。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑のある方はございませんか。 

 それでは、次に進みます。区切りの４番。34 ページから 43 ページまでの９款国有提供施設等所

在町助成交付金・10 款地方特例交付金・11 款地方交付税・12 款交通安全対策特別交付金・13 款分

担金及び負担金全般について。質問のある方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。先ほど答弁いただいたのですけれども、まず、第１

番目に交付税の関係なのですけど。普通交付税の関係です。32 億云々という金額なのですけど、こ

の内、13 億 7,000 万円と言いましたか、これぐらいが起債の中に見られている分がこの 32 億円の

うちの 13 億円ですから、残ったのが約 19 億円と。これが一般的にいう、基準財政需要額から収入

額を引いた金額になると思うのだけど。そこで聞きたいのは、そこはルールとしてわかりますけど、

基本的なルールで道路がいくら、人口がいくら、学校が何ぼとかということを積み上げていく分が

今のような基準財政需要額から収入額を引いた金額になると思うのだけど、例えば病院のベッドだ

とか、そういうものというのは基準財政需要額と収入額との関係からいったら、そこはどういうふ

うなカウントになるのですか。要するに、色ついていないから見ると国が言っても、今の千円単位

までといったら起債の部分については、それがそういう形で千円単位まで出るとしたら、それはあ

る意味で色ついていると言えますよね。わかるというか。ところが、この部分は交付税で見るよ、

これも見るよと。特別交付税なら別です。特別交付税ではなくて普通交付税の分だけでいうと、そ

ういうところというのはどういう見分け方をすればいいのかということなのです。だから、そうい

うルール分で出る分で、病院のベッドなんかとそういう関係というのはどういうことになるのです

か。残った19 億円との関係でいえば。 

○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）  うちの歳出ではなくて歳入という視点から見ますと、大きく見ま

すと交付税というのは、個別算定経費、それから、包括、それから、個別算定経費の中でも公債費

を除く分と、公債費を含んだ分がございます。それで、地方債の元利償還金の分、この部分につき

ましては、ルールどおり基準財政需要額の中にカウントされます。ただ、病院だとか、学校だとか、

社会教育だとか、あるいは道路の維持管理費、それから、港の維持管理費だとか、そういったもの

につきましては、毎年、係数だとか単位表が変わってくるのです。だから、国が地財計画で当初、

国全体の交付税額を国の予算に応じて定めたときに、総枠で合わせるという行為をする。そのとき

合わせる行為を何でするかというと、今、言ったような個別の算定経費で。私、その辺詳しく記憶

していませんけども、例えばベッド、前年は 1,000 円だったと、だけど、ことしは財政が苦しくて

総枠ちょっと減ってしまったから１ベッド 900 円にしましょうだとか、そういう操作を国はやって

いくのです。その操作の部分はこの公債費には及ばないということなのです。確実にカウントされ

るのです。ですから、わかりやすく言えば、例えばうちの基準財政需要額が100 億円あるとします。

100 億円の中に 20 億円の元利償還金があるとします。それで、うちの基準財政収入額が 40 億円だ

とします。そうしたら、100 億円引く 40 億円、60 億円がうちの交付税になります。このとき、公債

費 20 億円、100 億円の中に含んでいる 20 億円、これを引きます。もし、ゼロだとします。一切、
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借金しないでやっているとします。元利償還金が発生しないとします。すると、100 億円が80 億円

になります。そうしたら、80 億円引く基準財政収入額40 億円。答えが40 億円ですから、20 億円減

ります。公債費の場合は確実にこういうふうになります。ですから、一般の経費とは違うのです。

ということで、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  そこはわかりました。そこのところはとても大切で、事業をやればや

るほど交付税ふえるのですよね。事業をやればやるほどふえるわけです。だから、そこを間違って

しまって、交付税ふえたから、どんどん使ってしまおうと使ってしまったら大変なことになるでし

ょう。そこはわかりました。だから、そこは、国は確実に見ているということです。問題かどうか

は別にして、それでは、残った分になりますよね。そうしたら、我々は、例えば病院なら病院を今

のような改革計画の中で、ベッド数これだけで、交付税これだけ見るから、交付税分だけについて

はうちでは出すと、それ以外は赤字出したらだめとこうなるでしょう。今の話では、増減する可能

性があるということですよね。増減する可能性があるということになりますよね。だから、そうい

うところまで交付税で、例えば１つは、どこまで見られるのかというのは、今回の32 億 1,900 万円

から 13 億数千万円引いた分の残った金額の中身というのは、この予算をつくる時点、何 月頃にわか

るのですか。この中身がわかるのは。 

○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）  実際は、予算編成する時点では２つの方法を取ります。１つは、

20 年度の実績を踏まえて、そして、積み上げていく計算でこれだけ出ますと。もう一方では、うち

の新年度、21 年度の予算の概要というのをお配りしたと思います。その６ページに地財計画の概要

が書いています。それで大体このぐらいになるだろうという予想のものの額を両方出すのです。そ

れで、どちらが見通しとしては精度が高いかと考えるのです。それで、精度が高いということと、

それから、リスクを負わないということ。基本的にはリスクを負わないほうを使うのです。今回は、

６ページに書いている地財計画、あれをベースにしてやっています。ですから、積み上げておりま

せん。この積み上げの計算が、多分、大渕委員がおっしゃるのは、これに基づいたものが21 年度で

いつぐらいに明らかになるかというご質問だと思うのです。それは大体、６月か７月ぐらいになる

かなと思います。それで、我々が一番ハラハラするのは、うちの算定がそのとき見込みどおりいっ

ているかどうか、そこです。そういうことでご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。基本的にはわかりました。この予算書でいけば、例

えば今、言った、確実に起債が入る分、その分についてはこれだけですとか記載したらだめだと地

方財政法か何かであるのかどうかわからないけれども、そういうものを頂くと、すごくわかりやす

いです、我々、見るときに。それで、積み上げの部分についていえば、どちらを取るかわからない

ということであれば、地財計画を取るか、去年度の積み上げ方式でやった金額を取るか、それは後

でなければわからないから。ということは、交付税で病院がいくら見てもらえるかというのは、わ

かるのは６月か７月にならないとわからないということになってしまいますよね、現実的には。だ
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から、そういう議論になっていくと、そういうことがわかるような、１つは仕組みがとれないのか、

この予算書で。ことしの起債の償還の中で交付税で見てもらえるような金額はこれだけですとか、

そうすると、もっともっとわかりやすくなるし、財政の中身がもっともっと見えてくるでしょう。

そういう意味で一つ、そういうことができないかということ。 

 それから、もう一つ。仕組みのところはもうそれ以上やめました。大体そこら辺までしかわから

ないから。それで、普通交付税32 億 1,900 万円。これは、今の出した金額からいうと、留保財源は

ありますか。普通交付税で。特別交付税見ているということは、普通交付税の留保財源はないとい

う判断でいいのかどうか。そこら辺がもう一つです。 

 それと、ちょっと違うところで済みません。国有提供施設等所在町助成交付金が 180 万円減って

いるのだけど、この根拠。どうして減ったかという、その３つ。 

○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）  まず、最初の件ですけども、一応、起債が、元利償還金が何ぼに

なるかというのは、確実に公債費のところでわかりますよね。そこは固定されて入ってくるのはわ

かりますよね。それで、病院に何ぼ入っているかと。それは先ほど言ったように、２本立てで見通

し立てるというゆえんはそこにあるのです。例えば病院にルール分で何ぼ繰り出しするかというこ

とは、積み上げでないと予想つかないわけです。そこの部分は予測でやるわけです。ですから、そ

れは病院会計の繰り出し総額と、それと、病院会計の企業会計のほうでの予算の審議の中で提出さ

れる予算書等で確認できると思います。 

○副委員長（近藤守君）  質疑を許します。 

○１０番（大渕紀夫君）  僕が言ったのは、この32 億円の中に起債償還分はこれだけだと。こと

しだったら、17 億いくらでしょう。その分はこれだけだよとかという記載が、ここでなくてもいい

し、資料か何かでこの交付税の中のこれだけが起債償還分で、これだけが積み上げ方式か地財方式

で出た分だよというようなことがわかるような仕組みにならないかということを言ったのです。記

載できないのですかと、ここに。詳細にそういうことが書けないかということを聞いているのです。 

○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）  その数字の持つ意味、これが果たして記載したとしても、もう国

の実際の新年度に突入してからの考え方がどう変わるかというのはわからないのです。だから、余

り意味がないのかなと思います。結果として、決算の段階でその辺は明らかにすることはできると

思いますけども、余りそれだけ私のほうで、行政のほうで一生懸命やって、時間、エネルギーを費

やして出して数字、それの持つ意味が余りないのかなとは思います。というのは、本当に予測でし

かないわけですから。だから、そういうことではちょっと、今の段階ではできないとは申しません

けども、検討させていただきたいと思います。 

○１０番（大渕紀夫君）  僕が言っているのは、起債の分の中で見ている分あるでしょう。それ

で、交付税は下水道会計で起債の中で交付税で見ている分も、一般会計で見ている分も、特別会計

で見ている分、企業会計で見ている分、全部入った分がここに来ているでしょう。職員の皆さんが

膨大な時間を取るというのならいいのだけど、きょう出してくれたようなもの、先に出してくれた
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ようなもの、そういうものがきちんと決まって、これは絶対交付税で見ているのだよといったら、

交付税で見ている額は起債の償還でこれだけとわかるでしょう。だから、下水でこれだけとかとい

うことがわかるように、ここに書けないかということ、そういう意味のことを言っているのです。 

○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）  私が冒頭にお示しした数字ですね。それをここに記載ということ

ですね。それは、来年までの間にちょっと検討ということでお願いしたいと思います。 

 それから、留保財源の件ですけども、留保財源という意味というのは、要するに実際はこのぐら

い来るかもしれないけども、だけども、ちょっと安全をくんで、これだけ握って予算化していると

いう意味で解釈してお答えします。そこの部分については、やはり一般財源の歳入部分では穴を開

けてはいけないというのが基本ですから。ですから、そこはいくらかでも余裕を見て、それは各家

庭の会計も同じだと思うのです。ぎちぎちで組まないと思うのです。車を買うのに、全部はたき出

して買うということはしないと思います。それと同じです、うちの考え方も。ですから、そういう

意味では、ある程度は余裕は持っているというふうにご理解いただきたいと思います。 

 それと、国有財産の件ですけども、これは前の課長も大渕委員に同じ質問をされたことがあると

思います。答えは同じで、要するに固定資産税の評価額、これは毎年原価償却が減ってきますから、

ですから、特段新たな投資をしない限り減っていくのです、やっぱり。だから、そういう意味でこ

れだけ減るということでご理解いただきたいと思います。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑のある方はございませんか。 

 それでは、次に移ります。区切り５番。44 ページから53 ページまでの14 款使用料及び手数料全

般について、質問のある方はどうぞ。 

 それでは、次に進みます。区切り６番。54 ページから 71 ページまでの 15 款国庫支出金及び 16

款道支出金全般について、質問のある方はどうぞ。 

 それでは、次に進みます。区切り７番。72 ページから81 ページまでの 17 款財産収入・18 款寄付

金・19 款繰入金全般について。質問のある方はどうぞ。 

 それでは、次に進みます。区切り８番。82 ページから95 ページまでの20 款繰越金・21 款諸収入・

22 款町債全般について。質疑のある方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。町債に対して、ちょっと基本的な考え方だけお尋ね

をしておきたいと思います。当然、大きな事業が去年から減りましたので、バイオマスとあれです

か、減りましたけれども。７億 8,000 万円というのは、多分、今までの中で、私が記憶している中

ではかなり少ない、一番少ないくらいで、前年度から比べると６億数千万円も減っているのですけ

れども、基本的にはこの後、ことし21 年ですから、22 年、23 年、24 年、25 年が一応病院のことを

考えているとしたら、それぐらいまではどれぐらいの規模で考えて、これぐらいで考えていますか。

今後の起債発行計画。 

○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）  基本的には、ベースはこのベースでいきたいと思っています。た

だ、やはり老朽化施設が多々あります。それで、緊急的にどうしても大規模改修あるいは改築をし
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なくてはいけないというものもひょっとしたら出てくるかもしれません。それだけ古いものを抱え

ていますから。ですから、ベースはあくまでこれでいきたいと。あと、給食センターの問題だとか

いろいろ、役場前の歩道橋だとか、どうしてもという部分が出てこない限り、これをベースでいき

たいなと考えております。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。 

 なしと認めます。 

 これで、第２表債務負担行為・第 3 表地方債及び歳入が終わりましたが、歳入の中で特に質疑漏

れのある方がおりましたら、どうぞ。 

 それでは、歳入、歳出全般について、質疑漏れのある方はどうぞ。13 番、熊谷雅史委員。 

○１３番（熊谷雅史君）  第 13 号の白老町の一般会計予算、歳入、歳出、質疑討議、僕が一番最

後になると思います。実は歳出のほうの 123 ページ、広域行政推進事務費のことに絡んでお聞きし

たいのです。ここで19 節に各団体等々の負担金が記載されているのですけども、特に千歳・苫小牧

地方拠点都市地域整備促進協議会、拠点法ですね、このことについて５万円の負担金を我がまちの

21 年度の予算で計上されているのですけども、この負担金５万円の額が少ない、多いではなくて、

この組織自体が今どういう活動をして、どういうような内容になっているか、ちょっと説明をして

いただきたいなと思うのですけど。 

○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）  これは平成４年に多極分散化型に、地方拠点都市をつくるという

ことで法律がつくられまして、平成５年に３市３町で恵庭、千歳、苫小牧、それと、白老、むかわ、

安平と、この３市３町で組織された協議会でございます。要するに広域的に、やはり各まちの持つ

特色、そういったものを踏まえた役割分担、それと持ってして、圏域全体の潜在力を高めて、地域

全体のインフラ整備だとか、ソフトの面だとか、企業誘致だとか、そういったことを強力に推進し

ようというもとでつくり上げたもので、実態としては、いろいろな情報交換だとか、互いに持つノ

ウハウを持ってして検討会だとか、そういったことをやってございます。それで、今、これから、

いろいろ各まちの相互の連携を図って、まちづくりをやっていくという上では、まだまだ必要な組

織かなというふうに考えてございます。 

○副委員長（近藤守君）  13 番、熊谷雅史委員。 

○１３番（熊谷雅史君）  経緯については、私も承知しているところなのですけども、今、なぜ、

これを聞いたかというと、昨日の同僚委員の８款の土木費、港に関する町長とのやりとりの中で、

管理を我がまちではなくて国にお願いしていくという形の中でいろいろ作戦もあると、いろいろな

絡みもあるという話もありました。それから、９款の消防についても広域的な絡みの中では、我が

まちの考え方もあるというふうに僕はとらえたのですけれども。なぜ、今、聞いているかというと、

非常にそういう広域的なやりとりの中で連携を高めることは、るる、信頼関係だとか、我がまちに

とって不利益になるということになれば、これはいたし方ないなと思うのですけども。今の国の対

応だとか、道の対応を見ると、我がまちのこれから進む道の中で非常にそういうものに入っている

だとか、そういうものに集約されているところが障害になるというような気がしてならないのです。
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それで、この間の予算の審議の中でいろいろ我が同僚委員も聞いて、理事者側からの答えを聞いて

いると、やはり町長の21 年度に向かう我がまちに対する行政のあり方、それから、進め方を逐次聞

いていると、非常に中央政府、これは道ですけども、それから、中央政府ということは国になりま

すけれども、いろいろな絡みの中で我がまちの町民のために施策をするときに、財源の確保だとか、

いろいろな絡みをするときにこういうものが障害になっているのではないかと、私はそう思うので

す。ですから、こういうものを含めて、４月から新たに総合行政局というのができて、新たに戦略

を、我がまちの戦略というのがはっきり打ち出せるという組織体を僕は期待しているのですけども。

これは町長がそういうことの中で、これはトップダウンという話ではないです、合意形成が必要で

すけれども。我々、議会とも、町民とも。例えば白老港を国の中央港湾に指定をしてもらうという

運動を始めるという、これは同僚委員が言って、質疑の内容については理解していますけれども、

もし、そういうときになったときに、やはり総合行政局が中心となって、いろいろな障害を取り除

いて、近隣とのつばぜり合いも出てくると思うのです。だから、そういうところの絡みを僕はして

いただきたいと。そういう部分に予算をいっぱい使っていただきたいということなのです。それに

ついて、総合行政局のトップと言ったら悪いですけど、実務者というのは副町長になると思うので

す。それで副町長、今、言っている中身というのは非常に抽象的で悪いのですけども、考え方です、

これがもし、あれば、お聞かせいただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  目時副町長。 

○副町長（目時寛行君）  総合行政局でどういった施策を展開するか。トップである町長の政策

の考え方、これをトップダウンをいかにして各部局に下ろしていくか。また、ボトムアップして、

いかに町長の考え方、政策とすり合わせていくか。これは総合行政局、あるいは各部長が、これは

総体的には庁議の中ですり合わせていくということと、それと、各施策が確実に成果が上がるよう

に、こういったことを調整する機関として総合行政局、それと、庁議の各部長が集まった会議の中

で進めていくと、より確実に進めていく、こういう形で部制を引いていきたいとこのように考えて

おります。まだ、やっていませんので、これから着実に積み上げながら進めていきたい、このよう

に考えております。また、議員の皆さんも応援をよろしくお願いしたいというふうに思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○副委員長（近藤守君）  13 番、熊谷雅史委員。 

○１３番（熊谷雅史君）  副町長の意気込みに期待をしまして、今回、89 億 7,300 万円、一般会

計予算、これについては、私個人的な議員の立場から、非常に網羅された予算書であるということ

を感じております。その中で、先ほどちょっと言いましたけれども、施策にかかる経費、同僚委員

も東京事務所の絡みで、いっぱい町長に何回も行ってもらって、予算いっぱい使って、それで、う

ちのまちにフィードバックしたほうがいいのではないのかと、こういうような意見もありました。

まさに僕もそう思っています。そういうことを最後に、町長に申しわけないのですけども、この21

年度白老町一般会計予算、これについてのさらなる決意といったら悪いですけども、町政表明では

理解していますけれども、我々も協力できる部分は全力で協力していきたいという立場を取りたい

ので、そういうことを踏まえて決意を聞いておきたいなというふうに思います。 
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○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  ただ今、熊谷委員のほうからありました。今回の予算の策定にあたりま

しては、まず、係、係長のほうからどんどんボトムアップ形式というのですか、そういうのも実は

採用いたしました。それと、今、目の前にある大きな課題に勇気を持って取り組むということと、

もう一つは、今、町民、議員の皆さん、職員も大変迷惑をかけている財政部分、それを職員全体で

きちんとまず認識いただくと。認識していただいた上で、要するに最大限力を発揮して、職員かな

り少なくなりましたので、そういう中でやっていける仕事ということで今回予算を取り組んでここ

まで来たわけでございます。一番は、やはり町民の安全・安心ということを基点としてつくったわ

けでございますが、ことし、そして、また来年まで、予算もそうなのですが、予算の消化と、一方

では借金も確実に減らしているわけでございますから、その辺、我々の使命といいますか、安心・

安全を確保した上で借金もきちんと払うと。加えて、将来に夢と希望を持ちながら、持たせる。そ

して、次の世代には迷惑をかけさせないということを前提として取り組んだわけですが、今回も議

会の皆さんのいろいろなご意見、ご提案を聞きまして大変勉強になりました。職員も今回、ネット

で聞いておりますので、また、今回の議会との議論は来年度予算、そして、今年度中にも生かされ

るものは生かしていきたいという考え方でございます。どうもありがとうございました。 

○副委員長（近藤守君）  ほか。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  ３番、西田祐子でございます。まず、185 ページの白老町環境審議会、

この件でちょっと聞き漏れたものですから。これは、ここばかりではなくて、全体の審議会につい

てお伺いしたいのですけども。今年度の予算を見させていただきましたら、審議回数がほとんど１

回という形になっているのです。多分これは予算が足りないから、こうなのかなとは思ってはいた

のですけども。この環境審議会の方から、予算が取れないから１回だけでしてほしいという意見が

ったと、昨年度そのように聞いていました。でも、審議会の方々はお金ではないのだと。自分たち

で環境のことについて一生懸命やりたいので、無料でもいいから開かせてほしいということで何回

か審議会を開催されたという話を聞いておりました。私はそれに対しては、非常に町民参加型で意

欲的で非常にありがたいのですけれども、今回の予算でも全部１回しか書いていませんよね。です

から、審議会のこの方々にお支払する、そういうものの名目がどういう形でなっているかというこ

とも大事なのですけども。例えば、１回に１人 2,000 円頂くとか、3,000 円頂くとかという考え方

ではなくて、せめてガソリン代とか、お茶代だとか、そういう形でもっと自由にたくさん審議回数

をふやしていただければありがたいなと思ったのですけど、その辺はいかがでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  例示かもしれませんけれども、うちの環境審議会、これについ

てはご指摘のとおり、昨年ちょうど環境町民会議の設立に向けました、その下地のご審議をいただ

くということもありまして、協議会は密度の濃い内容ということで開催する必要があるのではない

かということで審議会のほうでも話がありました。それで、おっしゃられるとおり、予算等もあり

ますので、これについては、そういう審議をしたいということでそういう報酬抜きに開催させても

らいたいというようなことも申し入れがありまして、実質、それを受けた中で開催した経緯もござ
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います。ただ、報酬ではなくて、実費の旅費等については考慮したと、そういう経緯でございます。 

○副委員長（近藤守君）  目時副町長。 

○副町長（目時寛行君）  審議会、やっぱりきちんと必要な回数を報酬は見るべきだと考えてお

りますので、必要な都度、それについては大変申しわけないのですが、補正をさせていただいて、

それはきちんとお支払をするということは基本に考えていかなければならないというふうに考えて

います。ご指摘いただいたものは本当に当然な話ですので、これは是正をしなければならないとい

うふうに考えております。 

○副委員長（近藤守君）  ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  ５番、山本でございます。予算全般に対して質問がございます。今回の

代表質問の中で健全化判断比率の部分で非常にクリアするものはクリアされて、数値的にも大分下

がるものは下がるということが理解できまして、これで町民も一安心するところはあるのかなとは

思っています。特に連結実質赤字比率の予想は 13.06％と 10.16％ということで、平成 20 年、平成

21 年度の決算や予算をベースとした数字も伺いました。これも危険水域を脱することができるのか

なというふうに思いました。また、資金不足比率に関しましても、各特別会計の国保病院、公共下

水道、臨海部土地造成、工業団地土地造成の事業会計、これも20 年度中にクリアするということで

必要額ですとか、具体的手法も伺いましたのでこれも十分理解をいたしました。 

 そこで、将来負担比率なのですけども、これは 350％でイエローカードということですけども、

白老は平成19 年度で 191.3％。これは数字的にはクリアしているのですけども、全国町村の平均が

92.何％でしたので、まだ２倍以上だと思うのです。この将来負担比率についての考え方、今後の考

え方と予想も含めて。しかしながら、給食センターですとか懸案事項もあると思うのです。ですか

ら、これは一概には必ずしも減らせばいいということでもないと思いますので、考え方についてお

尋ねしたいというふうに思います。 

 それと、実質公債比率。これも平成 19 年度の決算で 14.9％ということでイエローカードの 25％

はクリアしております。しかしながら、これの今後の考え方について、どの程度の数値を目標にし

て、設定してやっていこうという考え方を持っておられるのかというのをお尋ねしたいと思います。 

そこで、こういったことを非常に職員の皆様方の協力、それと、町民の大きな協力のもとでこうい

ったことが成り立っていると思うのです。国の地方交付税というのもありますけれども、これは町

民の協力や犠牲の上に成り立っているということも過言ではないと思っておりますので、こういう

ような状況に今後なりそうですよというようなことも含めて、やはり町民に対して広報等を通じて、

こういった健全化判断の比率の方向性というのかな、それらをやはりお示しすべきではないのかな

というふうに考えますけども、その点はいかがでしょうか。 

 もう一つなのですけども、もう一方でちょっと私、懸念があるのです。そういったことで健全化

判断比率がクリアできて、見通しも見えてくるということに今度なってきますと、我々、各議員の

立場、一歩外に出ますと、町民から様々な要望を受けることになるわけでございます。きのうも同

僚委員から、例えばどこどこの会館を使うのに、ほかのまちのほうが安いからほかのまちに行って

やっているのだとか、そんな話もありましたけれども。一歩外に出ると、今度、我々は町民生活の
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安心・安全のためのいろいろな要望を聞いてくると。そうなってくると、それでは、こういう数字

がもう大分こうなってきたのだから、これぐらいいいのではないかみたいな話で、今度、我々はそ

ういうようなことになってくる可能性もあるわけです。また、一方では、職員の皆さんは職員の皆

さんで、いや、もうこれだけ総務省の数字はこれだけクリアになるのだから、安易にとは言いませ

んけども、例えば、これから行われる機構改革、部長制度含めて機構改革の中で職員の皆様方もい

ろいろな不安もあると思うのです。そういう中で臨職のそれぞれのチームの中で、１人、２人、今、

数字こうなのだからふやしてもいいのではないかというような方向に、議会も町民も安心する、職

員も安心する、そういうようなことになってはいけないと思うのです。そういった意味でやはり新

財政改革プログラムの平成 28 年度までの計画までにはやはりふんどしを締めなおすようなことも

私は必要、意識上のです、こういったこともやはり必要ではないのかなというふうに思うのです。

ちょっとそういったような懸念も今定例会通じて感じたものですから、これについての考え方もお

伺いしたいなと思います。 

○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）  それでは、私のほうからお答えさせていただきたいと思いま

す。３点ありましたが、３点とも総体的にはプログラムに関係ありますので、一括的に今後のプロ

グラムの進め方とか将来的な考え方についてお話させていただきたいなというふうに思います。 

 当然のことながら、新財政改革プログラム、28 年度の計画になっています。プログラムについて

は着実に実施していかなければならないというふうに考えております。ただ、今回このプログラム

を作成した段階で十分把握できなかった、いわゆる資産の評価をどうするだとかそういったものは

総務省から如実に、正確に示されていない中でこういうものをつくっております。それで、今回の

プログラムの数値的なものについてはそういったものを参酌すると、ある程度の資産の評価がされ

たということで数値的にはかなりいい数字が出ていると。これは実態でございます。ただ、実態的

に、それでは、我がまちの赤字が、数値が変わったからといって減っているかというと減ってはい

ないと。ただ、20 年度では歳入が膨らんでいて、その部分について繰り上げ償還していこうとか、

そういう部分については、今年度については大まかにいうと４億円ほどの増収が見込まれています

ので、そういった意味では、今年度については繰り上げ償還等を含めていきますと４億円ほどプロ

グラムに対して減る形になるというふうに思います。ただ、総体的には30 億円のうちの４億円でご

ざいますので、当然26 億円、まだ赤字があるとこういうことでございます。したがいまして、毎年

毎年、決算ベースで検証しながら、そのものをどうしていくかということは逐次、議会の皆さんと

も確認をしながら議論しなければいけないことだというふうに考えてございます。そして、プログ

ラムの中でも議会からご提案出ているように、21 年度決算ベースにおいては全体的に見直ししまし

ょうとこういう話になっておりますので、作業的には22 年度、そういったものについては見直しを

する形になるというふうには考えてございます。そういった中で今後のプログラムの運営をどうす

るかということをまた再度協議したいなというふうに思っています。そういったことで、その間に

ついては着実にやはりプログラムどおりに進める必要があるというふうに考えてございますので、

ご理解のほどよろしくお願いしたいというふうに思います。 
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○副委員長（近藤守君）  ５番、山本浩平委員どうぞ。 

○５番（山本浩平君）  将来負担比率と実質公債比率の考え方というか、展望というかな、これ

と、もう一つは今のこの現状を広報等でお知らせすべきではないかということについてのお答えを

いただきたいと思います。 

○行財政対策室長（山口和雄君）  総括的にお話させていただきましたけれども、毎年毎年検証

はしますと。いわゆる将来負担比率についても、実質公債比率にしてもそうですけれども。そうい

ったものについては、決算ベースで大体９月くらいに毎年出てくると思います。そういったことで

は当然、町民の方にもお知らせしますし、そういったことでの状況というのは逐次明らかにしてい

きたいというふうに思います。ただ、先ほど総体的にはお話させていただきましたけれども、将来

負担比率でありますとか、実質公債比率についても、当面はプログラムどおりに行う考え方でござ

います。それで、これが着実にやることによって、将来負担比率についても平成28 年度中に 117.7％

になりますということはお示ししているわけでございまして、それは着実に現執行体制の中で行う

とこういうことでございますので、あわせてご理解をお願いしたいというふうに思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑のある方は。 

 なしと認めます。 

 これをもちまして、一般会計のすべての質疑が終了いたしました。 

 ここで、10 番、大渕紀夫委員ほか２名から、平成 21 年度白老町一般会計予算に対する予算組み

替え動議が文書により提出されております。 

 大渕紀夫委員ほか２名から提出のあった動議は、本案と関連がありますので併せて議題とし、動

議の提出者から提案説明を願います。 

 10 番、大渕紀夫委員、発言を許可します。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕紀夫でございます。 

 議案第 13 号平成 21 年度白老町一般会計予算に対する予算組み替え動議を提出者、賛成者記載の

とおり提出をいたします。 

 めくっていただきまして、議案第 13 号、平成 21 年度白老町一般会計予算に対する予算組み替え

動議です。議案第 13 号、平成 21 年度白老町一般会計予算に対する予算組み替えを次のとおり求め

ます。 

 ?  ２款総務費において。１項総務管理費、１目一般管理費、13 節委託料中、投票人名簿システ

ム構築業務委託料、481 万 7,000 円全額削除。１項総務管理費、17 目諸費、19 節負担金補助及び交

付金中、白老町自衛隊協力会連合会補助金、９万4,000 円全額削除。 

 ?  ８款土木費において。４項港湾費、２目港湾建設費、19 節負担金補助及び交付金中、白老港

建設事業費、３億 7,900 万円中、２億円を減額すると。１億 1,000 万円は債務負担行為でゼロ国で

もう通っておりますのでそういう形にいたしました。 

 以上の科目において、予算案に計上した金額のうち、それぞれ事業の全額及び一部を減額し、起

債総額を抑制するとともに、減額に伴う一般財源額相当額は財政町政基金積立金に組み替えること。

以上でございます。 
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○副委員長（近藤守君）  ただいま、提出者からの説明がありましたが、動議に対する質疑を許

します。質疑のございます方はどうぞ。５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  各項目のそれぞれの理由について、詳しくお話をしていただければと存

じます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。総務管理費の中の投票人名簿システムについては、

我が会派のものは質問をしておりますけれども、これについては国の手立てとはいえ、また、答弁

を十分聞いております。来なくなるのではないか等々聞いておりますけれども。我々は、投票人名

簿の作業につきましては、国の今まだやらなければいけないことがたくさんあるにもかかわらず、

また、附帯決議もあるにもかかわらず、それを越して地方にこの名簿だけをつくれというのはおか

しいと。当然これは、国民投票法案が通っていますけれども、これは例えば、白老町がこの予算を

削ったとしても私は、国はそれによってもう渡さないからやってくださいなんていうことになるよ

うな中身のものではないというふうに理解しております。 

 次に、自衛隊協力会の関係につきましては、一貫して我々は述べてきたように、ここについては

削除をしていただきたいということでございます。議論はいろいろありますけれども、一貫してこ

のことは今までの予算の中でも、反対討論の中でも何度も議論してきた中身でございますので、そ

ういう視点からこの点をすると。 

 それから、港湾費については先日、議論があったものでございまして、２億円の減額というのは、

１億 1,000 万円がゼロ国で債務負担行為で起こっております。残った分は、我が会派の代表質問で

も全額削除、継続をまったくやめるというのは、ちょっとそこまでは我々は踏み込まないというこ

とを代表質問でも述べておりますので、こういう形での組み替え動議を提出したとこういうことで

ございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、ございませんか。 

 動議に対する質疑なしと認めます。 

 これをもって、動議に対する質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。最初に、動議から討論いたします。討論はありませんか。 

 反対討論。５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  ５番、山本でございます。結論から申し上げまして、すべての項目にお

きまして、この予算組み替えに対して反対をいたします。 

 まず、先ほど説明がございました、この１項目目の投票人名簿システム構築業務委託料に関しま

しては、法案が通っていることでございます。これを地方自治体として準備をするというのは、私

は当たり前だというふうに考えますので、この組み替えに対しては反対でございます。 

 また、自衛隊協力会への補助金でございますけども、自衛隊協力会の会長は飴谷町長が会長でご

ざいます。また、かつては無かったのですが、今は白老港に弾薬が上がるというようなことで防衛

庁の利用もいただき、また、防衛庁関連の予算も大いに町民の生活のために役立っていると思いま

す。そういった中でこれを全額削除するということに対しても反対でございます。 
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 また、白老港の建設事業でございますが、白老町の財政が許す状況であれば、本当は平成21 年度

で一部供用開始が行われておりまして、チップ船ですとかいろいろなものが入ってくるような予定

になっておりましたけども、白老町の財政事情の中から町が負担できる金額も４億円以内に抑えな

ければならない事情の中でこの港湾の一部供用開始が利用されるところの理解も、また、国の理解

もいただきながら建設されているわけでございますので、これ以上の減額は町の将来の発展を考え

るとマイナスになるとこのように考えております。 

 以上のことで、この組み替えに関して反対を表明いたします。 

○副委員長（近藤守君）  次に、動議に対する賛成討論の発言を許します。９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  ９番、斎藤でございます。平成21 年度一般会計予算案組み替え動議案に

賛成する立場で意見を申し述べます。 

 国の財政健全化法に直面して、財政改革プログラムを作成し、その計画に沿って、平成21 年度一

般会計予算を審議してきたところであります。これまでの苦労のかいがあって、ひとまず最悪の事

態を回避できたことは喜ばしい限りだと思っております。しかし、内外の厳しい情勢、社会情勢の

中にあって、町職員はじめ、町民の負担増という重石は今後の暮らしの中で重圧となってくること

は間違いありません。このような事態にあって、私が代表質問したように、大型開発行為には無理

があり、先延ばししてでも時期を見定める必要があります。議論の中でも一つの方向が出されてお

りましたけれども、現在の世界的経済恐慌は決してこの先、楽観を許さないものがあります。事業

を縮小してでも平和と町民の暮らしと懐を守る立場で出された組み替え動議案に賛成の意を表する

ものであります。 

○副委員長（近藤守君）  動議に対する反対討論の発言を許します。ほかに討論はありませんか。 

 動議に対する討論はなしと認めます。 

 次に本案に対する討論をいたします。討論はありませんか。 

 本案に対する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。 

 採決いたします。 

 まず、本案に対し大渕紀夫委員ほか２名から提出された動議から採決いたします。 

 動議に賛成の方は挙手を願います。賛成３名、反対９名です。 

 よって、予算組み替え動議は否決すべきものと決定しました。 

 次に、本案に対して採決いたします。 

議案第 13 号 平成 21 年度白老町一般会計予算、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。賛成９名、反対３名。 

 よって、議案13 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 暫時、休憩いたします。 

休  憩   午前 １１時１０分 

                                           

再  開   午前 １１時２３分 

○副委員長（近藤守君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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    ◎議案第１４号 平成２１年度白老町国民健康保険事業特別会計予算 

○副委員長（近藤守君）  議案第 14 号、平成 21 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算を議

題に供します。恒例によりまして歳出から質疑に入ります。 

 別冊の国民健康保険特別会計、38 ページをお開きください。 

 １番、38 ページから45 ページまでの１款総務費全般について。質問のある方はどうぞ。 

 次に移ります。区分けの２番。46 ページから 59 ページまでの２款保険給付費、３款後期高齢者

支援金等、４款前期高齢者納付金等、５款老人保険拠出金、６款介護納付金、７款共同事業拠出金

全般について。質問のある方はどうぞ。 

 次に進みます。区割り３番。60 ページから 71 ページまでの８款保健事業費、９款基金積立金、

10 款公債費、11 款諸支出金、12 款予備費全般について。質問のある方はどうぞ。２番、前田博之

委員。 

○２番（前田博之君）  前田です。61 ページの健康づくり指導の中で該当すると思うのですけど、

２点ほど伺いたいと思います。 

 先ぐらいに私、予算か、補正予算の中で町長にインフルエンザの関係で、今、老人関係でお年寄

りに結構負担強いているので、ささやかなプレゼントでもということでインフルエンザの予防接種

を考えてほしいと言ったら、町長は予算の範囲内で検討したいとこう言っていました。しかし、19

年度 500 円が、20 年度のインフルエンザの予防摂取料 1,000 円の負担になっているのです。多分、

21 年度もそうだと思うのですけども、なぜ、この負担を逆に上げたのか。それをまず１点、お聞き

したいと思います。 

 それと、ここでいいのかどうか・・・。先般、課長の説明で、ヘルスアップ事業の中で今度プー

ルを使うという話がございました。非常に結構なことだと思いますし、今そういうようなお年寄り

の筋肉、体力を増強するのにいいなと思っています。ただ、多分ここを受ける人がプールの入館料

を払うと思います。これは、私はいいと思います。前回ここでいろいろ議論していますから。それ

を別にして、そういう入館料がお年寄りの方が上がった、あるいはプールの協会に入っていない方

が半額の入館料の免除規定が適用されなくなったのです。それで結構、プールから足が遠のいてい

る人がいますけども、このヘルスアップ事業で講師謝礼云々わかりますけども、逆にただにすれと

は言わないけども半額ぐらいでもう少し、この受講がしやすいような形に考えたいいかなと思いま

す。ということは、室蘭なんかは国保の加入者にはこれを利用してプールの入館料を補助したりし

ているということもやっていますので、高額医療法の関係もあると思いますけれども合わせて伺い

ます。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  ２点、ご質問ございました。１点目はインフルエンザの予防接種で

ございますけども、19 年度まで 500 円ということで、20 年度から1,000 円に実はしていただきまし

た。これは、20 年度からの後期高齢者医療制度が始まりまして、75 歳以上の方がそちらの保険のほ

うにいかれるということで、ご存知のとおり、後期高齢者医療は、保険者は北海道広域でやってお
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りますので国保の加入者から抜けたということで、その老人の取り扱いをどうするかということを

検討しまして、健康福祉課とも相談して、その人方も当然、予防接種受けるわけですから、その方

たちの負担をどうするかと。今の制度では保険者が違いますので、その人たちを知らないという話

にはなりませんので、そこで一律、これは被用者保険の方もそうですけども、国保以外の方もそう

ですけども、合わせて 1,000 円をいただいて、町民 65 歳全員対象にしようということで実は実施、

スタートしました。結果、昨年度実績で2,875 人受けて、65 歳以上の方です。内訳は、国民健康保

険の加入者が 982 人、後期高齢者の対象者が 1,714 人ということで、あと、被用者保険の方が 163

人、それから、生活保護を受給されている方が16 名ということで、圧倒的に後期高齢者の方が多か

ったということで、その費用について、本来でいけば、国保事業保険者として 982 人分の費用負担

で私どものほうはそれでいいという話ですけども、そういうわけにもいかないということで、後期

高齢者もスタートしたばかりですから広域のほうからの補助もございませんでしたので、これは健

康福祉課のほうと費用案分して、両方から一般会計と国保会計でこの 1,714 人分、ご本人に 1,000

円いただいていますから、ワクチン分のほぼ 1,000 円分ぐらい、それを案分して支出したという状

況でございます。今年度については、後期高齢者医療広域のほうと協議して、そちらの分はそちら

のほうからもらうようなことを協議していきたいなと考えております。 

 あと２点目のプールを利用した水中体操。これは、実は３連携の中で、今まで病院と健康福祉課

と私どもの中で３連携ということで予防医療を進めてまいったところですけども、やはり庁舎内で

そういう運動を展開している社会教育課のほうと連携して、そういう体育施設、うちもたくさんあ

りますから、その中でプールを利用して、そういう健康の予防のための体操を取り入れたというこ

とで、もう本年度も実は２月、３月実施しています。その中でも講師の謝礼と、一部プールのコー

スをお借りすることがありますので、その部分のお金は私ども国保のほうで見て、委員おっしゃる

とおり、入館料のほうはご負担いただいたと。参加者の方にご負担をいただいた形で今年度は２回

やりました。次年度もこれを継続した形で行っていきたいと考えておりますので、入館料の部分の

費用負担も参加者が20 名ほどいましたので、これはちょっとふえてまいりますと負担もなかなか国

保のほうから出すお金も本当はもうちょっと検討しないといけないのですけども、総体的に参加者

の見合いも含めて入館料については検討していきたいなと考えております。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  インフルエンザの予防接種は逆に 500 円から 1,000 円になったけども、

対象者を拡大したので逆に受診者が多くふえたということで、そういう部分の効果が大きいという

ように解釈していいということですね。 

 それと、プールについては、プールの人からも聞いている、私も行っていますけども、結構、最

近、私も含めて老人の方の利用者少なくなっているのです。ぜひ、やっぱり健康増進のためにも社

会教育も含めて、こういう事業を積極的に参加されるような広報等で周知して、せっかくいい事業

ですから周知を図っていただきたいなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  インフルエンザは、19 年度実績を申し上げますと、2,287 名でした
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ので、約 560 名ほど一気に今回伸びたわけですので、代表質問でもありまして答えましたけども、

予防医療に対しての関心度が高まってきたのではないかなとありますので、ことしも多分、インフ

ルエンザも鳥インフルエンザの関係もございまして、相当やはり打った効果も出ていますので、当

然、今後もふえるということになりますので、後期高齢者医療の対象者の人たちは広域の関係で何

とか面倒みてもらうようなことにしてもらいたいと思います。 

 また、プールのほうも、こういうことをまだまだプールだけでなくてほかの施設も利用するよう

な３連携を展開していきたいなと考えてい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）  ほか、質疑ございませんか。 

 これで歳出が終わりました。 

 次に歳入に入ります。１番、10 ページから 35 ページまでの歳入全般について、質疑のある方は

どうぞ。 

 これで歳入が終わりました。 

 ここで歳入・歳出全般について、特に質疑漏れの方がおりましたらどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。歳入・歳出全般にかかわるものですから、ここで質

問したいと思うのです。 

 １つは、医療費全体、この間の質問の中で道との水準、医療費は下がっていないけれども道との

比較では下がってきているよという話がありました。それで、19 年度の実績と 20 年度の見通しが

どういうふうになっているか。まず、第１点目、このことでお尋ねをしたいと思います。 

 それと、そういう中で国保が非常に、後期高齢者も入りまして複雑になってきているなという気

がするのです。一般国保があり、退職者医療があり、そして、介護保険、老人保険、後期高齢者で

すか。老人保険は22 年でなくなるということですから、あと１年間で特別会計なくなるようですけ

れども。これはもう少しわかりやすい仕組みにならないものですか。何を言いたいかというと、も

う国保全体が今、毎年、僕、聞いてきましたから、そこのところはもう聞きませんから。国に要望

すれとか言ったって、もう何ともならないものだから。ただ、この間の説明にもあったように、後

期高齢者の広域連合のような形で改善していくような動きもあると聞いていました。それで、その

見通しなんかがどの程度の情報が入っているのか。そして、今、非常に複雑になって、介護保険も

後期高齢者も特別会計がありながら、国保でも扱っているという、そして、介護保険でも後期高齢

者でも歳入あるわけです。ものすごく複雑になって、人をふやして、やる仕事がふえるということ

はいいことなのかもしれませんけれども、町民だとか、我々議員でも何がどういうふうになってい

るのか実際わからないと。多分、役場の職員の皆様方もそこにいる職場の人以外もわかるような仕

組みでないのではないかと思うのです。仕事のための仕事をつくっているようなものです。ですか

ら、こういうところをやっぱり、一白老町の地方議会で言ってもしようがないことなのかもしれな

いけれども、そういうことも考えなければ、もうどうにもならない。コンピューターばかりたくさ

んあって、システムだけどんどん入ってきてやる仕事ふえるけど、町民に何かいいことあるかとい

ったら、ほとんど何もないってばかみたいな話なのです。そこら辺もうちょっと、医療費との関係

を含めて改善できないものなのかなということなのですけど。 
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○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  ２点ほどご質問いただきまして、まず、医療費に関しまして、19 年

度と 20 年度の比較ということでございますけども、実は、19 年度はご存知のとおり、後期高齢者

制度がございませんでしたので、20 年度４月期から後期高齢者がスタートしましたので、なかなか

前年対比というのが非常に難しい数字の・・・。これが来年であれば、20 年度と 21 年比較するの

は、同じ被保険者ですので比較しやすいのですけども、非常に難しい状況で、決算見込みも一部取

り掛かっているのですけども、なかなか見えない。補助金も確定しないものと、医療費がまず定ま

らないというのがありまして、大変申しわけないのですけど、伸びについてはこの場でいくら伸び

ている比較がなかなかできないものですから、ちょっと難しいということをご了承いただきたいと

思います。 

 また、国保の仕組みでございますけども本当に、後期高齢者が入りまして、老人保険が廃止にな

って、介護保険も相まって難しい制度になっていまして、町民の方にはなかなか難しい制度である

と思います。退職者医療制度も３年後にはもうなくなるということでございます。その中でこの間

も答弁しましたけども、国のほうで今の後期高齢者医療制度のいろいろな矛盾点がございますので、

国の中で検討会開催されていまして、今の議論では、介護保険と同じように65 歳からを切るような

制度をちょっと検討し始めているような情報をいただいていますけども、当初としては、国保と後

期高齢者を一つにして、この間も答弁しましたけども、県単位、道単位の医療制度に変えていくと

いうこともありましたけども、なかなか、その中に入っている被用者保険の扶養者の関係だとかが

ございまして難しい問題がございます。そういうものが今後議論されて、多分２年後、３年後、も

しくは５年後ぐらいには一本化になるのではないかなと見ておりますけども、当面はこの制度で走

らざるを得ないのではないかなということがあります。ですので、私も国保の今の決算も、制度が

今、動いている中でなかなか見極められないというのが現状で、もうあと１カ月ぐらいすれば大体

決算も出てくるのかなと思われますけども、非常に今、なかなか数字はちょっと言えないですけど

厳しい状況になります、決算が。去年38 万円ほどの赤字、大体ぎりぎりだったのですけども、こと

しについては非常に厳しい状況が今、生まれていまして、２月診療分があと１カ月したら来ますけ

ども、それによって赤字になる可能性も出てきていますので、制度改革と含めて今後国保のあり方

について、本当の大変な状況が生まれてくるのかなと。そういう国の動きも見ながら、私どもの国

保の中身、もしくは税のあり方も、赤字になるとまた税を上げるということをしないと国保財政が

健全化になっていかないということもありますので、その辺は本当に難しいのですけども、またい

ろいろ出てくると思いますけど、その辺ご理解願いたいなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。何でこんなことを聞くかというと、３連携でやっぱ

り何年もかかって、この制度をここまで、３連携というのは白老町で３連携という言葉自体が認め

られるような状況になりました。当初は町民の健康を守るということと、医療費を下げるというこ

と、この２つが主たる目的ですよね、３連携の。ところが、国保安定計画もいくらたってもつくら

ざるを得ない状況にあると。それで、なかなか好転していかないと。安定化計画そのものがつくっ
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ているうちはいくらやってもだめなのです。ところが、一定限度よくなっていくのだけれども、制

度の中では複雑怪奇になっていって、そういうものも一つの足かせになっているかなというような

気もしないでもないのです。だから、本当に３連携を生かす、そういうことで医療費が下げられる

ような状況まで、今の国保の制度ではもういかないのかなと思わざるを得ない状況になってしまっ

ている。だから、そこら辺を本当に国は今、毎年 2,200 億円ずつ福祉予算を切っていっているわけ

なのだけど、現実的に白老町としてみたら、もう解決できないようなところまできていると。また

国の話になってしまうけど、そこら辺、本当に全道町村会なんかではどんな議論になっているので

すか。これでしかし、まちつぶれるというところ出てくるのではないかと思うのだけど、北海道の

場合は。そういうことに対して議論はどうなって、国にどういう要求をしているのかというあたり

はないですか。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  まず、制度についてで、本当に難しい制度。先ほども答弁をいたし

ましたけども。医療費の予防、３連携ももう３年、ことし４年目に入りまして、若干ではあります

けども下がっています。そして、国のほうも国保課長のいろいろな答弁を見たら、もう限界にきて

いるのだろうと。制度自体、もう３割以上個人負担を上げることはできないと。いろいろな予防を

やっても、もう限界にきていると。もう制度自体考え直す時期だと。そして、改めてここで安定計

画立てるために出てきたのは、これは私も病院にいたのでいいことかなと思ったのは、ジェネリッ

ク医薬品をやっぱり使うと。それはやっぱり患者さんからすれば使いづらいのです。私も病院にし

ました。やっぱり医者のオーケー出ないと。だけど、そこをやっていかないとできないので、それ

をしやすく、安定計画の中で保険者が各被保険者の方にいろいろなカードをつくって、私はジェネ

リックを使いたいのだというのを先生に見せるようなカードを全世帯に配るとか、そういうところ

に踏み込んでやっていったらというような提言が出ていますので、もうそこしかないのかなと。こ

れは経済的に大変メリット出るのです。薬代が半分以下になりますけども、ただ、いろいろな効能

とか、なかなかお医者さんが認めない部分もございますから、そこのところを少しでも頼りながら

やっていただけないということで安定計画もつくっていかざるを得ないと考えています。 

 また、町村会のほうはなかなか、今、国のほうで医療制度を抜本的な後期高齢者を検討していま

すので、今後ある程度の試案が出てくれば、また議論進むのではないかなと考えております。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  町村会の中でも議論は実は出てきています。全道単位ではないのですが。

ただ、はっきり言って、財源配分なのです。国の基本的な財源配分の考え方と、それから、これか

ら高齢化になっていく、そして、医療の技術も進むと、病気というのはどんどんふえてくる。病気

の種類がふえてくるというのです。それと、それでは、その配分を抜本的にどうするのかというこ

とになると、今の国のほうの政党間で議論しています消費税の話になってくるのです。ですから、

絶対支えられないということは前提としてわかっているわけなのです。ですから、その負担をそれ

ではどうするのだと。どうするのだということになったら今度、そちらの配分になってくるのです。

ですから、その辺の抜本的な考え方、国が示さないうちには今の議論をしても無駄ではないかなと、
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実は思っています。考える人は健康な若い人が、実は考えているわけです。高齢者の本当のその辺、

わかっているのかなとはっきり言って思っています。霞ヶ関のそういう健康な人たちが考えている

わけですから。ですから、自分にお父さん、お母さんがいたら、パーソンも変わってくるのではな

いかなと普通思うのですけど、なかなかそういうわけにはいっていないと。その辺の基本的なもの

の隔たりが私は大きいのではないかなと思っています。私もその都度議論するように町村会の中で

働きかけていきたいと思っています。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ありませんか。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。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。 

 採決いたします。 

 議案第 14 号、平成 21 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第14 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１５号 平成２１年度白老町老人保険特別会計予算 

○副委員長（近藤守君）  次、議案第 15 号、平成 21 年度白老町老人保険特別会計予算を議題に

供します。 

 老人保険特別会計書、10 ページをお開き願います。10 ページから 33 ページまでの歳入・歳出全

般について、質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。質疑なしと認めます。 

 これもって、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］ 

○副委員長（近藤守君）  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。 

 採決いたします。 

 議案第 15 号、平成 21 年度白老町老人保険特別会計予算、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第15 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 
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    ◎議案第１６号 平成２１年度白老町公共下水道事業特別会計予算 

○副委員長（近藤守君）  議案第 16 号、平成 21 年度白老町公共下水道事業特別会計予算を議題

に供します。恒例によりまして、歳出から質疑に入ります。下水道特別会計予算書、26 ページをお

開きください。区割りの１番。26 ページから 37 ページまでの１款、公共下水道事業費全般につい

て、質疑のある方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。27 ページ、一般事務経費の中の上下水道審議会の関

係なのですけど。すごく単純でごめんなさい。上水道が黒字で、下水が赤字なのに、何で上下水道

審議会の予算を下水で取るのですか。上水道で取ったほうが、これだけでも減りませんか。 

○副委員長（近藤守君）  辻上下水道課長。 

○上下水道課長(辻昌秀君)  この審議会については、水道、下水道両方の業務を担当していると

いうことで一応年２回予定することにしてございます。それで、１回分を水道事業で見ているとい

うことで、下水道のほうの予算書にも記載してございます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  極めて明快な答弁なのですけど、片一方赤字で、片一方黒字なのだか

ら、上下水道審議会で両方なのだから案分しないで、上水道で審議会分を持つというのはだめなの

ですか。そういうことぐらいできないものなのですか。 

○副委員長（近藤守君）  辻上下水道課長。 

○上下水道課長(辻昌秀君)  審議する内容の業務の多寡によって、例えば回数１回の場合は、ど

ちらで持つかということはあり得るかと思うのですけれども、やはり本来的な各会計課の費用負担、

これは人件費でもありますけれども、原則はそういうことで。ただ、これについては１回の場合、

あるいは回数少ない場合は、水道会計で持てないかどうかは今後検討したいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。 

 それでは、２番に入ります。38 ページから 55 ページまでの２款公債費、３款予備費及び給与費

明細書、地方債現在高見込額調書、債務負担行為に関する調書について、質疑のある方はどうぞ。

10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。39 ページの起債の関係ですけれども、今回、借りか

えで議案説明のときですけど、3,060 万円ほどの利益というか、それだけ分節約できたというよう

な報告があったと思うのですけど、現在残っている高率の起債がどの程度あるか。 

 そして、それは、確かあれは何年間か決まっていて、借りかえしなくてはいけないというような

記憶なのだけど、ことしではなくて、この後の借りかえの計画、それでどれぐらいの収益を見込め

るのか。その点、お願いします。 

○副委員長（近藤守君）  辻上下水道課長。 

○上下水道課長(辻昌秀君)   高利率の借りかえにつきましては、平成 19 年度から行っておりま

すけれども、21 年度が最終年度になります。３カ年にわたってということで、21 年度が最終年度に

なりますけれども、全体の対象額、約 14 億円ぐらいなのですけれども、その内 21 年度の分につい

ては、４億1,400 万円ほど予定して、これが最後ということで約３分の１弱です、これが21 年度で
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実施するということでございます。 

 それで、この 21 年度で借りかえする、４億 1,400 万円の借りかえによる軽減利息ですけれども、

これは実際、借りかえする時点での利率がまだ定まっていませんので仮の試算です。一応３％で借

りかえできたらと。５％のものを３％で借りかえできたらと、そういう試算をしてございますけれ

ども、借りかえ後の償還年数12 年間分の軽減利息は8,100 万円ほどを見込んでございます。 

 また、19 年度から 21 年度、３カ年までのトータルについては、２億 7,500 万円ほどの軽減利息

を見込んでおります。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。すごい効果だと思います。 

 それで、21 年度で終わりだというのですけど、５％以上の高利の起債はもうこの 21 年度分でな

いのですか。 

○副委員長（近藤守君）  辻上下水道課長。 

○上下水道課長(辻昌秀君)  ご質問のとおり、５％以上のものをすべて借りかえするということ

で行っておりまして、おおむね 20 年度まで６％以上のもの、一応 21 年度については５％から６％

未満のものということで、これですべて完了いたします。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。 

 これで歳出が終わりました。 

 次に、債務負担行為・地方債及び歳入に入ります。区割りの１。始めに４ページ、５ページの第

２表債務負担行為及び第３表地方債について、質疑のある方はどうぞ。 

 それでは、次に進みます。区切り２番。12 ページから 23 ページまでの歳入全般について、質疑

のある方はどうぞ。 

 歳入が終わりました。ここで歳入・歳出全般について、特に質疑もれのある方がおりましたらど

うぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（近藤守君）  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］ 

○副委員長（近藤守君）  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。 

 採決いたします。議案第 16 号、平成 21 年度白老町公共下水道事業特別会計予算、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第16 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 これより、暫時、昼食の休憩に入りたいと思います。 

休  憩   午前 １１時５５分 
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再  開   午後  ０時５８分 

○副委員長（近藤守君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                           

    ◎議案第１７号 平成２１年度白老町学校給食特別会計予算 

○副委員長（近藤守君）  議案第 17 号、平成 21 年度白老町学校給食特別会計予算を議題に供し

ます。学校給食特別会計予算書をお開きください。10 ページから 21 ページまでの歳入・歳出全般

について、質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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。 

 採決いたします。 

 議案第 17 号、平成 21 年度白老町学校給食特別会計予算、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。よって、議案第17 号は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

                                           

    ◎議案第１８号 平成２１年度白老町工業団地造成事業特別会計予算 

○副委員長（近藤守君）  議案第 18 号、平成 21 年度白老町工業団地造成事業特別会計予算を議

題に供します。 

 工業団地特別会計予算書をお開きください。10 ページから 23 ページまでの歳入・歳出全般につ

いて、質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。全般で何点かお尋ねをしたいのです。１つは、工業

団地、残土積んでいますけれども、遊水地のところも向こう側も積んでいますよね。あれはまだあ

るのであれば、もうちょっと積めるのだったら積んだほうがいいのではないかなと。今後のことを

考えたら、ただだったら、積んだほうがいいのではないかなと思うのだけどいかがなものですか。 

 それと、遊休地を牧草できれいにして農業との振興と一致させるというようなものもありました

けれども、それはどんなような状況になっていて、ことしは何かやるような考えはあるかというこ

と。 

 それと、今回、手当てをするということなのですけれども、手当てが終わった段階では20％の資

金不足比率が解消されると。それで、今回、財調に積んでいる 5,000 万円は最低でも予算上は入る

と。その後入るということになりますよね。そうすると、工業団地造成の今の残金がいくらになっ
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て、5,000 万円入った段階で資金不足比率が何％ぐらいになるか。5,000 万円入るというのは、今、

財調に積んだものが入るわけですから、その意味です。 

 それと、もう一つ。ことしは改革プログラムでは21 年度、8,200 万円、土地を売ろうと、売る努

力をするとこういうふうになっていると思うのですけれども、その見通しはありますか、売れる。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  まず、工業団地に積んでいる残土ですけども、現在、約５万 5,000

立米ほど積んでございまして、これにつきましては委員もご存知かと思いますが、ちょうど線路沿

いのほうに約２メートルくらいのくぼ地がございます。将来的にはあそこにこの残土を入れたいと

いうことで考えてございます。トンネルから出てくる、いわゆる土につきましては、ほぼ全体量が

ありまして、その内、町でいただける分というのは量も決まってございまして、これ以上というこ

とにはならないかなというふうに感じております。 

 それから、遊休地については20 年度で、いわゆる造成を行いました。これはどういうことかとい

うと、今後もできるだけ経費をかけないように、抜根、整地をしてということでございまして、農

業へということのお話ですが、基本的には工業団地ですから緑化という考え方で進めようというこ

とでございます。緑化した上で、その草刈りについては、関係企業もくしは関係農業団体等の協力

を受けながらやっていきたいというふうに考えてございまして、その経費をいくらかでも削減して

いくというのが今回の努力という部分でございます。 

 それと、資金不足比率でございますけども、実は21 年度決算というのはまだ出てこないので、そ

このところの5,000 万円入ったからどうなのかというのはちょっと出てこないのですけども、まず、

20 年度でお答えさせていただきます。あくまでもこれは見込みということでございますけども、今

の決算見込みでは資金不足額が約12億9,500万円ほどになるのではないかというふうに見てござい

ます。それで、いわゆる土地収入見込額について、これは現状で約７億 790 万円ほどというふうに

見てございます。それで、資金不足額が５億8,700 万円ぐらいと、こういうふうに見てございます。

それを割り返しますと、約 45.3％というのが最終的な 20 年度決算でそのぐらいの数字になるのか

なというふうに考えてございます。 

 それで、前に一般質問の中でもお答えしてございますが、これを20％まで解消するということで

約４億 2,000 万円から４億 3,000 万ということでちょっとお話しましたけども、もう少し精査すれ

ば、約４億 4,000 万円近くまでかかるかなという部分です。それぐらいまで入れれば、20％は完全

に割ることができるというふうに考えてございます。 

 それから、8,200 万円というのは、財政改革プログラムの中では、まず、一般会計から繰り入れ

ていただくということを前提にしながらも目標という数字で書かせていただいてございます。当然、

私ども今回、東京事務所を設置することも含めて、何とかこの数字に近づけるような努力を今後と

もしていきたいと、このように思っています。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。基本的にはわかりました。今、４億4,000 万円入れ

ることによって20％を割ると。当然、売っても５億8,000 万円は入らないわけですから、その分に
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ついてはまず全部処理しなくてはいけないということになります。ということは、今の予定では３

月 31 日までに入れることができれば、４億4,000 万円入れるということになりますよね。そうして

いくと、21 年度分は財調に積んでいる分の5,000 万円が入ってくるということになりますから、そ

この部分については、割ってしまえば後は減っていくだけという状況になりますよね。問題は、実

際に売れるであろうと思われる７億 790 万円をどうやって売るかということになるわけだけど、

8,200 万円にはこだわらないのだけど、今、そういう売れるような話は少しでもありますか。それ

だけちょっと聞きたいのです。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  実は何社か折衝はしてございますが、やはり非常に厳しい状況、

今の経済状況が厳しい状況であるものですから、やはりどうしても先行投資する部分として、今ま

でお話をかけていたところはやはりそういう関連的なところもございますので、厳しい状況がある

ということになってございます。ただ、まったく可能性がないというわけではございませんので、

引き続いて、そういう企業さんに努力をしていきたいというふうに思っております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑はございませんか。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  ３番、西田祐子でございます。今ほど同僚委員のほうからもちょっと質

問ありましたけども、残土を工業団地のほうに入れているということなのですけども、これが結構、

土ぼこりがひどくて、周辺の企業さんからとか、そこで働く方々が工業団地なのにどうも砂ぼこり

がひどすぎると。これは何とかならないだろうかと。 

 それともう一つ。昨年、堆肥をまいたと思うのです、緑化によって。それもにおいが非常に多い

と。食品関係とかそういうものなんかもしている企業さんもありますので、毎年、堆肥をこうやっ

て入れていくのだろうかと。そうであれば、非常ににおいの部分で自分たちの仕事上、非常に支障

があると、ちょっと困るなという意見があるのですけど、その辺はどのように対処をされるのでし

ょうか。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長 

○産業経済課長（岡村幸男君）  まず、残土での砂ぼこりということでございますけども、でき

るだけ、これについてはなるべく努力しまして。というのは、くぼ地については一部民地も残って

ございまして、そことの今、地権者との交渉もしてございまして、そういう中で早く、なるべく努

力しまして、計画的に残土を埋め戻していきたいというふうに考えてございます。  

 あと、牛ふんですけども、確かに一度置いたときにはにおいがしていたということも私のほうも

聞いてございます。現状では、すべてきちんと整地した段階では、そのような苦情は後からは来て

ございませんので、今の段階では大丈夫かなというふうに考えてございます。 

 毎年まくのかという話ですけども、毎年はそのような形では行いません。 

○副委員長（近藤守君）  ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  土ぼこりのことについては、結局、業者さんがきちんとやっていかない

ことには、そこのところはトラックでずっと当然積んでくるわけですから、タイヤにもいっぱい残

土がついて、結局は周辺がほこりだらけになってしまうと。以前の工業団地と比べましたら、私も
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たまに行くと、あちらこちらにあるかなという部分があるものですから。できる限り、そういうと

ころをきちんとしていただきたいなと思います。 

 それと、堆肥なのですけど、やはり毎年まかない、もう二度とまかないというわけではなくて、

緑化してきて、そこの中で牧草を刈っていくわけですよね。そうなってきましたら、当然、牧草を

刈ったら、そのときにもやはりいろいろな、牧草が飛んだりとかいろいろ問題があると思うのです

けども、その辺はどのように考えていらっしゃいますか。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  まず、砂ぼこりのほうについては、今後、十分、事業者のほう

に指導させていただきたいというふうに思います。 

 それと、牛ふんの関係でございますけども、それについても当然、工業団地の中でございますし、

当然、委員おっしゃるように、食品加工の工場も多くございますので、十分そのようなことのない

ように今後とも注意しながらやっていきたいというふうに思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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。 

 採決いたします。 

 議案第 18 号、平成 21 年度白老町工業団地造成事業特別会計予算、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。よって、議案第18 号は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

                                           

    ◎議案第１９号 平成２１年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算 

○副委員長（近藤守君）  議案 19 号、平成 21 年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算を議

題に供します。 

 臨海部土地造成特別会計予算書をお開きください。10 ページから 24 ページの歳入・歳出全般及

び地方債現在高見込額調書について、質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。10 番、大渕

紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。ここで 13 ページに用地の売払い収入となっている

のです、4,809 万 9,000 円。これは歳出見合い分の計上だと思うのだけれども、結果としては、こ

この会計には 5,000 万円町から入ることになっていますよね。財調に積み立てているという状況で

すよね。そうであれば、繰り入れをここに入れてしまって、まったく売れる見込みがないものを見

込み計上しているわけだから、町の繰入金を先にここへ入れてしまって、ちゃらにすると。それで、
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ここの会計で今回努力目標は 4,600 万円売ろうという努力目標になっているのです。それなのに、

4,800 万円の仮の計上をするのだったら、5,000 万円町から入るのだから、始めから町の繰入金をこ

こに投入するというのは会計上はだめなのですか。 

○副委員長（近藤守君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎勉君）  一応、5,000 万円繰り入れしていただけるという形にはなってお

ります。その中で今、繰り入れするのはやはり５月くらいに 2,500 万円くらい入れていただいて、

あと、最終的に年度末にまた入れてもらうという形なものですから、それを今、予算計上するのは

ちょっとできないという形で対応しております。その中で、言ったとおり、歳出見込みで入れてい

ますけども、これにつきましては、その 5,000 万円を入れられないので歳出見込みという形で入れ

させていただいています。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  ちょっとよくそこがわからないのだけど、要するに起債償還分なので

すよね、これは。はっきりしているのは起債償還分でしょう。起債償還分だったら、６月に 2,500

万円入れて、もちろん、ほかにどこか使うところ若干は、118 万円ぐらいあるのだけれども、起債

償還分だったら、それに合わせて入れるということというのはできないのですか。何かこれは、実

際の見込み計上なのですよね。売れるということで計上しているのではないのです。だけど、そこ

に 5,000 万円町から入れるということははっきりしているのだから、私が言っているのは、そのほ

うがうんとわかりやすいのではないかという単純な意見なのです。それで、そういうふうな手立て

を取るとしたら、何か理由がなかったらそういうふうにならないのではないかと。そして、2,500

万円初めに入って、2,500 万円後で入るというのだけど、実際にはここで使われる金というのは、

起債の元利償還だから、起債の元利償還がいつなのか、ちょっと期日は僕わからないからなのだけ

ど、そういうことがどうしてできないのかということがよくわからないのだけど、もうちょっとわ

かるように説明してほしいのだけど。 

○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）  基本的には20 年度の決算、この会計の決算、それを確定しないと

入れられないのです。その決算額によって、何ぼ資金不足が、要するに支払い繰り延べです。それ

で、繰り上げ充用が何ぼになるかという、その事実が確定した後に入れるという基本的なルールが

あるものですから、それで入れないということになります。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  それはそうだとしたら、例えば港湾なら港湾では、1,000 万円なら 1,000

万円入れていますよね。この今の会計で確か1,000 万円は一般会計繰入金からは入っているのです。

港湾機能施設のほうに入っているわけです。だから、そういうことで見たら、どうしてそうなるか

ということが・・・。例えばこれだって、３月 31 日の決算はまだなわけですよね。まだ３月 31 日

なっていないのだから。この1,000 万円と、今の違いというのはどこにあるのですか。 

○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）  機能会計のほうは、結局最初から平準化債の分、その分でルール
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化してということで入れていますので、最初から赤字にしない、ならないというふうな予算組みで

すので。それで、結果としては絶対赤字にならないのです。それで、ここの部分については、土地

造成会計については、確実に赤字になるというふうになっています。ですから、いくら支払い繰り

延べが出るかというところ、そこを確定していないと入れられないということでございます。以上

です。 

○副委員長（近藤守君）  大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  大渕です。臨海部土地造成の場合は、間違いなく赤字には今のままで

いったらなるとは思うのです。それで、港湾機能のほうは赤字にならないから町の一般財源から繰

り入れるのはいいよと。こちらは赤字が確定していないから入れられないと、そういうことですか。

そういうことで繰り入れを、例えば 5,000 万円というのは積まなければだめだというふうに。工業

団地もそのために、工業団地は赤字だから。だから、そのために財調に積まなかったらだめと、こ

ういう会計の中身になるという意味ですか。僕の言ったことでいいのですか。 

○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）  予算の際に歳出のルールでそういうふうになってございますので、

委員のおっしゃるとおりです。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。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。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。 

 採決いたします。 

 議案第 19 号、平成 21 年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。よって、議案第19 号は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

                                           

    ◎議案第２０号 平成２１年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算 

○副委員長（近藤守君）  議案第 20 号、平成 21 年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算

を議題に供します。 

 港湾機能施設整備特別会計予算書をお開きください。第２表、地方債について、質疑に入ります。

質疑のございます方はどうぞ。12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君）  12 番です。この事業は、私は建設当時から反対していたし、それから、

今、見ても、見込み額の50％を割っております、見込み額、使用料が。それで、私は当初、８億円

もかけるのだったら、これは絶対合わないと。そして、当初は大昭和製紙だったのですが、あの当

時は大昭和製紙の生産が確か56 万トンか65 万トンか、それぐらいだと思います。今は確か40 万ト
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ンそこそこなのですが、生産が減ってきて、それでは、将来の見込み、この上屋の将来、これが見

込みとして 100％、当初、我々聞いたら 98％になると収支が合うのだとこう言っていました。それ

で今、50％を割っているのですが、98％になる見込みがいつなのか。第３商港区が仮にできて、そ

して、98％になる見込みはあるのですか。 

○副委員長（近藤守君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎勉君）  今現在で上屋の使用率は、全面積１年間丸々使っていただいてい

るという形で予算計上しております。そして、そのとおり日本製紙でも使ってはいただいています。

それでいきますと、今のところ、起債の償還が終わらない限りは黒字にはならないという形ではご

ざいます。それで、起債の償還につきましては、今のところ平成32 年くらいという形で予定してお

ります。 

○副委員長（近藤守君）  12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君）  平成 32 年に私いるかどうかわからないし、津波であそこが無くなるか

どうかもわからない。それで、日本製紙が今、上屋の頼りなのです。日本製紙のためにつくったよ

うなものです。大昭和製紙の次、日本製紙です。この上屋に今、第２商港区から出している製品が

当初は 23 万トンぐらいいったときがあると思うのです。それで今、おそらく５、６万トン。そうで

あれば、40 万トン生産して５、６万トンですから。日本製紙が港から移出するために、あの港を使

っていないということですよね。生産が 40 何万トンあって５万トンですから。そうであれば将来も、

今、チップがシフトして、それから、石炭が入る、こういう思いでつくっているのですが、そうで

あってもあそこから移出する量は、日本製紙の考え方としてはずっと５、６万トンでいくのかと。

もっとたくさん使ってくださいと、こういう要求というか、要望はしているのかということと、常

に 50％だったら、何か利用する思案はしているのかと。考えているのかということなのですが、そ

の辺どうですか。 

○副委員長（近藤守君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎勉君）  今、港から紙が出ているのは、言われたとおり大体６万トンくら

いでございます。日本製紙さんの年間生産量は大体 36 万トンから 40 万トンくらいという形でござ

います。その中で６万トンというのは、バラ積みという形での荷物の積み出しをやっております。

あと残りにつきましては、毎度言いますけども、ローロー船とかそういうものの中で積み出しをし

ているという形でございます。それにつきましては、苫小牧とか室蘭から積み出ししているという

形でございます。今、もし、第３商港区の大型岸壁ができましたら、可能性としては、そのローロ

ー船を入れていただいて、そこから積み出しするという形でも日本製紙さんとは今、打ち合わせと

いうか、協議させていただいている現状でございます。 

 それと、50％という話なのですけども、何回も言いますけども、今自体での上屋につきましては、

全面積 365 日まるっきり使っていただいているということでいけば、100％使われているという形で

今は考えております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございます方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。今の話なのだけど、要するに当初は日本製紙が90％
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か 95％で、余った分についてはほかの方が使えますよということだったのですよね。それで、使わ

ないときは日本製紙が全部、大昭和製紙が使って、それは全部払うと、こういうことだったと思う

のです。だから、そこのお金さえ滞りなかったら、何とかかんとか32 年たてば収支とんとんにはな

ると、こういう計算ですよね。それは間違いないと思うのです。40 年まで使えば儲かると、こうい

うことになるのだけれども。今、話があったように、今まで日本製紙以外で使ったこと、残った５％

か 10％か忘れてしまったけれども、日本製紙以外が使えるといった分を使った実績はありますか。

ほかの会社が使った実績。 

○副委員長（近藤守君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎勉君）  お答えします。私の聞いた範囲では、まだそういう環境はないと

いうことで聞いています。その中で、今、上屋を使っていただいている、管理している方とは、も

し、そういう方があれば、ああいうところは何日か一部開けてもらって使わせてもらうということ

での打ち合わせはしております。ただ、まだ１回もそういう形で使いたいということで来た業者は

ないという形で聞いております。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。もう一つだけ。日本製紙が、今はいいのですけど、

僕は何度もこのことを質問していたけれども、要するに未来永劫、起債償還が終わるまで使ってく

れるというような保証というのはどこかであるのですか。無かったら無いで仕方ないのかもしれな

いけども。ただ、そこが無くなった時点からそこは全部、少なくても起債償還しても赤字になるの

です。それは確実そうなるのです。間違いなくなる。赤字になっていくのです。だから、これは100％

ずっと払っていて、32 年か 40 年か忘れてしまったけど、そこまでいって若干の黒が出るという、

確かそういう仕掛けだと思うのです。一覧表もあるはずなのだけど。だから、そういうことでいえ

ば、当面、あと少なくても何年かの間は、日本製紙は 100％払ってくれるというような押さえでい

いのですか。 

○副委員長（近藤守君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎勉君）  そこまでの確約は受けていないのですけども、いろいろとそうい

う紙の積み出しとかの話を聞いている中では、すべてをローロー船で賄うということは考えていな

いみたいなのです。やはりローロー船で運ぶものと、ばらで積み出しするものもあると。そういう

中でいけば、今の上屋も必要だということで話は聞いております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  この関係について、私も去年、質問しているのです。今、出ましたから、

事実確認だけしておかないとちょっと後々困るかなと思って、今、質問に立ったのですけども。今、

課長のほう、償還期間分、この収入でいけば最後はペイになりますよと言ったけども、上屋使用料

約 2,000 万円ですよね。償還が 4,000 万円あるのです。これは満度に使ってペイするという理解を

しているのです。今、２分の１しか入っていないのに、償還時点でペイするという話にはならない

と思うのです、計算上。私がもし間違えていたら別ですけど。この辺をちゃんと整理しておかなけ

ればいけないと思います。 
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 それで、今すべて日本製紙に、この前の説明でも１年間貸し付けしていますと。私、去年こう言

ったはずです。今、言ったように、4,000 万円の使用料をあげる施設なのです。ですけども、半分

しかやっていなくて、だけど、１年貸していますと言っているけど、私は、それを少しでも縮めて、

他のほうのセールスをして、よそから貨物を持って来て、見込んでいる 4,000 万円なら 4,000 万円

の収入に近づける営業努力が必要ではないかとこう言ったのです。多分、前の課長、検討しますと

こう言ったのです。その辺をどうこの１年間、上司方と相談して、要するにそういう貨物の利用を

求めたりして動けたかどうか、その辺をちょっと確認します。２点。 

○副委員長（近藤守君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎勉君）  済みません。4,000 万円の利潤をあげることの話があったのです

けども、そこについてはちょっと私が理解できないところなのですけども。今までの私の話の中で

は、365 日全面積使っていただけているのが一番、使用料としては最高の料金収入ではないかとい

う形で考えておりまして、これ以上収入を上げるのは難しいのではないかということで考えており

ました。その中で、前段でほかの業者さんも使うところもあるのではないかという話があったので

すけども、一応、町内業者さんにもちょっと聞いたのですけども、その中でいけば、倉庫の中にク

レーン設備等がないと使えないとかそういうことがありまして、やはり、そう簡単に使っていただ

くような状態ではないのかなというふうには考えております。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  4,000 万円の利益云々ではなくて、当初から、ここで 1,998 万円の使用

料を見ているけども、起債の償還ベースで考えた収支計算すると、多分ここの使用料というのは

4,000 万円ベースでいって37 年になったときにちょんしますと。そういう計算になっていませんか

ということです。この約 2,000 万円については、今も言ったように営業努力で 2,000 万円しか入り

ませんと、そういう話をしているから、それ以上のことについてはこれからの課題だけども、数字

としてその辺をちゃんと整理しておかないと、今、言ったように、1,900 万円で 35 年でちゃらにな

るのだという話になるのかどうかということだけ確認しますということです。 

○副委員長（近藤守君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎勉君）  済みません。私の答えがちょっとまずかったのですけども、言わ

れたとおり、公債償還分と収入分とでは半分くらいの開きがあると。それにつきましては赤字にな

るというような考え方でございました。それが一応、32 年くらいで公債の償還が終わると。そこか

ら反対に償還分がなくなるものですから、大体 2,000 万円の収入を赤字分に課していくという形で

資金繰りは計画していたと聞いております。そして、耐用年数の 45 年で一応、大体それぐらいで赤

字を解消するという形で資金計画だったと思っています。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  そうしたら、20 年延びたということですね。いや、いいです。私、後で

また、ここで議論してもいいから。勉強もしなければいけないから、それでまた。わかりました。 

○副委員長（近藤守君）  私の不手際で10 ページから33 ページのほうまで入っておりますので、

この項目に対して何か質疑がございましたらお願いいたします。歳入・歳出全般、地方債現在高見
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込額調書、債務負担行為に関する調書の部分でございます。質疑のある方はどうぞ。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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。 

 採決いたします。 

 議案第 20 号、平成 21 年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、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。 

反対１、賛成11。よって、議案第20 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第２１号 平成２１年度白老町墓園造成事業特別会計予算 

○副委員長（近藤守君）  議案第 21 号、平成 21 年度白老町墓園造成事業特別会計予算を議題に

供します。 

 墓園造成特別会計予算書をお開きください。10 ページから 26 ページまでの歳入・歳出全般及び

地方債現在高見込額調書について質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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。 

 採決いたします。 

 議案第 21 号、平成 21 年度白老町墓園造成事業特別会計予算、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。よって、議案第21 号は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

                                           

◎ 議案第２２号 平成２１年白老町介護保険事業特別会計予算 

○副委員長（近藤守君）  議案第 22 号、平成 21 年白老町介護保険事業特別会計予算を議題に供

します。 

 介護保険特別会計予算書４ページをお開きください。第２表債務負担行為について質疑に入りま

す。質疑のございます方はどうぞ。 

 次に進みます。次に、10 ページから 67 ページまでの歳入・歳出全般から給与費明細書、債務負
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担行為に関する調書までについて質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。９番、斎藤征信

委員。 

○９番（斎藤征信君）  斎藤でございます。介護制度に関連してお伺いいたします。在宅介護と

いうことを重視するという制度で、そのためなのかどうなのか。家族を介護するために年間14 万人

が仕事を辞めているというデータがございます。それで、白老でも例外ではないのではないかとい

うふうに思うのですが、介護のために退職したなどという事例があるかどうか。 

 それから、もう一つは、保険料の滞納者が給付停止になるという、そういう事例があるのか。こ

れから起こり得るのか。そのあたりのことについて伺います。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  お答えいたします。まず、家族介護のため、お仕事を辞められ

た方、そのような実態はつかんでいるのかと。このような格好になるのかなと思うのですけれども。

そういった事例の部分としては、町としては聞き及んではございません。 

 あと、２点目の給付の停止の関係でございますけれども、実態としては、町の場合、そのような

形のことで至ったことはございません。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  ないということであれば、本当にいいなというふうに思いますけど。そ

こまではわかりました。あともう一つ聞きたいのですが、第４期の介護計画を見ていて、様々な目

標数値が、サービスの目標数値、それに対して総体的に利用率がまだ低いのだなということがちょ

っと気になるわけですけども、訪問介護だとか、それから、訪問入浴、予防、訪問看護、それぞれ、

かなり低いかなというふうに思うのですが、そんな中でヘルパーさん、各家庭に入っておられるヘ

ルパーさんの話を聞くと、実に一生懸命やってくれるという話は聞いています。それで、体の不自

由なお年寄りを見ていると、もっと世話になりたいのではないかなというふうには思うのですけれ

ども、利用率の低さというのが経済的な理由によるサービス抑制ということなのか、そのほかにま

だ理由が考えられるのか。少ない年金の中でのやりくりがそうさせているのかなというふうにも思

うのですけども、実態はどうなのか、つかまえておりましたら教えてください。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  給付の利用率の関係ではないのかなと思いますけれども。実際、

20年10月のサービスの提供分で国と比較した数値があるわけなのですが、実態といたしましては、

町の場合、おおむね、国に比較して６割程度の給付の状況となってはございます。これがいわゆる

利用の抑制であるとかそういったことの結果ではなく、ケアマネジャーの方々がご本人であるとか、

ご家族の方々、こういった希望をお聞きした中で身体の状況であるとかもろもろを勘案した中で適

正に保険給付は行われているということで解釈してございますし、先にアンケートも行っているわ

けなのですけども、その中でもおおむね満足しているというような回答は得ておりますので、結果

的には低いにはありますけれども、特段何かをセーブしているとかそういうことではございません

のでご理解をいただければと思います。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 
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○９番（斎藤征信君）  斎藤です。今の答弁のような状況であれば、本当にいいかなというふう

に思って、本当にみんなが満足できていれば言うことはないわけですけども。介護基金が現在8,800

万円、そのぐらいあるということで、先日それが保険料の軽減にならないかどうかというような論

議をされたようなふうに思います。それで、例えば話を聞いてみると、ヘルパーさんが訪問してく

れても時間が惜しくて、なかなか話し相手になっているひまはないと。時間になったら、もう、す

ぐ帰ってしまう。それから、買い物を頼むと、いろいろあるのだけれども、その家から一番近い所

へ走って行って早く済ませてしまうと。時間を本当に詰めながらやってくれているのです。それか

ら、もう１回頼みたいのだけどもということになると枠外になって、別料金になってしまうと。い

ろいろ制度の中にあるわけです、その人、その人の要求の中に。特に独居老人なんかは話し相手が

ほしいと。本当に話し相手を待っているということはあるだろうというふうに思います。そんな人

のために、今ぎりぎり１時間なり、１時間半なりをやっていて、それが家事の仕事なんかをやって

いて、あとの15 分話し相手になってやるとか、そういうようなことができないのかどうなのか。そ

うすると相当違う。それから、週２回の訪問を受けている、そのときに買い物なんかもさっとして

もらうということなのだけども、それとは別にその合間をぬって、生鮮食料品なんかを買ってきて

ほしいということがあれば、さっと行って、仕事の合間に買い物に行って、その家に届けてやると

か、そういうサービスというのができないかどうか。そういう援助のものを制度の枠からはみ出し

た分だけ基金で支援できないかという話なのです。国がお金をどんどん削っていくというために介

護の現場の事情が悪くなっているということを考えると、この制度内ではできないところに目を向

けていくのが自治体の仕事かなというふうに思っているわけです。それを基金の一部でこのような

ところへ使えないかどうかということは無理な相談なのでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  お答えいたします。ヘルパーさんの対応の関係の話も出てくる

のかなと思うのですが、まず、お話し相手というようなことが出てございましたけれども、ヘルパ

ーのメニューの中には実際にお話し相手というか、そういった形のものはサービスの内容の中には

ないものでございまして、そこら辺につきまして、サービスの中で行うということでいけば無理が

あるのかなと思うのですけれども。 

 あと、生活支援ということで買い物の関係でございますけれども、この関係につきまして、一応

サービスの中で利用時間というものは決められてございますので、そこをオーバーしてしまうと逆

に単価の関係で上がってしまうとかそういうことにもなってしまいますので、そこを遵守するとい

うことからいけば厳しいものがあるのかなと思います。 

 さらには、独自のサービスの中で基金を取り崩してという話もございましたが、ここら辺につい

てはちょっと性格上、無理があるのかなとそんなふうには解釈してございます。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員どうぞ。 

○９番（斎藤征信君）  これは制度の中でやるということで制度を遵守すれば、そういうふうに

しかならないだろうと思うのです。ただ、私が言いたいのは、そういう制度の中で個人の願いとい

うものとの少しのギャップ、要望をどんなふうに受け入れていくかという、制度の枠から外れる部
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分を何とかできないのかと。そういうところに目を向けるのが自治体の仕事ではないのかと。その

部分でいうと、これは理事者がどんなふうに考えるのか。その辺は政策上も何とかならないのかど

うなのか。そういうものなのか。その辺を伺いたい。 

○副委員長（近藤守君）  目時副町長。 

○副町長（目時寛行君）  積立金、これを運用して、もう少しサービスを横だしできないかとこ

ういうお話ですけども。今、積立金については、３％上げるという方向で、国は１年目全額見ると、

そして、２年目は半額と。それで、その後、その積立金を運用しなければいけないという部分あり

ます。 

 それと、若干保険料を上げなければいけない部分、これも逓減させなければいけないという部分

がありますので、そういった部分に積立金を有効に使わなければいけない部分がありますので、横

だしをして、また、それをやると、将来、介護保険料が上がるという原因をつくってしまいますの

で、これはやっぱり、もっと慎重にやるべきではないかなというふうに考えております。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  基金の関係で１点だけお話させていただきたいのですけども、

今現在、残高といたしましては、おおむね 8,834 万 6,000 円あります。あと、国庫負担金の中でも

入ってくる額も 1,000 万円強ございますけれども、これを加えてトータルでいけば、9,900 万円ち

ょっとぐらいの基金残高にはなるわけなのですが、この残高につきましては、４期の介護給付の中

で取り崩しをしながら使っていくということで、逆に言いますと、個々人の方々の介護保険料の値

上げを圧縮しているということでございますので、それ以外の人には現状の中では使う形にはでき

ないのかなとこんなふうに考えております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございます方はどうぞ。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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。 

 採決いたします。 

 議案第 22 号、平成 21 年度白老町介護保険事業特別会計予算、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。よって、議案第22 号は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 これより、暫時、休憩に入ります。 

休  憩   午後 １時５１分 

                                           

再  開   午後 ２時０９分 
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○副委員長（近藤守君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                           

   ◎議案第２３号 平成２１年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算 

○副委員長（近藤守君）  議案第 23 号、平成 21 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計

予算を議題に供します。 

 老人ホーム特別会計予算書をお開きください。10 ページから 28 ページまでの歳入歳出全般及び

地方債現在高見込額調書について質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。10 番、大渕紀夫

委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。１つは、指定管理者なのですけれども、運営状況。

職員が退職したとか、いろいろなことを聞いているのですけれども、運営上問題点がないかという

ことが１点。 

 もう１点は、この施設ができたときに、白老町の高齢者介護のための研修等々を含めて、ここを

拠点にやられるというお話が随分ございました。そういうことに対して、現状、指定管理者になっ

ているのだけれども、そういうことでの利用度や生かし方、そういうところをきちんと行われてい

るかどうか。その点お尋ねいたしたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  ２点ございました。まず、運営上の問題の関係でございますが、

19 年度の事業報告の形でいただいている中を確認しても、特段、問題なく運営されていると私ども

のほうでは認識をしてございます。常時その辺、立ち入りといいますか、私どもの中でもやっては

ございますが、その中でも特段、問題としては意識されている部分はございません。 

 あと、そこを拠点としてのサービスの関係。これらについては、これからの流れの中でまた新た

な組み立ても必要な部分があろうかなと思ってございます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  問題ないということであれば結構なのですけれども、２点目の件なの

だけれども、そのことが白老町のこれからの高齢者福祉の中でのかなり大きな位置づけがあったと

思うのです。それをやっぱり、指定管理者になったとはいえ、町の方針としてそういう方針を持っ

たわけですから、きちんと形として表れるようなものがなければいけないと。そうでなければ、特

別養護老人ホームをつくって、ただ移して入れればいいと。もちろん、そんな考え方ではないと思

うのだけども、そういうことではないわけですよね。あのときのそういう意義立てというのがあっ

たわけですから、そこのところはもうちょっと明確に打ち出したほうがいいのではないかと思うの

だけど。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  施設の整備の時点で、今これから家族の介護がどんどんふえてくると。

その介護をする方の家族のためにもああいう施設は必要だと。それはもう間違いなく、私のほうか

ら言っています。今の答弁では、具体的にはまだということでございますが、これからも高齢者は

どんどんふえてくるし、そして、介護をしなければならない家族の方もふえてくると思うのです、
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少なくても来年度、ことし中に何らかの形でその家族のための研修なりの対応をしたいと思ってお

ります。そういうことでご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございます方はどうぞ。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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。 

 採決いたします。 

 議案第 23 号、平成 21 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。よって、議案第23 号は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

                                           

◎議案第２４号 平成２１年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算 

○副委員長（近藤守君）  議案第 24 号、平成 21 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算を

議題に供します。 

 後期高齢者医療特別会計予算書をお開きください。10 ページから 29 ページまでの歳入歳出全般

について質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  斎藤です。この後期高齢者医療制度、いろいろな矛盾を含みながらも動

いているわけでありますが、今でも国民の間で少なくとも過半数以上の人が元へ戻したらいいので

はないかという声を出していると聞いています。それで、今までいろいろ議論してきましたのであ

とは言いませんが１点だけ、ずばり伺いたいと思うのです。75 歳以上の低収入の年金暮らしの人か

らも保険料を徴収する仕組みになっているわけでありますけども、保険料を滞納すれば、保険証を

取り上げることもあり得るということを道の連合議会の中で示唆しているというふうに聞いていま

す。もし、本当に取り上げなんていうことがありましたら、高齢者にとっては死ねと言われている

のと同じなことで大変だというふうに思っています。これまでも高齢者からは保険料を取り上げる

というような、そういうことはなかったというふうに思います。それで、白老町として、後期高齢

者に対して、よほどの事情がない限り、そういう取り上げというような事態に至らせないという姿

勢を明確に言ってもらえないかどうか。そこだけ聞きたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  後期高齢者医療の保険料の滞納にかかわる部分でございますけども、

本年４月から始まりまして、この議論はされておりますが、従来から後期高齢者の方は年金受給者

の方がほとんどでございまして、従来、国保に入っているときも収納率がすごく高い、100％に近い。

納税される方がほとんどを占めまして、現在でも私どもの今の後期高齢者の滞納はごくわずかでご
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ざいまして、今回、予算計上させていただいたのも 50 万円ほどでございますので、収納率も 99％

見ていますので、多分そういう方はいないのではないかなと推察できますし、また、広域連合のほ

うで、この資格証の取り扱いについては、保険者が広域連合でございますので町村の独断ではでき

ない形になりまして、一定の基準づくりが今されていますから、その基準にのっとって白老町もや

っていくことになると思いますけども、当面、そういう方たちの納税相談もしながらやれば、出て

こないのではないかなと思いますので、取り上げについてはまだ慎重に行っていきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  １点だけ。今の答弁で収納率99％見ているということなのだけど、予

算書、これと、それから、介護、滞納繰越分の収納率が記載されていないのです。国保は書いてい

るのだけど。そこはぜひ、わかりやすく書いていただきたいと思うのですけれども。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  本来は国民健康保険とか一般の税のように、きちんと滞納額が何ぼ

になって、その分の滞納額の徴収率をきちんと明示すればよかったのですが、実は滞納額も、今、

担当のほうで滞納者の方にあたっていまして、現実、どれだけ滞納繰越になるかというのをまだ押

さえておりません。多分、少ない額にならざるを得ないのではないのかなと。そういうことで収納

率は、大変申しわけないのですけども書かなかったということです。ほぼ 100％に近い、先ほど言

いましたとおり、特別徴収は 100％です。普通徴収で 98％を見込みまして、滞納繰越分が予算上で

いけば 100 万円ほど滞納繰越されるのではないかという判断のもとの 50％収納率で 50 万円収納と

いうような予算組みをさせていただきました。ただ、これはこのとおりになるかというと、まだま

だ少ない金額になるのではないかなと思っております。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑のございます方はどうぞ。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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。 

 採決いたします。 

 議案第 24 号、平成 21 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算、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。 

 賛成９、反対３。よって、議案第24 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第２５号 平成 21 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算 

○副委員長（近藤守君）  議案第 25 号、平成 21 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予

算を議題に供します。 

 介護老人保健施設特別会計予算書４ページをお開きください。第２表債務負担行為について、質

疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 
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 次に入ります。次、10 ページから 35 ページまでの歳入歳出全般から給与費明細書までについて

質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  病院事務長に伺います。病院事務長もこれから新しい会計を持って、ま

た病院も持つということは大変だと思いますけども。この会計を設置するときにちょっと伺ったの

ですけど、予算書を改めて見ますと、自己負担金の収入額12 分の９をサービス収入に見込んでいま

すと。残り12 分の３、これは一般繰り入れで未収分を計上しますと。これは会計の資金のやりくり

だとは思うのですけども、これは後日、その年の会計で戻るのか、次年度戻るのか、間違いなく戻

ると思うのですけど、その辺の一つの確認と、逆に会計上、あえて一般会計から繰り入れなくても

一時借入金の資金充当とこの12 分の３を運用できたらどうかなと、その辺を伺います。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  12 分の３につきましては、次年度から入ってまいりますので、次年

度からはこういう形での繰入金はいただかないところで考えてございます。 

 それともう一つは、一借りでいいのではないかというお話でございましたけれども、いずれにし

ましても、ここの部分については職員の給与ともろもろの諸費用がかかるものですから一借りでも

問題ないことはないのですけども、資金的にいいますと、やはりこの分については一般会計からの

繰り入れをお願いしたいということで今回予算の中で認めさせていただいたと、こんな形になって

ございます。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  12 分の３は後年度か次年度で繰り戻しするということで解釈していいの

ですか。もらいっぱなしですか、12 分の３は。その辺。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  12 分の３につきましては、今年度はいただくという形になります。

例えば清算してお返しするとかという形にはなりません。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  これは利用料もらいますよね。それで何カ月か遅れて入ってくると思い

ますけども、当然、12 分の３は仮に年度をまたいで入ってくる場合もあると思いますけど、何でこ

れをもらいっぱなしなのですか。収入なのだから、本来 100％収入で運営するはずなのですけど、

なぜ、もらいっぱなしなのかなと。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  会計年度の締めがございまして、５月 31 日で締まります関係から、

その分についてはいただくという形を取らせていただいたと思っております。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  この会計は独立しているのですよね。そうしたら、なぜ、12 分の３が一

般繰り入れでもらわなければだめなのか。単純な話ですよ。当初、この会計をつくるときに議論し

ていますよね。一言もそういう話がなくて、独立採算して、多少の収入があって、それが今度、町

立病院にも恩恵あるという話だったのですよね。それが頭からもう赤字という解釈でいいのですか。
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どうもわからないのです。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  これは初年度だけです。この形で繰り入れいただくのは初年度だけ

です。次年度以降はすべて内賄いで、サービス収入で全部賄っていくという形を取らせて、初年度

だけの措置ということでご理解いただきたいのですが。 

○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）  基本的には今、病院事務長が言ったとおりなのです。結局、最後

に、この会計を閉鎖する一番最後がきたとき、そのときは返してもらえるのです。もし、ずっと、

ぐるぐる回す場合の話です。ただ、前田委員おっしゃったように、返す財源をその会計年度に一借

りで回すという部分を戻してしまえば、その分返してもらうということで考えていますので、その

辺は会計が軌道に乗った段階で、一借りでその分、穴開いた分を返してもらうというふうにして、

年度年度できちんとこちらの会計でやれるように、そんなふうな形を取りたいなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、この件に関して質疑のございます方はどうぞ。大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  説明会を３カ所で確かやったはずなのですけれども、そのときの町民

の反応はどういう状況だったかということが１点。 

 それから、医療療養病床から老健への転換ということになるわけですけれども、白老町の国保病

院の総合相談室の報告を見ましたら、胃ろうの方が療養病床にもいるし、それから、入院患者にも

いて、こういう方々がそちらに移るということは、この部分でいえば、このときはなかったのだけ

ど、そういうことが必要だということをかなり強調して書いているのです、この中で。ですから、

そういうことでいえば、そこのところはわかるのだけど、それ以外の部分で医療療養病床から老健

施設に移すことによって町民が恩恵を被る部分というのをどのように押さえているか。ここがやっ

ぱり非常に大切な部分だと私は思っています。ですから、当然３カ月たったら、もう一回出なけれ

ばだめだとかいろいろなことが起こるのだけれども、そういうことを含めて、町に老健できたから、

みんなそこに入れるようなふうに思っている町民の方々も、かなり私のところにも電話きますけど、

そういう認識です、実際は。だから、そこら辺、採算の部分と、なるべくいっぱいになるようにと

いう部分と、そこの部分の兼ね合いをどういうふうに考えているか。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  まず、説明会の反応はどうだったかということでございますが、３

会場に分かれまして行いまして、２月20 日が 54 名、３月５日、竹浦が14、15 名、萩野もそれぐら

いだったと思っています。ですから、合わせて90 名近い方が参加されております。それで、説明会

にお見えになった方はもう切実に、例えば家族の方をこの老健施設に入れたい、そういう形で聞き

に来られている方が非常に多ございました。中には、今、お話があったとおり、町立の老人ホーム

ができるので、しかも、病院の中にできるので、何かあったときにすぐ面倒をみてもらえると。と

てもよかった、よかったという感じでお見えになって、最終的に医療が必要な方で、リハビリとか

が必要な方ですよと。今、元気な方については入ることはできませんよという話をすると、がっか

りしたというような方が結構多ございました。比較的やはり、この老健に対する期待度は非常に高
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いのかなと考えてございます。それで、説明会の中で特にお話をさせていただきましたのは、まず、

医療療養型がどんなものなのかということで話をさせていただきまして、病院からお家に帰る間の

中で、先ほど言いました、胃ろうだとか、経管栄養だとか、比較的医療の必要度の高い方のため、

あるいは、例えば脳卒中、脳梗塞等、脳障害を受けて、通常の治療が終わった後、やはりリハビリ

を少し続けたいと、リハビリを続けることによって在宅復帰が可能になると、こういう方のために

つくられた施設ですということを説明しまして、そういった弁でうちの老健の性格をわかっていた

だけたかと思ってございます。 

 それと、医療療養から老健に変わるわけでございますが、基本的に今週の初めに第１回目の入所

判定会議が行われております。その中で、まず、町立病院の２階、３階に入っている方の中で、こ

の老健に必要な方については４月１日でお移しするという形で決まったというふうに聞いてござい

ます。それと、それでは、医療療養から老健になって、町民がどんなメリットあるのかということ

になりますが、まず一つは、今まで十分に在宅復帰のためのリハビリを受けることができなかった

方、こういう方が今度、苫小牧だとか室蘭だとか、そういう大きな病院から治療が終わって入って

こられるという形になります。それともう一つは、一応ここの入所期間というのは６カ月となって

きます。基本的には私どものスタイルとしては、一応３カ月ぐらいで何とか在宅にお返しできるよ

うにリハビリ等に努めていきたいなと思っていますが、当然それ以上かかる方がおられます。この

場合は医師の判断のもとに期間延長が認められますので、その方の状況等を見ながら、当然、期間

は延長をかけていきたいとそういった形で非常にメリットがあるという形になろうかと思っていま

す。理学療法士も１名、専任に配置をいたします。 

 それと、総合相談室のほうも３月31 日に現在おられる保健師が退職しますが、代わりの方もすで

に決まっておりまして、来週から一応引き継ぎのため着任する予定になってございます。そういっ

たことも含めまして、この老健と町立病院の一般病床と、それとあと、この管内の各病院とを連携

させながら、町民の方でさらによりよい医療、もしくはこういった介護の提供、あるいはうちの病

院からもっと適切な介護施設、あるいは病院等、一般病床等に紹介していくような形で医療連携を

することによって、町民の方に少なからずベット数を出していきたいなとこういうふうに考えてご

ざいます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  わかりました。それで、サービス収入 8,800 万円みているのだけど、

これは平均入所率を何人とみているのか。また、４月１日オープンなのですけれども、そのときに

はそういう状況が満たせる状況になっているかどうか、この点。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  まず、４月１日ですが、当然、新しい施設がスタートとなりますの

で、いきなり満床というわけにはいきませんので、第１回目としては８名から９名程度でスタート

いたす予定になっております。４月の中ごろから第２回、第３回の判定会議を開いて、徐々にふや

していきたいとこのように考えてございます。 

 年間の想定ですが、29 ベッドに対して、年間平均で 26.5 ベッドを使うということで、入ってい
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ただくということで各収入を算定してございます。ちなみに、介護度別の入所率が出ておりますの

で、もし、よろしければ、ご紹介いたしますが。要介護度１の方、平均 26.5 人の中の 7.3％、要介

護度２が 10.6％、要介護度３が 19.5％、要介護度４が 33.3％、要介護度５が 29.3％入りまして、

４と５で60％近く、６割以上の方が占められている。比較的介護度の高い方が入っておみえになる

というような状況を想定して8,000 万円ほどのサービス収入を見込んでおります。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑のございます方はどうぞ。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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。 

 採決いたします。 

 議案第 25 号 平成 21 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。よって、議案第25 号は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

                                           

     ◎議案第２６号 平成２１年度白老町水道事業会計予算 

○副委員長（近藤守君）  議案第26 号、平成 21 年度白老町水道事業会計予算を議題に供します。 

 別冊の水道事業会計予算書18 ページをお開きください。18 ページから24 ページまでの収益的支

出から質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君）  12 番です。この水道会計については、財政改革プログラムの対案とし

て、私は水道会計の考え方を申し述べているのですが、基本的にいって、水道の供給１万 300 トン

あるのですが、第１浄水場、第２浄水場、椿の沢とあるのですが、この中の椿の沢が 1,500 トン、

第２浄水場が 3,050 トンですか、それから、第１が 5,750 トン、これで１万 300 トンになるのです

が。この水道事業は、浄水場を増設したのは確か平成６年、人口が平成15 年に２万7,500 人になる

だろうとこういう予測を立てて増設をしてきた。しかしながら、平成 16 年には人口も減ってきたし、

それから、浄水場の１日使用料も１万 300 トンの供給があるのですが、6,950 トン、約 7,000 トン

ぐらいだと、16 年がです。そして、このときは、白老の世帯が 9,400 世帯くらい。この 21 年度の

予算を見ると、世帯が 9,800 世帯ぐらいになっているし、それから、１日平均供給量が 5,300 トン

になっていますよね。大幅に落ちている。私は財政プログラムの対案で無駄なところをなくすると

いったら変なのですが、この第２浄水場を止めたらどうだと。それで今、5,300 トンですから、第

１と椿の沢でも 6,750 トンあるのです。5,300 トンですから、相当まだ余裕がある。こういうこと

からいくと、私は浄水場１カ所を止めるくらいの対策が必要ではないのかと。ずっと主張しました、

財政プログラムのときの対案として。対案というのは、超過税率が 1.7％に上がるから、私はこれ
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を下げるために、これも一つの対案として出してきました。そんなことで私はこれからもっと人口

が減ってくる、こういうことを予測しますと、それから、16 年から 21 年の１日平均供給量にして

も随分下がっている。このことからいって、私は１つの浄水場を止めてもどうだと。確か、あの浄

水場は平成６年に７億円ちょっとかけてつくった。それで、ひ素対策ということで随分お金のかか

ったものなのですが。こういうことで私は思い切って止めることも一つではないかなと思うのです

が、その辺の考え方はどうですか。 

○副委員長（近藤守君）  辻上下水道課長。 

○上下水道課長(辻昌秀君)  ただいまのご質問にありました、予算書に記載の１日平均給水量

5,360 トンですね。これについては各利用者さんに届くお金になっている水の量ということで、実

際この水を送るために浄水場の中では砂の洗浄とかいろいろな作業用水、あるいは多少お金になら

ない部分で消防等で使う分そういうものがありまして、実際、平均の浄水場から送る配水量として

は１日、19 年度の平均で6,900 トンということになってございます。送る量としては、まず、平均

的には 6,900 トンはやっぱり現時点で必要だと。ただ、水道の場合は日平均で能力等を決められる

かというと、年末の大晦日あるいはお盆、この辺が１日の最大の使用料になってございます。それ

で、19 年度でいきますと約 8,200 トンぐらいです、ピークがです。ですから、能力的にはやはり、

これを確保しないと安定的な水道供給ができないということでこの辺を目安に現在せざるを得ない

ところでございます。 

 それで、ご質問にありましたように、認可の配水能力としては１万 300 トンということになって

ございますけれども、実際、河川からの引き込みの最近の流用等もありまして、現在の最大能力で

いきますと大体 9,500 トンぐらいというような形になってございます。それで、この辺から考えま

すと、やはりピークに合わせて白老浄水場と虎杖浜の第１浄水場で合わせると 6,700 トンぐらいし

か確保できないということで、やはりピークを意識すると第２浄水場も動かさざるを得ないという

ことでこの点は一つご理解いただきたいと思います。ただ、今後、ご質問にありました、人口減等

の要素、あるいは実際、各浄水場から送る給水原価、各施設によってはいろいろな処理の仕方が違

うものですから、１トン当たりの原価を申し上げますと、白老浄水場では 18.3 円、虎杖浜第１浄水

場では 3.8 円、虎杖浜第２浄水場についてはひ素等の対策でかなり薬品を使っているということで

22.2 円。虎杖浜第１浄水場がかなり安くなってございます。そういうことで特に虎杖浜地区、ある

いは竹浦地区の第１、第２の兼ね合いでいきますと、ご質問のように、第２浄水場の水はなるべく

使わないで、第１浄水場の水をなるべく多く摂するということで、そういう方向の中ではやっぱり

運用していかなければならないのかなと。またしばらく人口に対するピークの問題、これを考えま

すと、やはり現行の３施設体制でいかなければならないかと思いますけれども、徐々に第２浄水場

の水を、利用量が減ってきている部分がありますので、その辺については今後もさらに検討して進

めていきたいなというふうに考えております。 

○副委員長（近藤守君）  12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君）  よくわかりました。それで、椿の沢は今、1,500 トンですよね。あれ

を倍ぐらいにする方策は取れないのですか。それから、第２浄水場は北吉原と萩野鉄北ですよね、
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使っているのは。水道会計が５億円くらいのお金が余っているし、それから、下水道会計は５億円

ぐらい足りないと、私はこの会計を１本にできないものかなと。１本にして共にやれば、私はいい

のではないかなと思っているし、このままいくと下水道会計は３年ごとにもっと上げていくという

あれも持っているし、ですから、この第２浄水場というのは、とにかく人口がふえると、港もでき

ると、工業団地も満杯になると、こういうことで将来を見据えて増設した第２浄水場。これから、

どんどん人口減っていくわけですから、今、急にというわけにはいかないかもしれないけれども、

やはり第２浄水場を止めるくらいの考え方に立ってやるべきではないかなと思うし、椿の沢ももう

少し出せるような、利用できるような考え方に成り立たないものかなと思うのですが、その点だけ

どうですか。 

○副委員長（近藤守君）  辻上下水道課長。 

○上下水道課長(辻昌秀君)  今、ご質問の第１浄水場、椿の沢ですけれども、これもちょっと日

平均等の水量を申し上げますと、19 年度第１浄水場の排水量が1,435 トンということで、水利権量

の 1,500 トン、これにほぼ匹敵するような状況。現実に浄水場から下、水が流れているかというと、

ほとんど水が流れていない状況、全部取水しているような状況になってございますので、そういう

ことからいくと、能力的には無理かなということでご理解いただきたいと思います。 

 あと、水道会計、下水道会計の黒字額と赤字額のお話でございましたけれども、水道利用者イコ

ール、まず、基本的に下水道の利用者すべて 100％ということではないという現実がございます。

大方の方は、下水道を使っている方はほとんど水道は使われているのですけれども、一部、下水道

は使っているけども、水道は使われていないという方も100 軒から200軒ぐらい現実にございます。

そういような利用者が異なるという部分、また、企業会計の事業というのは、例えば企業会計だか

ら水道と病院と一緒にできるかというと、やはりなかなか、これについては目的から違いますので、

公営企業法等の関係からいってもやはり区分しなければならないということで、この辺はちょっと

難しいかなということでございます。 

 また、水道事業会計で内部留保資金、約５億円ぐらいございますけれども、これについてはかね

てから議会でも質疑の中でお話しているのですけれども、昭和44 年に白老浄水場を開設以来、大規

模な改修というのは行ってございません。かなり設備も老朽化してきています。本体については耐

震調査の結果、何とかまだ耐えられるということでございますけれども、クリプト菌という生物菌

の対応の問題等いろいろ、やはり今後５年から７年ぐらいでやっぱり大規模な改修というのは予想

されます。それに要する費用というのはいろいろな方式があるということで、現在いろいろな比較

検討している段階なので、はっきりこれでいくということではお示しできないのですけれども、そ

の中の一つの膜ろ過という、膜を使ってそういう生物菌を除去する方法を取ると、その設備だけで

も５億円ぐらいのお金がかかると。そういうようなことから、やはり今後、安定的な水道水の供給

のためには、この資金というのはやはり外部に流出させることなく、水道内部において、まずは確

保しておいて、そして、そういうものに備えるべきかなというふうに考えてございます。全国的に

も水道事業の施設、管を含めて全国的に老朽化しているということで、水道事業については厚生労

働省の所管になりますけれども、やはりそういうものに備えるべきだというような一つの見解なん
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かも国から示されておりますので、これについては水道会計の黒字ではございますけれども、用途

が定まっていないということではなくて、建設改良積立金ということできちんと目的を定めて、と

りあえず留保しているということでご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑のございます方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。今、すごくいい質問の後に、本当にくだらない質問

で済みません。22 ページの先ほど出た、上下水道審議会の関係なのだけど、水道事業の報酬が６万

8,000 円になっていて、下水道事業の報酬が４万 5,000 円になっているのですよ。何でこんなこと

になるのかなと。極めて単純な質問ですけど。報酬でそうなっているのだけど。 

○副委員長（近藤守君）  辻上下水道課長。 

○上下水道課長(辻昌秀君)  済みません。下水道のときの答弁訂正もあわせてということでちょ

っとご説明させていただきたいと思いますけども。大変申しわけございません。回数的には先ほど、

１回、１回というご説明はしておりましたけれども、実は水道施設の話で先ほど、今後の計画とい

うお話がございまして、実は水道の今後の整備計画も含めての、そういう中期的な計画の検討を水

道事業として21 年度検討したいということで回数的に３回ほど見込んでおりました。ということで、

金額の違いがちょっと出てきているということでご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。こんな細かいことを言っていいかどうかわからない

けど、そうだとしたら、下水道で報酬４万 5,000 円だから、これの３倍にならないとおかしくなり

ませんか。水道では６万 8,000 円しか取っていないのです。３倍だとしたら、４万 5,000 円の３倍

にならなければだめなのか。どこかの数字が違っているということになりませんか。 

○副委員長（近藤守君）  辻上下水道課長。 

○上下水道課長(辻昌秀君)  大変申しわけございません。積算内訳をまた訂正ということで申し

わけございませんけれども、下水道のほうが２回、そして、水道会計が３回ということで、１回あ

たり約２万２、3,000 円かかりますので、大変申しわけございませんけど、回数の訂正ということ

で下水が２回、水道が３回ということで、１回あたり約２万２、3,000 円ということでご理解いた

だきたいと思います。大変申しわけございません。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑はございませんか。 

 それでは、次に進みます。次、収益的収入。17 ページをお開きください。質疑のございます方は

どうぞ。質疑なしと認めます。 

 次に、資本的支出。26 ページをお開きください。質疑のございます方はどうぞ。質疑なしと認め

ます。 

 次に、資本的収入。25 ページをお開きください。質疑のございます方はどうぞ。質疑なしと認め

ます。 

 次に、３ページ及び８ページから 10 ページまでの債務負担行為、企業債及び給与明細書について、

質疑のございます方はどうぞ。 

 それでは、全般について、特に質疑もれの方がありましたらどうぞ。質疑なしと認めます。 
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 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］ 

○副委員長（近藤守君）  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。 

 採決いたします。 

議案 26 号、平成 21 年度白老町水道事業会計予算、原案のとおり決定することに賛成することに賛

成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第26 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

     ◎議案第２７号 平成 21 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算 

○副委員長（近藤守君）  議案第 27 号、平成 21 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算を

議題に供します。 

 別冊の病院事業会計予算書20 ページをお開きください。20 ページから31 ページまでの収益的支

出から質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  前田です。病院の関係でまず、病院事務長と町長に伺いたいと思います。

まず、病院事務長のほうにです。21 年度の今の収益的あるいは収入いきますけども、まず、20 年度

の３月、今現在でもいいかな、平均になるのかどうかわかりませんが入院の実績、そして、外来の

平均人数、いくらになっているか、答弁願いたいと思います。 

 町長のほうにちょっと伺いたいと思いますけども。この前、一般会計のほうで審議したときに病

院に８億3,500 万円の税金を投入して、21 年度は病院の負債ゼロということでスタートするという

ことで、これまで議論ありましたけど、この時点でもう完全に病院の負の資産はなくなるというこ

とで 21 年度はゼロからスタートすると。これは議会もそうですけど、町もこれからやっぱり責任は

問われると思います。それで、私もこれから言いにくいことはあると思いますけども、チェック機

能をやっぱり試されますので町長にも聞きにいくことも、ある程度聞いていかなければいけないの

かなと。あるいは病院事務長とも議論しなければいけないのかなとこう思いますので、そういう観

点から質問させていただきますので、その辺ぜひ理解をしていただきたいとこう思います。 

 それで町長。これから、今言ったように、ゼロからスタートしますよということで新財政改革プ

ログラム。これと私が先に 12 月の定例会の一般質問で、病院の改築を平成 25 年度をめどに着工し

たいと、こう答弁しているのです。それで、今言ったように、新財政改革プログラムも25 年度をめ

どに着工したいと、こう明言しているのですけど、先日の私の一般質問の中で町長、25 年度をめど

に着工すると言っていませんと言ったのですけど、私、会議録を精査したら、こう言っているので

す。「現在策定中の白老町国保病院経営計画の達成状況を見た上で地域医療として求められる施設内

容や建築規模等を具体的に検討し、平成 25 年度をめどに着工したいと考えています。」と、こう話
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していますけども、先の私の一般質問の答弁とちょっとずれがあるのですけど、町長の姿勢をもう

一度確認したいと思います。この１答目でお願いします。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君）  現在、実績として出ているのは１月分までが出ています。１月分の

実績ということでご紹介したいと思います。入院患者ですが、１月分は延べ人数が 1,145 名。１日

平均 37 名となってございます。 

 それと外来につきましては、延べ人数 2,628 名。日平均で 146 名となっております。１月初めか

ら５日まで休診等がありましたことによって、入院・外来とも若干例月よりは低めの数字となって

ございます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  いずれにしても25 年と、私がお話しているのは確かでございます。それ

が予算のめどというのと着工ということがあるのですが、また逆から考えますと、もう 43 年ぐらい

たっているのです。５年たつと 48 年ですから、50 年たったら、病院は世の中に存在するかどうか

わからないですけど。いずれにしても、老朽化はもう待ったなしの状態かなと思っています。それ

で、いずれにしても予算的な措置等を含めて、早急にやっぱり建設に向けての作業といいますか、

まずは予算ですから、予算的な財源の確保を急がなければならないと思っています。ただ、一方、

給食センターも同じくらいの年度たっていますので、どちらが先になるかはわからないのですが、

一緒にというのはなかなかうちの財政から厳しいと思っています。どちらかを選択して、早急に対

応しなければならないという考え方を持っています。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  病院の事務長のほうに。今、１日の入院が平均 37 名、それと、外来が

146 名と言いました。21 年度の事業会計の予算書を見たら、１日入院42 名、それと、外来162 名に

なっています。この数字を見ると、努力はしていただけると思うけども、現実的に非常に厳しい部

分があるのかなと思います。ぜひ、努力をしていただきたいなと。これは事務長、これから大変だ

と思います。病院も今度、部長職になりますから、なられる方はそれ以上の重みを持ってやらない

と。これから、いろいろと議会でも議論あると思いますけども。そういう部分では努力されると思

いますけども。まず、この21 年度の１月現在の実績を根拠にして、今、私が言った数字をはじいた

と思いますけども、達成されるという見込みで数字出ていると思いますけども、その辺の算出根拠、

この上乗せした部分、多分、努力目標ですけども、本当に達成される目標範囲にあるのかどうかと

いうことです。 

 それで、この予算書を見ると、単純に21 年度収支見込み、7,800 万円を見ているのです、収益を。

間違いないと思いますけど、間違ったら訂正してください。そうすると、今まで20 年度の収支見込

みが先般、２億 2,600 万円赤字と、これが不良債務の中に入れられましたけど、これの分が実際に

20 年度で出ているのです。すると、21 年度では、7,800 万円見込んでいます。大きな数字の対比が

あるのだけど、この辺の部分と、今、国から示された公立病院の経営改善がスタートして、今やっ

ていますけども、これが年度途中で当然わかると思いますけども、赤字に仮に転落した場合にこの
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部分にどのような影響がくるのか。そして、その整合性とどのように求めていかれるのか。なぜ、

私、聞くかというと、今、ゼロからスタートですから。本来は努力目標にして、一生懸命やってく

れると私は期待していますけども。ただ、やっぱりそういう心配もちょっと入れておいて、今後、

病院の経営を私たちも見ていかなければいけないのかなと、そういう点でお聞きしていますので、

その辺について答弁を願います。 

 次に町長にです。今、聞いたら、財源的なめどがつけばと、こう言っていますけども、財源の方

法について、私、町長に伺いたいと思います。白老に、この前言ったように、弾薬支処ありますよ

ね。それで、ことし 20 年度で約２億 8,000 万円ぐらいのいろいろな交付金が入っています。２億

4,800 万円ぐらい入っていますよね。それで町長、私は、今、防衛弾薬庫が大規模な弾薬庫として

特定防衛施設の指定を受けていますけども、こういう財源を今後確保して、病院の改築財源に当た

るような行動を取っていただきたいなとこう思うのです。ということは、ある市町でも病院建設に

これらにかかわる助成金なり交付金がかなり投入されて、病院つくったところがあるのです。多分、

町長も防衛省に行っていると思いますけども、わかると思いますけども、その辺の考え方。という

ことは、町長は先ほど、前の同僚議員でも話していましたけども、防衛省に結構足運んでいると思

うのです。こういうことは、端的に町長は言えないかもわかりませんけども、間接的な要望はされ

ていると思います。そうすると、防衛省のそういう感触どうなのかなと。それと、この交付金は、

よその町村が分捕り合戦しているのです。やはり今まで充当されたたくさんの市町村は遠慮してい

ただいて、少しでも白老町にそういうお金をいただくと。そして、今もらっている、約２億 5,000

万円を６年間ぐらいもらうと15 億になるのです。これはもう病院財源に充てられますけども、そう

いう大胆な発想を持って、議会も含めて病院の改築のために財源確保をするような町長の誠実性が

あるのかどうか伺います。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  21 年度の目標が入院 42 名、外来 160 名ということで、これは本当

に大丈夫なのかというお尋ねでございますが、たまたま１月の平均、先ほど申しましたように年末

年始の関係で、年末に相当退院させるという状況もありますのでこういう数字になったかと思いま

す。昨今、大体入院患者が 40 名超えている状況がずっと続いておりますし、３月初めでは 47 名ぐ

らいまで入っておられます。現在も 45 名程度入院されておりますので、決して、年間通して 42 名

というのは難しい数字ではないのではないかなと考えてございます。 

 それと、外来患者 160 名ですが、内科の常勤医が３月末で１名いなくなりますが、１点は公共機

関の先生方が毎週火曜日、またさらに出張で来ていただけるということで確保されております。そ

ういった意味では外来患者そんなに落ちないのかなということと、４月に日翔病院さんの協力をい

ただきまして脳神経外科が開設されますので、そういった分。あと５月になりますと、外科医が今

１名着任する予定になってございますので、何とかこの42 名と 160 名については確保できるのでは

ないかという見通しでございます。そういう形で私もはじめ頑張っていきたいと思っていますので

どうかよろしくお願いします。 

 それと、20 年度の２億 2,000 万円近い赤字が出ている状況の中で、21 年度の状況をお話しさせて
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いただきますと、一般会計が総体で繰り入れいただいている額が 20 年度と 21 年度比較しまして、

約１億 1,000 万円ほどふえるような形になってございます。そうしますと、その分でも相当経営が

改善するということと、もう一つは医療療養病床の部分での赤字幅が相当小さくなるというような

形になりますので、何とかプラスマイナスゼロという形の中で経営の均衡化を図っていきたいとこ

のように考えてございます。 

 それと、仮に赤字になった場合はどうなるのかと、ペナルティーあるのかという問題があります

が、地公債、起債を借りておりますので、この利息分について交付税措置がされてございます。こ

の部分が赤字がふえた場合は、交付金で交付される部分が半額になるというような部分でのペナル

ティーが出てこようかと考えてございます。特に大きくそのことでペナルティーというのは、その

分以外はないのではないかというふうに考えてございます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  確かによそのまちで病院の改築費を出しているまちがあります。それは

聞くと、かなり長い年月お願いして、大体30 年ぐらいで改築しているはずです。普通のまちはそう

いうことでやっていくのでしょうけど、なかなか白老のまちは、防衛のそういうものに対して余り、

道路とかそういうものはやってきたのですが、昭和50 何年ですか、コミセン以来、そういう防衛の

メニューはほとんど使ったことがないという。防衛に対する、実はそういう実績があったのです。

それで、私になって、同報無線、初めてです。道路、川以外で使ったというのは。それから、交付

金は毎年入ってきます。あれも必ず事業しなければならないのですけど、今回は駅裏やったり、そ

の前は子どもたちのコンピューターを全部整備したり、実はかなり入ってきているわけなのです。

それで実は、病院もあるし、給食センターもあるのです、他市町村で。ところが、そういうものが

実は余り出していなかった、選択していなかったということもあるのですけど。それでは、具体的

に病院やる手法ということになりますと、今現在で障害防止ということで音が大変うるさいと。病

院ですから、もう建物全体に音に対応するような、そういう建物をつけなければならないというこ

とで、音ということでは間違いなく入っているまちが２カ所かそのぐらいあります。一方、給食セ

ンターも、これも給食センターというメニューではないのですけど、違うメニューを使ってやって

いるのです。これも知恵の絞り方だと思うのです。いずれにしても、かなりハードルは高いという

ことは確かです。ハードルは高いのですが、よそのまちでやっている事実もある。ただ、それでは、

４年、５年でそこまでいったかといったら、かなり長い年月いろいろなことをやりながら認めてい

ただいたということなのです。ですから、そういうことから見ても、かなりハードルが高いと。そ

れでは今まで、私はずっと主任当初からやっていますけど、私の前にそういうことをやったことあ

るかと、例えば病院とか給食センター。ないです、１回も。それは、それぞれの当時の首長の考え

方ですからあれなのですけど。いずれにしても、実績はある、ただ、ハードルは非常に高いという

ことです。これからは、かなり汗をかきながらやらないとかなり厳しい部分かなと実は思っていま

す。 

○副委員長（近藤守君）  ちょっとお待ちください。丸山病院事務長より答弁の訂正があります。 

○病院事務長(丸山伸也君)  多分言い間違えたと思いますので、改めて言い直させていただきま
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す。企業債の利息の交付税相当措置分が半分になるというふうにお話したと思いますが、半分措置

されているものがゼロになるという、半分がゼロになるというペナルティーを受けるということで

訂正させていただきます。 

○副委員長（近藤守君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  今の町長の答弁でいくと、そういう防衛省の障害防止対策事業、民生安

定調整事業、特定防衛施設整備調整交付金、この中にも医療施設という項目入っているのです。運

用の仕方は別として。そういうものを年数はかかるけども、活用するような政治姿勢で今後やって

いくと理解していいということか。 

 それと、先ほど25 年度の着工の話を明確にされていたのですけど、ちょっと今、町長のニュアン

スで、財源の見通しをついたら考えたいのだというふうに理解しておいていいのか。25 年というこ

とは、逆にここでちゃんと明確にしておかないと、言葉悪いですけども、一人歩きというか、私も

質問して、そういう言質取っていますし、町長答弁していますし、新財政改革プログラムにちゃん

と入っていますから、もし、町長の姿勢を多少変更するのであれば、この場でちゃんと言っておか

ないと、後々、論争の的になる可能性がありますから、その辺をもし必要であれば言っていただき

たいなとこう思います。 

 それと、私はなぜ病院のことを防衛省云々と言っているかというと、ご存知のように、白老の自

衛隊駐屯地、かなりの職員、隊員さんがいて、かなり地域に貢献しているのです。私の住んでいる

町内会にも自衛隊の官舎や、戸別に家建てる、大町にも官舎あります。その中で非常に町内会活動

をやってくれている。そして、私、この前、町内会の新年会をやったのです。そうしたら、多くの

方が来て、自衛隊の隊員の人方がいっぱい来て、お子さん連れて来たのです。小さい方から、幼稚

園から。それで、福祉会館でやったのですけど、終わった後、みんな走って歩いているのです。そ

うしたら、私とか隣の地域でも、そういうこと見えない人がびっくりしているのです。いやいや、

うちの町内会にもこんなに若い人いたのかいと。子どもいるのかと。これはやっぱり自衛隊さん、

一生懸命やってもらっているのだねとこういうことがあるのです。私はなぜかというと、隊員さん

のそういう若い人方が白老でお産するにしても、何か事故あったときに、やはりそういう形の中か

らも防衛省が地域で一生懸命地域貢献してくれていますと。そういう意味でも病院の財源を少しで

も考えていただけると。そういう形の中で私は言っているのです。ですから、ぜひ、町長もそうい

う政治姿勢が持てるかどうかということをお聞きしております。 

 それで今、病院事務長から答弁ありましたけども、ぜひ、これは冒頭、私言いましたように、常

に情報を開示あるいは共有して、議会ともども、いい意味でチェックしていかないと、また大きな

債務とかがたまったときに大変になるのです。ですから、みんなでやっぱり共有して、責任のもと

にいい方向にいくようなことを求めたいと思いますけど、その辺。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  病院の改築の関係なのですが、補助メニューを精査していただければわ

かるのですけど、あれは防音になっているのです。それで、はっきり申し上げますけど、それでは、

どこのまちかと。例えば別海町の矢臼別演習場です。あそこは演習場ですから、そういう音の関係、
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それを優先的に国が配慮していただいて、病院を整備したということなのです。あと、やっている

のは、米軍の戦闘機の音の関係。ただ、やらなければならないので病院は。ですから、玄関からや

ってもどうしようもないとあきらめるのではなく、いろいろな、まだ手法があるわけなのです。病

院前面に出さなくてもあると私は信じて、今、取り組んでいる最中なものですから、そういうこと

で、このままでいくと 20 億円単費ということになるのでしょうけど、何億円かでも手法を変えなが

らでも、病院というメニューを使わなくても何らかの手法はあるのではないかと。実はそういうこ

とで考えているわけです。いずれにしても、６年たったら50 年たちますから、本来あり得ないので。

本来であると、30 年くらいたつとこういう計画はつくっておかなければならなかったのですけど、

うちも今こういう財政事情ですから。財政事情がこうだといっても、ぎりぎりで抜けられるのであ

れば、やはり病院は整備すべきだと思っていますので、私はいろいろな手を使い、品を変え、やっ

てみたいと。先ほど言いましたけど、逆に給食センターもあります。両方メニューありますけど、

どちらか単費ということになるかもしれません、結果的に同じ年度で。２年、３年ずれて、白老の

まちだけそういうことで何十億円も来るというのはちょっと考えられないのです。一般的にはこう

いうものは10 年かけてやるのです。10 年かけて、それで、補助メニューに採択をお願いしたいと。

何十カ所も集まって、競争率がおそらく 20 倍、30 倍だと思っています。ちょっとスタートがうち

のまち、５年前から始めましたけど、はっきり言って遅いのです。遅い分、戦略も変えなければな

らないということです。年度は決まっていますので、少なくとも平成25 年には着工になるかどうか

わからないですけど、予算のめどをきちんとつけて町民に、１年遅れになるか、２年遅れになるか

わからないですけど、予算的なめどだけでもきちんとつけたいと。できれば、着工したいというの

が私の考え方です。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  しっかりやれよというお言葉かなと思っています。なかなか常勤医

がきちんと確保できない、看護師も確保できない、こういう状況でありますが、今、病院で働いて

いる職員、本当に一生懸命頑張っています。そして、今回、経営計画をきちんとみんなと論議をし

て、まとめ上げています。そういったものを無にしないように、院長以下、私も含めて、師長と全

職員が頑張っていきたいというふうに考えています。 

 それと、病院に関しましては、やっぱり議会の皆さん含めて町民の皆さん方のしっかりした応援

をいただきたいというのもあります。そういったことにも応えるために、きちんと経営状況につい

ては明らかにしていくということは経営計画にも書いてありますので、それを反故にしないように

きちんと情報発信をして、理解を得ながら病院事業を進めていきたいとこのように考えてございま

す。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑のございます方はどうぞ。 

 それでは、次、収益的収入。19 ページをお開きください。質疑のございます方はどうぞ。15 番、

吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  ２点伺いたいと思います。ことしの４月から、がん基本法に基づいてだ

と思うのですが、道内にがん診療連携拠点病院が20 カ所設けられましたけれども、このことによっ
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て町民がどう守られるのか。これは、全国どこにいても平等にその病気に対しての診療が受けられ

る体制がつくるということですので、これができたことで白老町にとっても何か利点があるのかど

うか。その点、伺いたいと思います。 

 それと、道が進めている自治体病院の広域化連携構想の中で、この間胆振管内の連携で７項目ぐ

らいの集約したものをつくったのですが、その中で一つ気になったことは、これはなぜかというと、

やはり基幹病院に行く方が多いと。白老町も43％ぐらいの人はそちらのほうへ行っているというこ

とで、各自治体病院の収益を、そういう環境を守るための広域的な打ち合わせだと思うのです。そ

の中で医療機器の共同利用ということが一面に書かれていたのですが、これをやることで、私は今

まで大きな病気とか検査が十分にできないのは、医者の紹介状を持って、ほかの病院へ行くと思う

ので何か体制変わるのかなと思ったのですが、これをやることで町立病院の収入が減らない方向に

つながっていくのかどうなのか。その点、伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  がん拠点病院の関係。全道で何カ所か整備されるわけですが、具体

的にそことどういうぐあいに連携をしていくかということについてはまだ決まってございません。

まだ指定がされたというような状況で、追々、苫小牧医師会等を通じて、北海道医師会等を通じて、

白老ではこういう扱いをしてくださいと。例えば、こういう形で紹介状を持って来てくださいと、

診察、検査はここまでやってきてと。多分そういうような取り扱いになっていくかと思います。問

題は、拠点病院で検査等処置が終わった後、やっぱり地元に帰しますよというのが当然、前提にな

ってくると思いますので、そういった受け皿になることもうちの病院としては必要なのかなという

ふうに考えてございます。 

 それと、日高の西部と胆振の東部、二次医療圏の中での医療連携の関係ですが、確かにご指摘の

とおり、基幹病院に患者が外来も入院もすべて集中するということで、これは基幹病院の疲弊につ

ながると、医師の疲弊につながるということで、これは是正しなければならないということで何点

か伝令等をするような形でなってございます。特に苫小牧では、苫小牧市医師会が中心になりまし

て、夜間急病センター、これを４月から拡充するというような形の中で、うちの病院のお医者さん

も年間、確か５回、当直に行かれる予定になってございます。そういった形で基幹病院の集中化を

少しでも防ごうと。 

 それと、医療機器の共同利用の関係ですが、特に病院の収入の面でどうのこうのというのは多分

ないと思います。というのは、例えばＭＲＩだとかＰＥＴとか、特に高度な検査を必要とするよう

なものだとか、医療機器の中でも人工心肺だとかそういった非常になかなか一つの病院で持つのは

難しい、うちの病院では年間に１例あるかないか、こういうような状況であれば、そういったもの

をちゃんと所有している病院に、患者さんに病院から病院に移っていただいて、そういう形で利用

をしていきましょうということになってきますので、収入そのものについては特に影響はないかと

いうふうに考えてございます。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  私はちょっといい方に解釈したいのですが、この機器の共同利用という
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ことで、白老町、がん検診率もちょっと下がっていますよね。それで、ＰＥＴ検診、これは室蘭と

苫小牧と１カ所しかないのですが、その機械を持った地域は、検診料の負担も軽減されて受けられ

るようになっていますよね。がん基本法ができたときには、どこの地域にいても平等に治療が受け

られるということからいくと、今後、そういったいい機械が町立病院では置くことはできないけれ

ども、そういったところにあるとがん検診にしても何にしてもＰＥＴ検診にしても、そういった地

域に行って、町民が希望すれば、検診医を町立病院から派遣して受けさせてもらうということが可

能になるのかどうなのか。その点、１点確認したいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  まだ仕組みは、例えば病院を経由していくのか、あるいはもっと別

に、例えばよくあるのは国保の事業でやっているような検診だとか、健康福祉課でやっているよう

な一般検診、集団検診からつなげていくのか、これについてはどういうふうになるのかちょっとま

だ見えないところであると思います。基本的にはそういった機器をスムーズに、せっかくの高額な

機械ですから、そういった機械を遊ばせないで基本的にどんどん使って、最終的に医療費を下げよ

うというのがこのがん対策法案になりますので、そういった観点から町民もしくは機会のある市民

の方々が使いやすいような形で仕組みが今後つくられていくものというふうに考えています。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑のございます方はどうぞ。 

 それでは、次、31 ページをお開きください。資本的収入・支出の全般について、質疑のございま

す方はどうぞ。 

 次に、２ページ及び７ページから12 ページまでの債務負担行為、給与明細書及び債務負担行為に

関する調書について、質疑のございます方はどうぞ。 

 全般について、特に質疑もれの方がおりましたら、どうぞ。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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。 

 採決いたします。 

議案 27 号、平成 21 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、原案のとおり決定することに賛

成することに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第27 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

     ◎審査結果報告書作成の議決 

○副委員長（近藤守君）  以上をもちまして、本特別委員会に付託されたすべての議案の審査を

終了いたしました。 
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 なお、本委員会の審査報告書の作成については、これを正副委員長に一任していただきたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（近藤守君）  ご異議なしと認めます。 

 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 

                                           

     ◎閉会の宣告 

○副委員長（近藤守君）  これをもって、予算等審査特別委員会を閉会いたします。ありがとう

ございました。 

 

（閉会 午後３時２７分） 

 

 

 

  


