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平成２４年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２４年１１月２２日（木曜日） 

開  会  午前１０時０２分 

閉  会  午後 ２時４１分 

                                         

○会議に付した事件 

 付託審査 

１．陳情第２号 白老町介護保険事業計画（第５期）の整備に関する陳情 

所管事務調査 

１．道外行政視察研修のまとめ 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 西 田  子 君      副委員長 広 地 紀 彰 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 吉 谷 一 孝 君 

委  員 及 川   保 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     生 活 福 祉 部 長    須 田 健 一 君 

     健 康 福 祉 課 長    西   幹 雄 君 

     健康福祉課主幹    田 尻 康 子 君 

     生 活 環 境 課 長    竹 田 敏 雄 君 

     生活環境課主査    本 間   力 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 

     書      記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（ 君） ただいまより建設厚生常任委員会を開会いたします。  

（午前１０時０２分）  

                                         

○委員長（ 君） 本日の議題は、陳情第２号 白老町介護保険事業計画第５期の整備

に関する陳情書の審査であります。これにつきまして、委員の皆様方からご意見をいただきた

いと思います。もう２度ほどやっておりますので、皆さんからご意見ありましたけれども、こ

れは広地副委員長のほうからあった提案ですか。これにつきまして何かございますでしょうか。 

 若干時間をいただきまして、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０２分 

                                         

再開 午前１０時０２分 

○委員長（西田祐子君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

大渕委員、議員同士の議論の場をつくって、それから行政のほうに質問できるような体制に

したほうがいいということだったのですけれども、どのような議論をお考えでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君） 私が言っているのは、現実的な問題として陳情が出され、町の計画を

見直してほしいという願意なのです、願意は。それが整合性あるかどうかということを、議会

が１回通しているものですから、議会がその点をきちんと意思統一をし、なおかつ従来の介護

保険事業計画でいいのか。それとも陳情者の願意に沿って議論すべきなのかというあたりを、

これだけの資料で判断するのはなかなか難しいかもしれません。私も一定限度ちょっと調べて

みたのですけれども、なかなかそこがきちんとわかるような資料、こういう人数だったら、こ

ういう数ですというものがないのです、これは。それぞれの市町村の状況によって全く高齢化

率含めて違いますから、そうはならないのです。そうなると、結果的には出されている資料や

我々が調べた中で、今のベッド数が妥当かどうかという判断、また、妥当でないとしたら、そ

れは町の判断が違っていますというか、間違っていますというか、変更すべきですというふう

な議会側としての理論構築、この常任委員会としての理論構築をきちんとしなくてはいけない

というふうになると思うのです。それは、町との関係で言えば、議会が今陳情を受けてそうい

う形になっているわけですから、そこら辺、今出されている資料、また、自分たちが調べた範

囲でどこまでそれをきちんと立証できるかというあたりをやっぱりきちんと議論しておかない

と。何もなく町に来てもらって、どうですかというわけにはちょっといかないのではないかと

いうふうに思って、そういうふうに言ったのです。ただ、今本当に 10 分ぐらいで読んだ範囲だ

けど、これで我々が判断するなんて中身のものではないです、はっきり言って。 

もう一つは、陳情者もこれを読んでいるのかどうか知らないけど、陳情の趣旨と関係者もこ

こに出席しているとしたら、ちょっと中身がどうかなという気は、率直に言って私はします。 

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんはご意見ございませんか。 
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広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。今大渕委員のほうから議会としてもきちんと理論構築

をするべきではないかというご提案がありました。それで、まず陳情者の願意の中で、施設が

過剰ではないかと。ただ、過剰かどうかを判断、妥当かどうかを判断するのに、陳情者のほう

から１ベッド１居室に対する被保険者数の資料等が提出されていました。陳情者としては、１

ベッドに対する被保険者、つまり、ベッドに対して、他市町村に比べて整備し過ぎではないか

と。過剰ではないかというのが願意だったというふうに理解しています。ただ、前回も私は、

胆振管内の他市と比べてということで陳情者のほうから上げられていましたが、市は人口の規

模が白老と大きく異なっており、それであれば、白老町は１施設ふやしただけで極端に数字が

ずれますから、人口規模や高齢化率がある程度近いところの資料がほしいという話をさせてい

ただいたと思います。まず、この資料の説明がこの後あるということですから、資料について

ちょっと気になる点が２つありまして、まず１つ目です。陳情者のほうからも大変丁寧な１ベ

ッドに対する被保険者数のデータが出ていましたが、この真ん中の居住系施設というところの、

白老町、室蘭市、苫小牧市のデータを見てください。これで見ると数字がちょっと違っている

のです。まず、白老町は１ベッドに対する被保険者数が 128.7 になっています。つまり、１つ

のベッドに対して被保険者数が 128 人ちょっとということです。これだとほかの市と比べたら、

次に多い室蘭市と比べても 10 人以上被保険者数が多いのです。この資料で見ると白老町が進ん

でいないと、第４期の計画時点では。第５期の数字を見ても、ほかの市と比べて若干進んでい

る部分ありますけれども、ほかの市で例えば１番多い室蘭市で比べても 87.4 人、これ数字違う

と思うのです、出たデータと。これはどうしてこの数字が出てきたのかをまず説明員の方に説

明を求めたいです。これだけで見ると妥当ではないかなという気がしてきました。 

もう１つ。認定者数とベッドの関係です。実際に特定施設ですので、認定者に対しての割合

もきちんと把握する必要あると思うのですけれども、これで見ても、担当課のほうから今いた

だいた資料で見る限りですけど、１ベッドに対する認定者数が第５期であっても、白老町が

12.1。これはほかの市町村と比べてもほぼ遜色ないのではないかなというふうに思います。こ

れは道内の類似市町と比べて、もう１枚のほうで見ても深川、美唄、士別、余市、これらの市

町と比べたときに、居住系施設は、白老町が第４期時点では１ベッドに対して、この市町と比

べる限り１番遅れています、第４期時点で。第５期の整備、事業所が２つにふえることによっ

て、ようやく１ベッドに対する被保険者数が 62.9 に落ち着いて、ほかの市町と比べても遜色な

い程度に落ち着いていると。１ベッドに対する認定者数を考えても、白老町が第５期の時点で

12.1。ほかは、深川市で 12.2、美唄 11.8、士別 7.6、これらに比べてほぼ同等。こういう形で

見ると整備しないと遅れているのかなという気がしてきたのですけど、この数字の根拠だとか、

どうやって資料作成したのかについて、もう少し詳しく説明員の説明を求めたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） それについては、後ほど担当の方のほうから説明を受けるようにし

たいと思います。 

ほかの委員さんで、特に議員間で議論しておいたほうがいいというご意見ございませんか。 
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氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 陳情者から出ている新たな介護施設、介護つき有料老人ホーム、60 床

の議論がこの事業計画の策定委員会の中で議論されている場面というのがないのです。ないに

もかかわらず、第５期の介護保険事業計画に載ってきた、その経緯がわからないのです。策定

委員会の中で話し合われて、それで、１つの根拠があって、この介護保険事業計画に載ってき

たものだという根拠がわからないのです。例えば、これから高齢化率が進んできてどうのこう

のという議論はここでされているのだけれども、それではなぜ 60 床必要なのかという議論がさ

れている場面が全然ないでしょう。多分、陳情者と今回介護保険計画に携わった人たちとの温

度差がそこにあるのかなと思ったり、認識の違いがそこにあるのかなと思ったりするのだけど

も、そこをもう一度説明も含めてしてもらえたらいいかなと思うのです。僕もこれを今ぱっと

見ただけなものだから何とも言えないけど、その根拠がわからないのです。60 床の介護つき有

料老人ホームがなぜそこに必要なのかという根拠がわからないというか。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の話。要するに、町側に聞くのはもちろん構わないのだけど、ただ、

これを読む限りにおいては、町が出した方針、町が 60 床必要だと言っているわけです。それに

対して委員は異議がなかったというふうにしか思えないのです。単純にそれだけしかないなと

いうふうにしか思えないのです。だから、そこに少なくても、ここは委員さんだけだから、今

回の陳情者の関係者も出ているのです。これを読む範囲においては言えないような状況ではな

いように私は見えるのです。私はです。そして、そこで何も意見述べていなくて、唐突にこう

いう形で陳情が出てくるということのほうが何かちょっと違うかなというような気がして、僕

はこれを見せてもらったらそういうふうに思うのです。だって、全く異議もないし、問題点も

指摘していないし、委員の中で。全くないのです。それなのに、関係者も出ているにもかかわ

らず、どうして陳情書が出てくるのと思わないですか。一般論的に言えばそういうことになら

ないですか。だって、町がこういうふうにやりたいと提起したことに対して、皆さんどうです

かと言ったわけだから。審議会の中でそこの議論が全く、今氏家委員言われたように何も議論

していないのです。していないということは、何もないところでどうしてくれと言っているの

ならいいです。そうではなくて、ちゃんとこうやって町はやりたいと言ったにもかかわらず、

それに対しての議論がないということは認めたということではないですか。私はそういうふう

に理解しますけど。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 言われるとおりなのだけど、町が示すものがあります。町がこういう

ふうにしたいのだと。その根拠が示されないで、漠然的に数字だけが先歩きしていて、それを

審議会のメンバーがそこで議論できないということ自体が、ここの委員会のあるべき議論がで

きなかったというのがすごく疑問なのです。仮に、僕たちが例えば議会でこの第５期介護保険

事業計画の説明を受けたときに、ここに何の疑問も持たないで議決したのと変わらないような

気がするのです。でも、相手はプロなのです、はっきり言ったら。その審議会に入ってきてい
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る人たちはプロなのだけど、そこがどうも腑に落ちないのです、僕は。ここで議論できていな

いということが。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） それはそのとおりだと思います。ただ、町側から説明を最初に受けた

時、今ではなくて私たちがオーケーしたときの説明では、明らかに１ベッド当たりの高齢者の

数は白老町が１番少なくなります、要するに厳しくなりますという説明をしています。同時に、

それはどういう根拠かというと、ほかの地域にいる白老の人がこちらに移れるようにと。それ

がこれぐらいの数ありますと。そういう根拠をもって説明、十分か不十分かは別にして、一定

限度町は説明したというふうに私は思っているのです。それで、氏家委員の今言っていること

は、そういう我々と同じような説明、多分ここではもっと詳しい説明がされていると僕は思う

のです。聞かなければわからない。だけど、そういう中で、今言ったように全く疑問が出ない

ということはそこに対する問題意識がなかったのか、それとも、それでいいとおっしゃったの

かと、私はそういうふうにしか思えないのです。まして、関係者が出ていて、その人がこのこ

とに対して全くふれていないというのは変ではないですか。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 大渕委員の言うこともわからないわけではないです。それもわかって

いて言うのだけど。僕たちも当初健康福祉課から説明を受けたときに、白老町から外に出てい

る人たちが帰って来る、戻ってくるという話が頭にすごくインプットされたのだけど、そうだ

よなと思うではないですか。でも、果たして実際そうなのかなと思うのです、自分で。いろい

ろな事例を見ていくと。だって、白老から離れていった息子さんたちのところに、元気なうち

は白老町に１人でいてもいいよと言われて住んでいたけれども、結局１人で住めなくなってき

たときに、息子さんたちの近くにある施設に行く。もともと白老にいた人かもしれないけれど

も、白老にまた戻ってくるという環境にそこがあるのかどうかということなのです。例えば、

家族が白老町在住で、施設がないから地方にやっているという人たちは確かに戻ってくるかも

しれないけれども。僕の周りにいる人たちというのは、息子さんたちが外にいて、白老町に施

設がちょっとないから、自分たちの近くにある施設にと行くわけです。そうしたら、そこから

戻ってこないです、はっきり言ったら。だから、その辺の割合も。出て行った人が帰ってくる

ためにと考えれば、そういった数字も頭の中では漠然と考えてしまうのだけども。でも、実際

どうなのかなと。今白老の現状というのが。そこがすごく気になるものだから、松田委員がこ

の間言っていた、例えば本当にその 60 床というものを計画の段階で見直さない、そして、やっ

ぱり必要なのだろうなとつくった後に、いや、やっぱり計画どおりにうまくいかなかったみた

いな話になったときに、だれが１番困るかといったら町民なのです。そうですよね。結局、ど

こも運営できなくなってくる。１人勝ちのところが出てくる。そうなったときに、やっぱり施

設が足りなくなってくるみたいな話がまた後手、後手になってきたときに一番困るのは、やっ

ぱり僕は町民のような気がしてならないものだから、今のこの計画の段階で、見直すというよ

りもしっかり議論しておくべきだと思うのです。僕の言いたいのはそれだけです。 
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○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 今の議論にかかわって。まず、策定委員会の議論がちょっと見え

ないというのは、氏家委員の指摘のとおりだと思います。ただ、それについて大渕委員のほう

からもありましたとおり、異論はなかったのだと。すっと通ったという印象をまず受けました。

それに対して、同じ施設から出ているのはもちろんのこと、基本的に立場が違うという陳情者

の説明もありましたけど、立場が違うとはいえ、少なくともこの特定施設を含めた介護施設の

利益の代表の１人として参加しているにもかかわらず、異論はなかったという部分については、

多分、私たちに出ていない資料もあると思うのです。それは次の担当課の説明にぜひ加えてい

ただきたいと思うと同時に、いや、根拠がないと。確かに前回の説明員の説明では、正直、私

もわかりませんでした。ただ、前回の陳情者の数字ですと、１ベッドに対する被保険者と認定

数の白老町、室蘭市その他の比較を見てください。数字違うのです。前回の資料だと白老町は

62.9 人です、第５期になって。それで、室蘭市は 124.1 人という説明だったのです。登別市は

125 人だと。苫小牧市は 110 人だと。そういう説明だったのです。でも、ここで出てきた資料

によると、室蘭市は 87.4、登別市は 81.6、苫小牧市は 80.7 なのです。この数字の違いは多分

データの集め方が違うのです。これは必要だという話をしましたけど。これで見る限りです。

さらに特定施設というのは医療器具ついている方が入ります。酸素マスクつけていても、尿管

つけていても受け入れてくださる非常に重要な施設です。看護師もちゃんといらっしゃるし。

そういう比較的症状のある、そういった弱い方に対して特定施設、非常に重要だと思うのです。

ただ、認定者数で考えても、ほかの市町と比べても 13.2、13.2、13.4、それについて整備をし

て 12.1 なのです。これを整備しなかったら、多分この倍ぐらいになるのではないですか、１ベ

ッドに対する認定者。そうなってしまうと、私は現状の特定施設が白老町内の福祉に対して大

きな貢献をしていると思っているのです。だから、それをつぶすようなことを通してはならな

いと思います。ですけど、これで見る限りですけど、１ベッドに対する被保険者数は妥当とい

うふうに見えますし、本当はこれについて詳細の説明が必要だと思います。さらに、今回議決

しています、介護保険料の改定だとか。これは施設が多分第５期の計画で進むという前提で介

護保険料を町民の皆様に負担をお願いして議決しているのです。おそらく、もしもですけど、

第５期の見直しを求めるとすると、その介護保険の利用料の部分にも影響がある。これはやっ

ぱり、すごく重たいことだなというふうに思うのです。 

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんはご意見ございませんか。特にこの辺議論しておき

たいと思うようなこと。 

先ほど氏家委員のほうから、なぜ 60 床の話が出たのかという、そもそも論のところなのです

けれども、私もちょっとそこのところ、第５期の計画ですか、説明を受けたときには申しわけ

ないのですけれども、余り深く考えなかったのですけれども、今回陳情を受けまして、介護サ

ービスの利用者アンケートという町のほうから前にいただいた資料を見ますと、負担額につい

て、やはり余り大きな負担額は無理だというようなアンケート調査が出ているのです。これを

見ましても、果たして有料老人ホームというものが必要なのかどうかということを、その時点
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で介護を受けるための負担額について、自宅に居ながらの介護サービスについてのアンケート

は取っているのですけれども、施設に入って月どのくらいかかっても大丈夫ですかというアン

ケートは取っていないと思うのです、ここで。だから、実際にその方々の、ご夫婦でいらっし

ゃったら、ご夫婦の収入で有料老人ホームに入るとしたら、最低でも 40 万円以上、45 万円く

らいないと有料老人ホームに入れないという計算になりますので、果たして、そういうところ

まできちんと考えてこの計画を立てたのかどうなのかという疑問はちょっと感じました。皆さ

んはどういうふうにお感じになりますでしょうか。私はそこのところがまず白老町にとって大

事なのかなと。氏家委員も先ほどおっしゃっていましたけれども、共倒れしてしまうのではな

いかと。実際に白老町の中で一体どのようなサービスを受けたいという人たちがふえているの

かという実態調査、それと、国の方針としては、施設をつくるのではなくて、やはり自宅でや

っていくということになっています。この 60 床を新たにつくるということなりますと、その国

の方針ともまた違ってくるわけなのです。そのあたりも白老町はどういうふうに考えているの

か。その辺もちょっと聞いてみたいと思うのですけれども。 

ほかの委員の皆さん、特にこういうところはというようなご意見はございますでしょうか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は今の委員長の考え方というか、委員長の聞きたいことは僕もそう

なのです。結局、厚生労働省がずっと進めようとしてきたことは、施設というよりも自宅で、

例えば看取りだとか、介護をしなければいけない、しなければいけないというか、そういう方

向にずっと国は持っていこうとしていました。だから、小規模多機能型の 24 時間介護だとかそ

ういったものの必要性をずっと訴えてきたわけです。最近になってやっと苫小牧あたりでもそ

ういったものに手をつけ出してきた。だから、そういったものの、白老町はなかなかそれには

今ちょっと手をつけられないでいたけれども、例えばグループホームだとか小規模多機能型と

か、そういった施設が白老町の中に入ってきて事業展開するというのであれば、僕は何も問題

ないと思うのです。でも、国の方針というのは、ころころ変わるでしょう、はっきり言ったら。

はっきり言ったら変わるのだけれども、でも、それに振り回されないためにも、ためにもと言

ったら変だけれども、ここはやっぱり慎重に、例えば小規模多機能型でもって 24 時間介護に携

わっていけるような事業所が苫小牧だとか室蘭から進出してくるというのであれば、それはお

願いしてもいいと僕は思います。でも、果たして本当に介護つき有料老人ホームが新たにまた

60 床というのが必要なものなのかどうかという議論がここでしっかりなされていないという

ことが、このプロの人達の集まりの中で、それがどうも腑に落ちないのです。もっと違った資

料をこの人たちが見ていて、そうだなと納得して議論がなかったのか、大渕委員が言われたと

おり。そういうふうにすれば、判断することもできるのだけれども、それでは、その資料とい

うのはどういった資料だったのか。そこなのです。だから、求める施設、新たに展開しようと

する施設というのは、ここではないのではないのというのはどうしても頭に引っかかるのです。

結局、私たち今いろいろなところを視察に行っても、結局、国の流れというか、国の方針とい

うのは、今、委員長言ったとおりでしょう。そっちに今、持っていこうとしているわけだから、
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それに逆行する考え方のものを計画に盛り込んでいくということ自体が、よくよく考えたら何

かこう腑に落ちないというか。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 議論の論点というのがどこにあるかといったら、松田委員言ったよう

に、町民のためになるか、ならないかということなのです。私たちが議論する論点は。そこが

１番大切なのです。少なくても今まで説明を聞いている範囲で言えば、経営の問題が出ている

よね。だけど、この間の説明で言っているのは、今よりも安い有料老人ホームにするのだよと

いう言い方なのです。それは町民にとってプラスにならないことなのかどうかという、僕はそ

こが非常に大切だと思うのです。だって、12 万円でなかったら入れないといったときに、10

万円ぐらいでも入れるようなものも考えると言ったでしょう、実際にこの間。そうだとしたら、

それは、僕はある意味、町民が望んでいるものだと。ただ、問題は、そこに人が流れたときに、

今の経営している人たちが大変になるということは事実です。そのことを無視していいのかと

いったら、無視してよくはないと思います。だけど、現実論として、今 13 万円ぐらいで入って

いる、それが 10 万円で入れるとしたら、施設つくって町民が入れるということで言えば、私は

それを何も悪いことではないと思うのです。ただ、そのことによって人が流れて、もう一方の

ほうの経営が困難になるとしたら、そこのところをどうするかというのは、本来ここでも議論

しておかなければだめな中身だったのです。それが全くされていないというだけの話なのです。

だから、我々は何を視点にするかといったら、本当に町民がこの施設をつくることによって、

年とってからゆっくり過ごせるような場所が白老町にできるということは、僕は、このデータ

からいっても決して悪くはないし、十分に中身を果たせるような内容だなというふうには思う。

ただ、それまでのいきさつ含めてわからないから。 

もう１つは、いきさつで、氏家委員が引っかかるのと同じように、一番引っかかるのは、な

ぜこの中で関係者がいて言わないのかと、すごく思うのです、私は。言えないって、どうして

言えないのと。そうしたら、委員ではないでしょうと。そうしたら、こういう策定委員会にな

らないのではないのかというふうに僕は思うのだけど。安いものが 10 万円ぐらいでできるとい

ったら、私たちだって入れるのだからすごくいいのではないですか、ある意味で言えば。介護

つきの有料老人ホームだから、それが 10 万円で入れるとしたら、すごくいいと私は思うけど。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今議論していることは、全く皆さんそのとおりなのです。将来の、こ

れからの町民のため、少しでも安く入居できる施設がこれから大事なのです。ただ、この間の

陳情者との話の中では、なぜここで議論されなかったかと。この資料見たら、全く本当に議論

されていないのと同じなのです。されていなかったという疑問はやっぱり皆持っていたものだ

から私も聞いたのだけれども、それはやっぱり全体の委員としていろいろな立場で出ているの

です、この人たちは。ケアマネだとかそういった立場で出席を求められているのです。その立

場だったから、例えば今回で言えば、藤田クリニック、この立場では物を言えなかったという

ような言い方だったのです、聞いたときの話です。ただ、今委員としてもやっぱりそういった
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問題があるとすれば、ここで言わなければいけなかったのです。議論すべきだったのです。そ

ういう立場はあったかもしれないけれども、ただ、白老町全体のことを考えて求められている

わけだから、ここで言えたはずなのだけれども、どうもここではないのです。私も朝一発目に

これずっと読んでいたのだけど、結果的にそういった議論がされていなかったと。今皆さんが

言われている疑問点というのは、それぞれ皆さん持っているものと同じだと思うのです。だか

ら、新たに出てきた町の資料を見ても、この資料と前回陳情者が出された資料との相違点がま

た出てきているのです、ここで。ここがまた、今ここでどうのこうのするようなことではない

かもしれないのです。はっきりと断定して、こうだからこうすべきだというようなものが本当

に出てくるかということなのです。いずれにしても、町民が幸せになれるようなまちづくりを

やっぱり進めなければいけないわけだから。ただ、そこで前回の委員会の中でも出たように、

新たな施設をつくることによって既存の施設が圧迫されて、例えばなくなっていくと。こうい

うふうな状況は厳に慎むべきだなというのはありますけど。 

○委員長（西田祐子君） 私のほうからももう１つあるのですけれども、この策定委員会の会

議録の中で、60 床のこの介護つき老人ホームの開設を 25 年から 26 年に遅らせたという理由の

１つが、24 年に開設した北海道リハビリセンターの老健を 80 床にしたと。それによって、入

居者の状況を把握するために遅らせたというふうに変更になっているのですけれども、実際に

私の近所の人たちも、今まで受けていた介護、それをやめてリハビリの老健のほうに入ってい

ると。かなりの方が入っているという話も聞いているのです。そうなってくると、実際に利用

者の方々の動向がどういうふうになっているのか、その辺も聞いてみたいと思うのです。実際

にこの方々が老健に入ってしまったことによって、今実際に白老町内にいろいろな施設があり

ます。そこのところを利用している人たちが変わらないでそれだけ利用しているのか。それと

も、利用者が減っているのか。その辺のこともちゃんとここのところで変更するときに、町側

もやっぱり考えているわけです。そのところもちゃんと聞いてみたいと思うのですけれども。 

広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 今委員長にご指摘いただいたことは、全くそうだと思うのです。

私も今回の陳情を受けていろいろと勉強させていただいているところですけれども、やっぱり

施設間の動きもあると思うのです。単純にそれだけで比較できるのかという部分は議論が必要

だと思います。それで、今実際のケアマネジャーさんからもいろいろとお話を伺っている中で

は、やっぱり特定施設はすごく重要だなというふうに思いました。先ほどもお話ししたように、

医療器具をつけた方も入所できるという部分、ましてや、現状の特定施設を運営している事業

者さんは、医療との密接な連携がありますから、ぐあいが悪くなった比較的重篤な方でも安心

して入れる施設だと。だから、そこをつぶすようなことがあってはいけないなというふうに私

も本当に思うのですけど。 

あと、これも委員長から出ていたのですけれども、町民アンケートあったと思うのです。こ

ういう介護施設や体が不自由になった場合にどういうふうにしたいかと町民アンケートをとっ

ていたはずです。私も今町民アンケートを大分前に、前回の介護保険料をしたときに見た記憶
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で話しているのですけれども、たしか７割から８割はできれば自宅でという話だったのです。

それは当然だと思うのです。それがかなわなくなったら、できるだけ家族に近い町内でという

希望だったはずなのです。ですので、今大渕委員からも出たように、町民がどういうふうにす

ればいいかと。なるべく町内で見てあげたいという議論は何度となく繰り返してきたことだと

思うのです。ですから、特定施設がきちんと枠をふやした 60 床と現状の 52 床、それぞれがき

ちんとやっぱり安定していくことが町民の利益なのではないかなと。ただ、本当に２つが並立

していけるのかどうかという部分もやっぱり考える責任が私たちにはあるのかなと思いました。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。いろいろ議論されているのですが、まず、１番大事なこと

は、何ができても、60 床の介護つき老人ホームができても、町民が気軽に入れるかどうかなの

です。言うなれば料金です。約 90％が 300 万円以下の収入だとまちで言っています。それでは、

その 90％の方々が気軽に入れるのかと、ここが１番大事だと思うのです。 

それからもう１つは、前にも私言っているのですが、白老町が町立病院をどうするのか。町

立病院のベッドが 58 床のはずです。20 人ぐらいしか入っていません。約 38 のベッドが余って

いる。先般も藤田理事長がお話ししていたのですが、今介護と病院との壁がなくなっているの

だと。ほぼ一緒だと。町立病院へ行って見ても、ほとんど高齢者です。それから、この間の参

考人の説明では、厚生省のほうもこれからは垣根をなくして長く入れるようになるのだと。厚

生省の考え方、病院もです。 

もう１つは、白老の高齢者の７割から８割は苫小牧に行っています、入院に。そうすると、

苫小牧へ入院したら、苫小牧で亡くなるか、苫小牧の施設へ行く方が多いのです。ましてや、

垣根がなくなったら、いい病院で離れなくなります。そういうことを考えると、新しい 60 床が

できる、できない、そんな問題ではなく、町民の方々が本当に入れる施設なのか。それから、

町立病院をどうするのだ。ここのところが私は本当に大切なことだと思うのです。だから、ま

ちがどんどんこれを進める。このことにどうのこうの言うわけではないのだけれども、その前

に町立病院を、今言ったように 58 床あって 20 人しか埋まっていないと。また垣根がなくなっ

て、高齢者でも入れる施設なのです。ここのところをもう少しきちんと強調してやるべきだな

と思っているのです。ですから、この 60 床に反対とか何とかではなく、まちのやるべきことは、

もう少しそちらのほうに軸足を置いてきちんとやるべきだなと私は本当にそう思っている。で

すから、もう少しじっくり考えるべきだと言ったのは、そっちの部分なのです。 

○委員長（西田祐子君） 大体皆さんの意見はよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） 休憩いたします。 

休憩 午前１０時５２分 

                                         

再開 午前１１時００分 

○委員長（西田祐子君） 休憩を閉じて会議をいたします。 
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町側から須田生活福祉部長、西健康福祉課長、田尻健康福祉課主幹にご出席いただきまして、

これから議員のほうから質問を受けたいと思います。その前に、資料をいただいていますので、

これについて先に説明していただきたいと思います。 

田尻健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） それでは、配付しておりますＡ３版の資料を説明させてい

ただきます。まず、白老町の人口・高齢者・認定者の推計表１枚と白老町・室蘭市・登別市・

苫小牧市と道内の類似市町の１ベッド当たりの被保険者数と認定者数を示した表の２枚につい

て説明させていただきます。 

まず初めに、近隣市の１ベッド当たりの被保険者数と認定者数を示した表の説明をいたしま

す。見方なのですけれども、上段の表は、第４期計画の最終年度である平成 23 年度末の状況で

ございます。下段の表は第５期計画の最終年度である平成 26 年度末の状況を示しております。

各表の縦列は白老町、室蘭市、登別市、苫小牧市としておりまして、横列は総人口、65 歳以上

の被保険者数、高齢化率、認定者数、認定者率、介護保険料額としております。その次に、施

設の大まかな区分としまして、介護保険施設の介護老人福祉施設の特養、介護老人保健施設の

老健、介護療養型医療施設の療養としております。次に、居住系施設の特定施設としておりま

す。次は、地域密着型施設のグループホームとその他の施設としており、最後の欄は各施設の

合計の状況となっております。大まかな区分の各施設の欄には、１ベッド当たりの被保険者数

と認定者数を示しております。 

表の真ん中にあります網掛けしている部分の特定施設の状況を説明いたします。特定施設の

欄にありますベッド数量でございますけれども、介護保険事業計画に基づく施設でございまし

て、介護保険料に反映される施設のベッド数を記載しております。これは特定指定施設としま

して、人員基準や施設基準を満たしているところで、介護保険施設として北海道に指定されて

いる施設のことでございます。特定指定施設は自立した方も入居できまして、介護認定者も入

居できる混合型と言われる居住型施設となっております。大半は認定者が入居されているのが

現状でございます。特に特定指定されている施設では、準基準としていたしまして、生活相談

員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員、計画作成担当者を配置するということになってお

ります。入居者は認定度が重くなっていってもほかの施設には移動せず、このまま介護サービ

スや医療行為サービスを受けることができるのが特徴でございます。 

それでは、上段のほうの第４期計画の平成 23 年度の表をご覧ください。居住型施設の特定施

設の１ベッド当たりの 65 歳以上の被保険者数と認定者数の状況を説明いたします。まず、白老

町ですが、町内には現存であります１事業所の介護つき有料老人ホーム悠々さんの 52 ベッド数

がございます。被保険者数 6,694 人で割りかえしますと、１ベッド当たり被保険者数は 128.7

人となります。次に、認定者数 1,163 人で割りかえしますと１ベッド当たりの認定者数は 22.4

人となります。ほかの施設の状況を説明いたしますと、室蘭市は４事業所でベッド数 245 に対

しまして、１ベッド当たりの被保険者数は 116.7 人、認定者数は 17.3 人。登別市は３事業所で

ベッド数 172 に対しまして、１ベッド当たりの被保険者数 86.7 人、認定者数は 13.2 人。苫小
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牧市は６事業所でベッド数 443 に対しまして、１ベッド当たり被保険者数は 85.3 人、認定者数

は 13.8 人となっております。表の下段にも記載しておりますけれども、１ベッド当たりに対し

ます数値が小さいほど施設整備が進んでいるということになります。それからいえば、第４期

の施設整備のほうでは、苫小牧市と登別市が進んでいると考えられます。 

次に、第５期計画の最終年度にあります、平成 26 年度、下段です。ここを説明させていただ

きます。白老町は１事業所の 52 ベッド数に今期の施設整備計画値 60 ベッド数をプラスしまし

て 112 ベッド数として算定しますと、被保険者数 7,040 人で割りかえしますと１ベッド当たり

の被保険者数は 62.9 人となります。次、認定者数 1,358 人で割りかえしますと１ベッド当たり

の認定者数が 12.1 人となります。ほかの市の状況でございますけれども、室蘭市は５事業所で

ベッド数 345 に対しまして、１ベッド当たりの被保険者数 87．4 人、認定者数 13.2 人。登別市

は４事業所でベッド数 202 に対しまして、１ベッド当たりの被保険者数 81.6 人、認定者数 13.2

人。苫小牧市は７事業所でベッド数 523 に対しまして、１ベッド当たりの費用保険者数 80.7

人、認定者数 13.4 人となっております。この結果を見ますと白老町が進んでおりますけれども、

他市と比較しますと高齢化率が 39％、認定者率が 19.3％となっておりまして、他市よりもいち

早く高齢化が進んでおります。合わせて、認定者数が多い現状を踏まえまして今期の施設整備

計画をしております。 

 次に、白老町と高齢化率が類似した道内の市町の状況を説明させていただきます。表の縦列

は、白老町、深川市、美唄市、士別市、余市町としております。横列は、先ほど説明しました

近隣市と同様にしております。それでは、上段の第４期計画の 23 年度の居住型施設の特定施設

の１ベッド当たりの状況を説明いたします。まず、白老町でございますけれども、高齢化率 35％、

１事業所で 52 ベッド数に対しまして被保険者数は 128.7 人、認定者数は 22.4 人となっており

ます。類似市町の状況を説明いたしますと、深川市は高齢化率 35.1％、２事業所でベッド数 80

に対しまして、１ベッド当たりの被保険者数 101.9人、認定者 18.1人。美唄市は高齢化率 34.1％

に対しまして、２事業所でベッド数 160 に対し１ベッド当たりの被保険者数 54 人、認定者数

9.8 人。士別市は高齢化率 33.3％、４事業所でベッド数 167 に対しまして、１ベッド当たりの

被保険者数 43．２人、認定者数 7.3 人。余市町は高齢化率 32.2％、１事業所でベッド数 100

に対しまして、１ベッド当たりの被保険者数 67.3 人、認定者数 15.4 人となっております。第

４期の１ベッド当たりの認定者数で見た場合でございますけれども、一番施設整備が進んでい

る順としまして、士別市、美唄市、余市町、深川市、白老町の順となっております。白老は施

設整備が進んでいない状況となっております。 

次、下段にございます、第５期計画の最終年度である平成 26 年度の状況でございます。白老

町は、52 ベッド数にプラス 60 ベッド数といたしまして 112 ベッド数としまして、被保険者数

は 62.9 人、認定者数が 12.1 人となります。他市町の状況でございますけれども、深川市は３

事業所でベッド数 130に対しまして１ベッド当たりの被保険者数 64.2人、認定者数 12人です。

美唄市は２事業所でベッド 160 に対しまして１ベッド当たりの被保険者数 55.8 人、認定者数

11.8 人。士別市は４事業所でベッド数 173 に対しまして１ベッド当たりの被保険者数 43 人、
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認定者数 7.6 人。余市町は１事業所でベッド数 100 に対しまして、１ベッド当たりの被保険者

数 71.3 人、認定者数 17.9 人となっております。１ベッド当たりの認定者数で見た場合でござ

いますけれども、ここでは、一番施設整備が進んでいる順としまして、士別市、美唄市、白老

町、深川市、余市町の順となっております。特にここで余市町の状況でございますけれども、

白老町と被保険者数がほぼ同程度でございますけれども、施設整備が進んでいない理由といた

しましては、他市と比較しまして認定率が高いという状況でございます。そのことによりまし

て、認定者の方が介護サービスを使うことによりまして、介護サービス費用額が多くなってい

ることで、介護保険料が 5,000 円を超えていることが考えられます。これ以上余市町さんのほ

うでは施設整備を進めますと、さらに介護保険料に影響が出てくると考えられます。 

次に、白老町人口・高齢者・認定者数の推計表をご覧ください。ここでは、平成 37 年までの

推計数値を示しております。推計総人口と 65 歳以上の人口数は住民基本台帳の人口に基づいて

平成 23 年３月末をもとにしまして、コーホート法というやり方によりまして推計しております。

平成 32 年には 65 歳以上の人口数はピークを迎えております。75 歳以上の後期高齢者数は平成

31 年頃を境にしまして、65 歳から 74 歳までの前期高齢者数よりも増加していきます。平成 37

年では、前期高齢者数が 2,520 人に対しまして、後期高齢者数は 4,000 人を超えるという推計

値が出ております。 

 第５期介護保険計画を策定する参考資料としまして、平成 22 年度中に居宅介護サービスを利

用している認定者を対象にしましてアンケート調査を実施しております。その内容の一部とし

まして、将来において介護を受けたい場所を尋ねたところ、自宅と答えた方が全体の 75％でし

た。しかし、特に近隣市と比べまして白老町の 75 歳以上の後期高齢者の世帯は単身世帯が多く、

高齢者夫婦世帯では実際としまして老老介護、認定者疾患を持った世帯の認認介護はふえてい

る状況でございます。それで、自宅で居宅サービスを受け続けていくには、ここでは限界にあ

ると考えられます。そこで、将来の不安を取り除くためには施設に入居することになっていく

と思います。特に特定指定施設に入居される年齢層は 75 歳以上の方が多い現状にございます。

こうしたことから、白老町の第５期計画では 75 歳以上の後期高齢者の方が安心して住みなれた

地域で暮らせるため、現状を踏まえまして自宅以外の受け皿としまして特定指定施設のうち、

介護つき有料老人ホームを整備計画に入れております。どうぞご理解お願いいたします。 

○委員長（西田祐子君） 今いただきました資料の説明を受けましたけれども、委員の皆さん

方から、この資料を含めましてご質問いただければと思います。ご質問ございませんか。 

広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 何点かあるのですけど、まず１点だけ。もしもですけれども、第

５期計画のこの居住型施設を今ふやした場合にということです。計画どおりにした場合につい

て、もしもですけど、ふやさなかった場合、陳情をお受けして、それでやっぱり事業所は１つ

にするべきだということになった場合に、１ベッドに対する被保険者数等と１ベッドに対する

認定者数はどうなるという数字はありますか。 

○委員長（西田祐子君） 田尻健康福祉課主幹。 
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○健康福祉課主幹（田尻康子君） 今のご質問でございますけれども、今期の計画で特定施設

の整備計画をしなかったとしまして、１ベッド当たりの被保険者数 135.4 人、認定者数が 26.1

人となりますと、近隣市と比べますと、うちの現状、高齢化率と認定者率と、それから、後期

高齢者の今の実態、それから、今後の将来の後期高齢者数の実態を踏まえまして、やはり整備

が必要という形で考えております。 

○委員長（西田祐子君） 私のほうから１つよろしいでしょうか。この資料についてお伺いし

たいのですけれども、１ベッドに対する被保険者数と認定者数ということで資料いただいたの

ですけれども、これを見ましたら、介護保険施設というのと、居住型施設というのと、地域密

着型施設と合計ありますけれども、第４期計画、第５期計画こちらのほうを合わせますと、全

体でベッド数が 4,572。第４期のときから比べて約 513、ベッド数がふえるという計算なります。

全体で。白老町ばかりではなくて、室蘭・登別・苫小牧市も含めまして、近隣でこれだけふえ

ると、白老町も含めて。また、さらに白老町の現在の介護保険施設、これは１ベッドに対する

認定者数は第４期のときで約４人に１つ。それと、地域密着型施設のほうも１ベッドに対する

認定者数が 18.5。そして、合計値で 16.4。非常に低い数値になっています。さらに、第５期計

画では介護保険施設 4.7、地域密着型施設 16.8、合計で 14.5。ほかの町村と比べても随分低い

割合なります、これでいきますと。こうなってきたときに、なぜここの居住型施設、ここのと

ころだけをふやさなければいけないのか。ちょっと理解できないというか。十分、この介護保

険施設、もう１ベッド数に対する認定者数が飛び抜けて低いわけですから、もう十分なのでは

ないかなという思いはあるのですけれども、その辺はいかがなのでしょうか。 

そして、リハビリさんのほうでこのたび施設が開園しました。そちらのほうでは、開園する

ことによって認定されている方々、また、利用されている方々の動向を踏まえて 25 年の開設を

26 年に延ばしたと。入居者の状況を把握するために遅らせたものと。済みませんけれども、こ

の間の介護保険事業策定委員会会議録の中で、24 年１月 30 日、そういうような説明をされて

いるというふうにいただいた資料の中であるものですから、今現在それはどういう状況になっ

ているのか。その辺をお伺いしたいと思います。 

田尻健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） 今回特定施設を整備するという考えの中には、まず、特定

施設の特徴としましては、看護職員が配置されているということと、介護サービスと含めまし

て医療サービスもできるという、いわば特別養護老人ホーム、特養と同じような形態なのです。

仮に特養を 50 床計画に入れて白老町の町民が 70％とした場合の介護保険料の影響額でござい

ますけれども、月額 386 円ほど引き上がります。それで、今回の特定施設介護つき有料老人ホ

ームでしたら 46 円ということ。実は、白老町の特徴も先ほど推計値も見ていただいた中で、今

後認定者数がふえていくと。そうすると、介護サービスを使う方がふえていくということは、

結局は介護保険料が引き上がっていくという現状がございます。保険者としましては、確かに

特養も必要かもしれませんけれども、介護保険料のことも考慮していく必要があるということ

は、すべての被保険が介護サービスを使うとは限らないです。その使わない方を含めて介護保
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険料は 40 歳から取られておりますので、そういうこと考えまして、やっぱり全体の保険料を納

めていただいている方も含めますと、介護保険料のことも考慮して、その中で特別養護老人ホ

ームと大体形態が似ていて、介護保険料の高くならないようなところという計画でもあります。 

それから、現状では、そよ風の里さんの入所率、大体ほぼ満床と聞いております。 

○委員長（西田祐子君） 私がリハビリさんのことを聞いているのは、リハビリさんの実態で

はなくて、今まで利用者がいましたよね、自宅からの。例えば、どんぐりさんとか藤田さんと

か、それから、社会福祉協議会だとかそういうところを使っていた方々が、新たに老健ができ

たということで、そちらの施設に移っていると。実際に今までサービスを利用してくださった

方が今までの半分近くまで減ってしまったという実態があるのではないかと。実際に行ってい

る私の知っている方々も何人か行きましたので、そういうところの実態はつかんでいますかと、

それを教えてくださいと聞いています。 

それと、なぜこの介護保険施設、こちらの老健施設も含めて、グループホームも含めて白老

町はかなりそちらのほうもいっぱいやっていて、かなり数字的に低いのに、なぜ新たにこの 60

床のベッドを考えたのか。そこをお伺いしたかったのです。 

田尻健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） そよ風の里さん、老健ができることによりまして、居宅サ

ービスの部分を使っている方が減少したというお考えかと思いますが、実際今年度の推移を見

ましたら、居宅サービスのほうは伸びている状況でございます。要するに、訪問介護のサービ

スが伸びております。通所ケアは反対に減少している状況でございますけれども。ということ

は、自宅に住まれていて居宅の訪問サービスを使われている方がいらっしゃるということと、

あと、新規の認定者がふえているという現状でございます。 

あと、先ほどの特定施設をどうして 60 床というお話でございますけれども、まず、認知症疾

患の方が入りますグループホームの関係でございますけれども、今認知症疾患の方ふえており

ます。今現在、相談ケースも年間 3,000 件とかそういう数字で多いのです。実は 23 年度で 2,000

件相談ケースございます。最近の傾向としまして、認知症疾患で独居の方、お一人で暮らされ

ている方、夫婦世帯、中には認知症同士で住まわれている方とか、一人で暮らされている方の

家の状況がやはり大変なのです。地域包括支援センターの職員が相談を受けまして自宅に訪問

したら、やっぱり実態としてはかなりお一人で暮らすのが難しいということで、グループホー

ムはやはり認知症の方の受け皿としてございますし、反対に老健施設もそうですし、介護つき

有料老人ホームも軽度の方であれば認知症疾患も受けていただけるというふうに考えておりま

す。ということで、60 床の意味というのは、やはり介護保険料の部分も考慮しておりますし、

反対にそういう独居の方で将来不安となられる方の受け皿として、例えば町内に施設を整備計

画しなかった場合、町外の施設に入られるということになりますと、やはり介護保険の部分で

は住所地特例という制度がございますので、介護保険料も白老町で見るという形になりますの

で、やはり住民の方、利用される方のことを考えますと町外よりもやはり住み慣れたところで、

町内に建ててそこを利用されるということのために整備計画に入れている現状でございます。 



 16 

○委員長（西田祐子君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 先ほどどうして特定施設かというご質問ありましたけれども、

実は特定施設に入所される町民の数でございますけれども、21 年度は 36 名でした。22 年度は

48 名、23 年度 54 名と年々ふえてきてございます。ただ、町内施設に入られている方は、今悠

悠さんは 52 人のうち 25 名、これはほとんど変わらなくて、悠悠さんに入っている 27 名は町外

の方なのですけれども、要するに 21 年度で 36 名そういう施設に入っているのですけれども、

結局 21 年度は悠悠さんには 25 名入っていますから 11 名が町外に抜けています。22 年度につ

いては、23 名が町外の施設に入っています。23 年度も 28 名が町外のそういう施設に入ってい

るということは、どんどん特定施設に入られる町民がふえていると。これは先ほど田尻も言っ

たように、そのサービス費用は白老町がどこの住所に移っても払わないといけないのです。今

後ふえていくという現状も踏まえて、苫小牧なり室蘭に行ってそういう施設へ入るよりは、こ

れだけふえているのであれば町内につくって町内でそういう施設に入居されて幸せな生活を送

っていただくことが１番望ましいという形の中で、今回この特定施設の建設を計画に盛り込ん

だという理由でございます。 

○委員長（西田祐子君） 今の説明で私がちょっと不思議だなと思っているのは、まず認知症

の方がすごくふえているのだったら、当然そちらのほうの施設を優先するのがまず先かなと。

それが１つ目です。 

２つ目が、町外にどんどん行っていると言いますけれども、もともと白老町民の方が町外に

行ってというのは、白老町の中に施設があっても町外に行くというのは、それぞれ通っていた

病院なりご家族、お子さんたちとか、そういう関係とか、やはり今まで通っていて病気がある

から、その近くのその関係の施設に入るとか、いろいろ理由はあると思うのです。その方々が

本当に、それでは、白老町内でそういう施設をつくったから戻ってきていただけるのですか。

その辺をお伺いしたいのですけど。 

田尻健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） 町外の施設に入られる方の状況でございますけれども、確

かに中には町外にお子さんがいらっしゃって、そういう理由でそちらのほうの市なり町なりの

施設に入られる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今回の計画に入れたというのは、

先ほど説明しましたように 21 年度、22 年度、第４期計画の中で、計画よりも町外の施設に入

られる方が多かったという状況があります。当時町内の施設は満床だったという状況の中で、

おそらく町外の施設を利用された方がいらっしゃった。中にはお子さんもいるという関係で町

外の施設に入居された方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そういうこともありまして。 

先ほど説明しましたけれども、介護つき有料老人ホームに入られる方の年齢層は 75 歳以上の

方が多い状況でございます。そう考えますと、白老町としましては、今後後期高齢者がふえて

いく。その方たちがご自宅で頑張って住みたいと思っていても限度があると思うのです。例え

ば、ヘルパーさんに来ていただいて、いろいろな手だてでサービスを受けたとしましても、や

はりをお一人なり、お年を召したご夫婦でいろいろなサービスを使っていたとしましても限度
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がある。そうしましたら、どこへ行くかという話になると思うのです。その中で、介護認定を

受けていて、特養だとか老健だとか、もしくは認知症が進んでおりましたら認知症グループホ

ームとか、もしくは、ほかにということであれば、特定施設である介護つき有料老人ホームと

かという形で、いろいろ選択する形になると思うのです。その中で、認知症疾患の方が認知症

グループホームに入ったほうがいいのではないかという話ですけれども、白老町は、今回の 63

ベッド数がございますけれども、そういう限度のある中で空きが常時あるわけではないのです。

また、料金の部分ございます。どの施設もそうですけれども、料金がさまざまで一定でござい

ませんので、その中でその方の家庭状況と身体状況を踏まえまして、利用者の方が選択する、

いろいろなタイプの施設を選択するという現状がございます。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） グループホームの関係、認知症の関係のお話も出ていました

ので、実は今回の計画の中に認知症の方の対応ということでグループホーム、ツーユニットの

計画もあわせて進めるということで、そちらのほうの対策もきちんと考えた上での計画になっ

ているということでご理解いただきたいのですけれども。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） まだわからないかもしれないけど、現実問題として、町民の皆さんは

安い施設に入りたいのです。問題はそこなのです。だから私の知っている者も苫小牧に行った

のです。実際に２人ぐらい行ったのです。新しい施設に。そこは 10 万円ぐらいだと言っていま

したけど、10 万円ちょっとかな。それで、実際に新たにできる介護つきのホームの場合は、ど

れぐらいの値段で入れるのかと、ざっくばらんに。どういうものを考えているのか。そこまで

いっているのだったら、そこら辺の話をちょっと聞かせてほしいのです。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 特定施設については、基本的には道のほうに町が計画に基づ

いて推薦するという形の中で、当然どこを推薦するかということの中で、料金設定というのは

やはりすごく大きな問題だと思っています。できるだけ低額料金。ただ、いろいろな施設を確

認した中では、やはり 10 万円前後というのですか、幾ら安くなってもそこが限界なのかなとい

うことでは、調査した中ではとらえてございますが、現状の施設の料金等を合わせた中で、低

い金額では 10 万円近くまで可能になる施設も出てくるのかなというふうに思ってございます

が、現在のところまだ公募も何もしていませんので、今うちのほうに来ているところのお話の

中では、そのような形の料金設定はある程度実現するのかなと。ただ、皆さんそういう方全員

が入れるということには、施設的にはならないのかなと。ですから、利用料金が高い金額にな

る方もいますし、安いという利用者もどちらも利用できると。あわせて、いわゆる一般の方も

利用できる施設ということで、その辺で経営がうまく成り立つような形の施設になるのではな

いかなというふうに思ってございます。ですから、その辺はこれから計画を進めるに当たって

町が確認していかなければならない大きなポイントだというふうにとらえてございますので、

ご理解いただきたいと思います。 
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○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ちょっと違う話だけど、この策定委員会の議事録を見せていただいた

のですけれども、この 60 床の特定施設の議論はほとんどされていないというふうにこれからは

読み取れるのです。それで、町側はこの策定委員会の中でもちろん我々に話をしていただいた

ような、特定施設をこういうふうに第５期ではつくりますというようなことをこと細かく説明

をされているのかどうかということと、そういうことを説明した上でほとんど質疑がなく、い

いですとなっているのだけど、質疑はほとんど出ていなかったということなのですか。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 私もその辺には当時かかわってございませんので担当のほう

に確認させていただいておりますが、基本的には説明はさせていただいた中で、基本的に当然

必要だと。いわゆる議論、何か言うようなことではなく、当然必要だという認識なので、基本

的にはそこのところで議論が出ていませんということをお聞きしてございます。ですから、そ

の辺については策定委員会の方に、私どものほうではそういうことで確認してございますけど、

本当に施設どうなのかということは策定委員会の方にやはり聞いていただいたほうがよろしい

かなというふうに思います。今のお話を聞いた中ではです。ただ、私が確認した中では、当然、

議事録に載っていないと。ただ、議事録に載っていないのは何も聞かされていなく、無視した

わけではなく、何も議論することがなく、当然必要な施設だから当然そのような形になってい

るのですということでお聞きしているということでございます。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 議会の中でその説明があったときに私たちも了解はしているのです。

そして、今陳情を審議しているのですけれども、陳情者の言われている過剰、施設の状況によ

って。現状ある施設が非常に厳しい運営になるという危惧を抱いているわけです。先ほど来説

明ある、我々は町民が、先ほど同僚委員がおっしゃったように、町民の幸せになる、これから

の町民の所得も含めて、現在の状況も含めて考えると、やはり少しでも安価な施設に入るとな

れば、やっぱり求めるわけです。それで、今主幹の説明の中でも十分これは理解するのです。

この数字がやっぱり妥当なのだろうなということも十分理解するわけなのですけれども。ただ、

今どの程度町外に、この特定施設も含めた、町民が町外の施設に入っているかというのは握で

きているのですか。この１点だけ。 

○委員長（西田祐子君） 田尻健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） 今のご質問の 10 月末現在の特定施設、町外でご利用されて

いる方、実際白老町民で町内の悠悠さんも含めまして 57 人です。今悠悠さんに白老町の方が

29 名、10 月末現在ですけれども、入っていらっしゃるということで、町外をご利用されている

のは 28 名でございます。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 藤田クリニックの理事長さんから陳情が出たのですが、町側にいろい

ろなご相談をして説明を求めた上で、それから、５期のこの計画に対して十分検討されてから
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思い余って議会で陳情されたと思うのです。参考人として説明も聞きました。それから、町側

の説明も聞きました。であれば、この議会としてどちらか判断しなければならないのです。採

択するか、しないかも含めて。それで、行政側としては、ざっくばらんにこの陳情書の内容、

願意、どう思いますか。議会に陳情を出さなければならないのはせっぱ詰まって出していると

思うのです。町側も説明はしていると思うのだけれども、理解できないのか。 

それから、この事業の将来展望含めて、私たちからするとモグラたたきのような状況になる

から、それを含めて陳情者がしたのか。どうなのかなと思っているのですが、行政側としては

この陳情に対して、これを聞くのはおかしいかもしれないけれども、議会が決断しなければい

けないことだから、陳情されたのは議会ですから。どう思いますか、この陳情に対して。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 松田委員からのご質問で、陳情に至るまでの間に陳情者から

町のほうにお話が当然ございまして、町のほうでもお話しさせていただいております。その中

で、やはり町側としては町民の利便性、それから、最後のついの住みかとしてそういう施設が

必要ということの中で、今まで１つの事業所で行ってきてございますので、他の施設がふえる

ということに対して、これから先のことを考えたときにやはり不安は当然あろうかと思います。

ただ、町側としても、それでは、町が突出して事業の整備が、特に過剰整備になっているのか。

そういうことを見た場合に、先ほど類似町村のご提示もさせていただいていますが、ほかのや

はり高齢化が進んでいるところではそういう施設整備をされてございますので、特別事業形態

に大きく影響を与えるということは、町側としてはないのではないかということです。ただ、

今までどおりの経営だとかそういったものでずっと引き続きということではなく、やはり切磋

琢磨してお互いがきちんと経営成り立ってやっていけるように努力をしていただきたいと。そ

れによって利用も向上するということで、安心して暮らせるそういう施設づくりはより可能に

なるという考え方がございまして、そういうお話もさせていただいた中で、やはりお気持ちと

しては、ふえるということに対する危機感というのは、その辺はぬぐえないのかなということ

で私どものほうでもお話をさせていただきましたけど、進めさせていただくというお話を最後

させていただいたわけです。そこでやはりなかなかご理解いただけなくて、こういう陳情につ

ながったのかなということですので、その辺ちょっと難しいところはございます。ただ、やは

り事業所が安定して安心して心配ないようにということだけでは、やはりこれからのそういっ

た福祉行政を進めていけないと思いますし、当然その中で、計画を策定した中でもそういうよ

うなお考えもあってなっているということもございますので、その辺踏まえているというか、

当然経営には影響はないという判断は、お話はさせていただいています。ただ、やはり経営者

として全く不安はないかといったら、不安はあろうかと思います。でも、その辺はお互い穴を

埋めるというのですか、理解していただけるというところまでには至らなかったかというよう

な事情もありますので、町の考え方としては、今お話しさせていただいたとおりでございます。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） わかりました。 
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それから、町立病院。私はこの介護老人施設を 60 床ふやすことは、今でも町立病院、盛んに

言われていることは、町立病院の高齢者の長期入院者と介護施設の垣根がなくなったようなも

のだと言われております。そのような中でこの施設 60 床とすると、私は町立病院にもはかり知

れない影響があると思うのです。そういうことを考えると、もちろん老人介護施設と町立病院、

これは別なのですが、まちとしては一体として考えるべきだし、もし、これが進むとなれば、

このまま進めるとなれば、私は何か町立病院を見切り発車してしまって、病院はどうでもいい

というようなやり方でこちらのほうばかり進めていくような気がしてならない。なぜかという

と、町立病院がもう年々、前回私議会で一般質問しているとおり、入院患者が 17 年に２万 3,000

人いて、今 9,000 人です。ああいうことを考えると、あの病院の立ち直りは、この介護施設を

やることによって一層困難になるような気がするのですが、その辺とこれと整合性というか、

その辺の考え方というのは全く別物だという考えなのか。その辺どうなのですか。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 先ほどの陳情者のお話と同じで、基本的には病院に与える影

響もないという考え方です。それによって老健施設のあきがたくさんできるとか、そういうこ

とにはならないという考え方になっていますので、影響はあくまでもないということです。 

○委員長（西田祐子君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今のご質問に補足させていただきますけれども、町立病院の

場合は病気を持って、そして、その治療のために町立病院に入院される方が入る施設でありま

して、今回のものは自宅で生活できない人が若干の医療も含めて入る施設です。ですから、治

療がメインではなくて生活がメインの施設として特定施設ということですので、若干の看護師

さんもいらっしゃるので、それはあくまでもその方がきちんと生活をサポートしていくという

ことですので、基本的には町立病院に入院されるのは病気の治療のための入院。こちらは生活

するための施設ということで、基本的には関係ないというふうに考えております。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） それはわかっているのです。だけれども、町立病院へ入院しても注射

打つわけでもないし、診察するわけでもない。病気は病気なのです。要は薬与えるぐらいのも

ので、それは家にいても同じですよね。だから、病院に行っている人は、言うなれば、老人介

護施設みたいな考え方で入っているのです。私は大体そうだと思います。聴診器いちいちあて

るわけでもないし、ただ薬与えられて、体温計っているぐらいのものなのだから。だから、私

は先ほど、老人施設と病院ともう垣根がないのだと言ったのはそこのことで言ったのだけど。

そういうことからいくと、考え方としてはそうあるべきなのです。そうあるべきなのはわかっ

ているのだけど、病院を見捨てるのかなと思って。そうしか思えないのです。どうですか。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 100％いろいろなことで影響が全くないということではないの

でしょうけれども、基本的には計画を進めていく中での大きな影響というのはないという中で、

決して病院を見捨てるとかそういうことではなく、やっぱり悠悠さんと同じだと思うのです。
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ですから、競合というか、うまく背中を寄せ合って、まちの中での施設になるという形、これ

を我々がやはり努力して、それぞれやったらあとはお任せということでもなく、やはりお互い

がすり合わせて、うまく将来町民が年老いてから介護だとかいろいろな部分で不便がないよう

な形というのを連携をとりながらできる仕組みということをやっていかなければならないと思

っていますし、そういうことも含めて決して病院を見捨てるということではございませんので、

その辺はご理解いただきたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんのご意見ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） 暫時休憩いたします。  

休憩 午前１１時５８分 

                                         

再開 午後 １時０２分 

○委員長（西田祐子君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

午前中に皆さんで議論させていただいたこと、また、担当のほうからも説明を受けまして、

今回の陳情第２号 白老町介護保険事業計画（第５期）の整備に関する陳情書につきまして採

決したいと思いますけれども、その前に何か委員の皆さんからご意見ございますでしょうか。

これをどのような形にさせていただいたらいいのか。方法としては、採択、不採択、趣旨採択、

３つの方法があると思いますけれども。 

まず、討論ございますでしょうか。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） それでは、皆さんのご意見を１人ずつ、一言ずつで結構ですからお

願いしたいと思います。 

広地副委員長のほうからお願いします。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。まず、大前提に現有の特定施設の重要性というのは、

これまでもこれからも変わることはないというふうに判断しますし、陳情者の願意は理解でき

るものがありました。特定施設ということで医療行為もできる、看護師も機能訓練士も配置で

きるなど、やはり特養に準じたある程度の医療サービスが提供できる重要な施設であること。

さらに、今後白老町において、今平成 37 年まで出ていますけれども、これまでも一貫して、特

にこの特定施設が必要だと思われる後期高齢者がずっと増加を続けていること。そういった部

分で町外に流れている特定施設利用者の数も把握しました。そういった現状と、さらに１ベッ

ドに対する被保険者数と１番重要な認定者数、これが、もしも整備しないとなれば、平成 26

年度に事業所数をもし１施設に頼るのであれば、１ベッドに対する被保険者数が 135.4 人と。

認定者数も 26.1 人。これは他町に比べて大きく施設の整備に遅れをとるものであり、私として

は、今回の陳情に対しては採択できないものと考えます。 

ただし、附帯として、今後とも特に医療、医師との連携が非常に図られる、この現状の施設

についての重要性をもう一度認識しながら、今後の整備計画についてはやはり慎重に配慮をし
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ながら進めていくべきと、附帯としては意見したいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長、今後の整備ということにつきましては、26 年度の整

備は認めるけれども、その後は考えるべきだということですか。 

○副委員長（広地紀彰君） そうです。今後についてということです。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今広地副委員長がお話をしましたので長くは語るつもりはございませ

んけれども、１つは、今の状況の中で、議会が介護保険計画を認めたという状況の中で、ここ

にある願意、３年間の短期的動向による整備計画ではなく、長期的に将来を見据えた、人口規

模にも見合った整備計画でなくてはならないということで、見直しなさいという願意は理解は

できるけれども、現段階としてこの意見書を採択するというふうな状況にはならないというの

が私の判断です。ただ、今言われましたように、附帯意見というか、町がやっぱり全体の理解、

そして、白老町民のための施設づくりのために努力すべきというのはそのとおり、僕もそうい

うことは必要だというふうに思っています。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は、今回のこの陳情書、願意は理解できます。なおかつ、現状の各

施設、恵和園等々にこの間もちょっと行って見てみました。ちょっと話を聞いたところ、空室

があるのです。そういったものが、まず１点。 

そして、国の動向が、これから法整備がどう変わっていくかということが本当に不明確なと

ころがたくさんあります。この介護事業に関しましては。そういったことも踏まえると、確か

にこの特定施設の入居生活介護、有料老人ホーム、これ以外の部分では、第５期の事業計画に

載っている部分では、必要な部分というのはたくさんあると思いますけれども、この有料老人

ホームのこの部分についての整備というのは、白老町全体のベッド数、そういったものをこう

考えた中では、やはり僕は中長期的に町立病院を中心にまた物事を考えたときに、まだまだち

ょっと見直す部分がやっぱり必要なのではないのかなというふうに考えます。 

ですから、私は趣旨採択という形の中でとらえるべき問題なのかなとそう考えております。 

○委員長（西田祐子君） 吉谷委員。 

○委員（吉谷一孝君） 吉谷です。私は、先ほど広地副委員長が説明されたとおり、町側の説

明の数字からいくと他市町村と比べて突出しているわけではないというふうに理解しますし、

陳情者の願意は理解するのですが、数字からいくと、あと、審議会での中身、内容等も確認し

た中で、この計画に対しての妥当性というものは委員の皆様方も理解しての結果だというふう

に思いますので、私も今回の件は採択すべきではないというふうに思います。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 皆さんのご意見とほぼ同じであります。ただ、陳情者をお呼びしてお

話ししたとおり、やっぱり現状の中で陳情者は危惧、運営そのもの含めて将来的にかなり危惧

をしているということも十分理解を私はしております。となれば、陳情者も言っておりました

けれども、現状やっている特定施設ですけれども、状況を非常にこれから変えなければいけな
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いという部分も出てくるだろうという話もされていました。そうであれば、町側も、きょう示

された数字も十分私は理解するのですが、既存の事業者も含めて十分これから運営できるよう

な体制をしっかりとやっぱり町側は監視するというか、一緒にやっていけるような状況を十分

図ってほしいということと、町民は料金がやっぱり大きな問題になるわけです。先ほどの答弁

を聞いていても、やっぱり町外の特定施設に入居されている方が 20 名を超えている状況の中で

おるわけです。入れないという状況も現状の中ではあるはずなのです。結局かなり高いという

状況も私は聞いているのです。そうなれば、十分その料金設定の部分も町側はしっかりと把握

して、これからの計画を町民の立場、それから、事業者の立場、この部分をしっかりと踏まえ

て、将来の介護施設がどうあるべきかは、これから単純にその計画の中で当然変えていくので

すけれども、途中でもしそういった状況があるのであれば、何らかの対応をきちんとして進め

ていくとこういう非常に大事な、町側としては責任のある状況になるのではないかなと私は感

じているのです。ただ施設をつくればいいということではなくて、先ほども申し上げたように、

きちんと町民の立場に立った料金設定含めて入居しやすいような施設をふやしていくと、こう

いうことに尽きると思うのです。そういうことを附帯意見としてつけて、私は、今回の陳情は

趣旨採択という制度もあるのですけれども、採択とするには非常に厳しい状況かなと。そうで

あるならば、趣旨採択として上げるべきではないかなというふうに感じております。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は、まちが進める第５期介護計画、これも正しいことです。それか

ら、陳情者は暖炉も経営し、悠悠も経営して、クリニックも経営して、いうなれば、介護事業

の草分けと言ってもいいのではないかと、こういう事業所だと思っております。藤田クリニッ

クは。理事長みずから来て参考人としてお話ししたことも踏まえれば、先ほど言った第５期介

護計画、これも進めなければならないのもそのとおりでありますが、しかしながら、前回の陳

情者の意見も十分、私どもも参考に聞いたのですが、それを踏まえると、私も趣旨採択が適当

ではないかなと、こういう判断をしております。 

○委員長（西田祐子君） 不採択にすべきという方が３名、趣旨採択すべきという方が３名、

ちょうど半々になっておりますけれども。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 最終的に採決でやるのは結構だと思うのだけれども、できればもうち

ょっと話し合いをここの部分だけでして、採択か不採択かという部分だけでして、また、趣旨

採択の中身、意味、そのこともよく話をしたほうがいいのではないかなと思っているのです。

というのは、この種の問題を最終的には採決で決めるのは仕方がないからいいのですけれども、

ただ、議会が２つに全く割れてしまって、そういう形でやるというのはどうかなと。特に陳情

書の場合は、最終的にそうならざるを得ない場合は、意見が全然違うという場合は仕方がない

けれども、妥協できる範囲があるのであれば、やっぱり議論したほうがいいのではないかなと

いうふうに僕は思うのだけど。皆さんのご意見を聞いてください。このままやったほうがいい

というのならいいのだけど。ただ、２つ論点があると思うのです。１つは、趣旨採択でも採択
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した場合に、我々議会が一度介護保険計画を認めているという、これは我々の委員会が認めて

いるのです。ここのところがどういうふうになるかということと、もう１つは、趣旨採択の中

身の問題で、附帯意見と趣旨採択の違いを明確にしてやったほうがいいのではないかと。なる

べく歩み寄れるところがあるのであれば、みんなで歩み寄れる範囲があるのであれば歩み寄る

というのも１つの手ではないかというふうに思っているのです。そんなこともあって、今意見

述べさせてもらいましたけれども、そこら辺を皆さんに諮ってみていただきたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 今このような意見が出ましたけれども、不採択としてそれに附帯意

見をつけるのか。それとも、趣旨採択とするのか。２つの意見がありますので、皆さんもう少

しその辺の整理をさせていただきたいというご意見ですけれども。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 僕が言ったのは、要するにここの場で我々は介護保険計画を議会とし

て認めているのです。全会一致で。趣旨採択にするということは、それを翻すということにな

りますよね。そこら辺を我々議会人としてどういうふうに理解するのかということをきちんと

しておかないと。根拠がこういうことだから、これは前回の議会で我々建設厚生常任委員会が

決めたことを、こういうことだからこれは趣旨採択にしますというものがないと、議会として

はだめではないのかなというふうに思うということを言っているのです。私が言っているのは。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今大渕委員の言うとおりなのだけど、そうであれば、この陳情を受け

つけなければよかったのです。最初から、当初から。もう採択しておりますと。議会は第５期

計画に全員賛成していますと。ここで本当はとめればよかったのです。この陳情書を受けた以

上は答えを出さなければならないのです。そこが問題なのです。本来、これは断ればよかった

のです。きちんと議会として態度を示しているのだから。それを受けてしまったわけだから。

受けたらやっぱり答えを出さなければならないのです。だから、やっぱり答えを出さなければ

いけないと思うのです。ただ、私も先ほど言ったけれども、あそこのクリニックも言うなれば

介護の草分け、白老の介護に本当に汗水垂らしている事業所なのです。そういうことからいく

と、せっかく出たもの、真っ二つよりも円満に何とかやる方法はないのかなとこう思います。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 今ほかの委員さんのほうからも出たように、もう少し議論をして

もいいのかなというふうに思います。一致点を探るべきだと思います。今ここで交わされた議

論の中では、現状の施設に対しての重要性については皆さん一致していると思うのです。ただ、

今回採択をするということの問題が今大渕委員のほうからも上げられました。私自身も、繰り

返しになりますけど、今の施設は非常に重要です。料金が多少高くても、そこに医師ときちん

と太いパイプでつながっている特定施設が今後も重要になることは間違いないことです。ただ、

ここで、もしもですけど、趣旨採択であっても採択してしまうとすると、今後この策定委員会

に対しても、パブリックコメントしたことに対しても、介護計画を認定したことについても、

それをすべて一定ですけれども否定することになります。承認した第５期計画に基づいて、既
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に進出の意向を表明している企業が、事業者さんが複数いるというお話は伺っていました。今

後も特定施設ですから道の許可も得ながら、もう進んでいる部分あると思うのです。万が一で

すけれども採択をしてしまった場合、別な立場から逆に進めていってしまって、これで数値を

出して、または出されて、これでいくと、私が危惧するのは、白老町が少なくとも特定施設に

対して大変遅れているというのはデータで出ます。何で趣旨採択したのかと、今度は責任にな

って、議会の大きな混乱をもたらしかねないと思います。なので、自分としては附帯意見とし

て、ぜひ、現状の施設については今後も大いに頑張っていただきたいということをつけながら、

今回については受けつけられない、採択しない方法もあるのではないかというふうに思います。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長から、この施設についての必要性は認めるといお話が

ありましたけど、私はまるっきり反対の考え方なのです。この計画、きょういただいた資料を

見ましても、介護保険施設と地域密着型施設と全部合わせますと、第４期の計画の中でも既に

白老町は１ベッドに対する保険者数とか、認定者数、割合は非常に低くなっているのです。こ

の第５期の計画の中で見ましても、やはり非常に低い数字になっているのです。特にこちらの

合計値のほうの数字を見てみますと、１ベッドに対する認定者数は 2.9 人です。そして、第５

期の計画を見ても 2.8 人です。第５期までやってしまうと 2.8 人まで下がると。ほかのところ

と比べても随分低い形になっています。ですから、特定の施設だけ、これだけを見て判断する

のではなく、白老町にある全施設を見て判断するべきではないかなと私は思うのです。やはり

近隣の町村が大幅にいろいろな施設を開設するわけですから、それでは、今現在町外に住んで

いる方々は白老町に戻ってきてくれるのですかと、きょう担当者に質問しましたけど、それに

対しての答えが全く返ってきませんでした。そういうこともはっきりしないでこの施設だけを

進んでいないからというのは、考え方として非常に矛盾を私は感じています。 

それと、もう１つです。やはり先ほど及川委員もおっしゃっていましたけれども、やはり、

町内の方々が施設に入られるのに対して、便利で安くていいところというのは当たり前なので

すけれども、そこでそれぞれの施設の経営がきちんと安定していかないと、結局残された人は、

氏家委員も言っていましたけれども、残されたのは結局町民で、その施設を利用したい人たち

なのだと。そうなったときに大丈夫なのかと。白老町のきたこぶしもありますけれども、あそ

このことを考えても本当に白老町に施設が必要なのだろうかということも含めて考えてみたい

と思っています。 

大渕委員のおっしゃっていた議会が認めたのですということなのです。私もそのとおりだと

思います。ただし、陳情者からこのような意見が出たことに対して、議会が自分たちの下した

判断がそれでよかったのかという陳情を出してきたわけですから、この介護施設全体の方々に

対して町側が今回こういうような計画を立てますときちんと説明しているのかといったら、説

明していないのです。この審議会ではやっていますけれども、それ以外のところには出してい

ないのです。実際にこういう経営をしている事業所さんに。そういうところを私たちも理解し

ていなかったというか、そういうところがあったのではないかなというふうに感じております。

ですから、今回不採択にするか、趣旨採択にするかによって議会の体面とかそういうものもあ
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ると思うのですけれども、私は議会の体面も大事でしょうけれども、それ以上にこの計画自体

をやはりもうちょっときちんと考えていただければありがたいかなというふうに思います。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。私が言っているのは体面とかそんなことではないのです。

議会議員として、一度賛成したものをどれだけの根拠を持って翻すかということなのです。こ

れは、対面とかではなくて、すごく大きなことだと思うのです。それでは、決めたときにそれ

ぞれがどんな態度をとっていて、それに対する意見を述べるだとか、いろいろなことをしてき

た中で今のような状況になるというのは全然構わないのですけど、私はやっぱり議会が決める

ということは本当に大きなことだと。それで、結果として、今委員長が言われたように間違っ

ている場合は、これは改めるべきです。それは当たり前です。ただ、今の根拠で本当に見直す

という根拠に議会議員の皆さん方が今の根拠でいろいろな問題が出たときに本当に説明できる

かといったら、私は説明できません。ですから、町のこの計画のここがまずいですと、変です

と。だから、やっぱりもう１回計画を組み直すべきですと。こういうことだったら僕はわかる

のです。そこら辺が、もちろんとらえ方問の問題もありますけれども、私はやっぱりそこが議

員として一番問われる部分だと思っていますので、体面でもないし、町の言うこと聞くとかそ

んなものでは全然なくて、議会として議決権を一度行使しているものを翻すときには、それだ

けの根拠が必要だというふうに私は思っておりますので、その点で、今の根拠で本当に計画も

う１回町につくり直しなさいと言える中身かどうかというのはちょっと疑問があるのです。そ

ういうことで発言していますので、そこだけは理解をしてほしいと思っているのです。だから、

形としては、採択すべきではないと言ったのは、附帯意見でいろいろな意見を幾ら述べても構

わないのだけれども、やっぱり採択をするということはこのとおりにやるということになりま

すから、自分たちが決めたことを翻して違う論法なりますので、そこの根拠だけはやっぱり明

確にして、わかったというふうにしないとだめかなというふうに思っているということです。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 大前提に、今委員長のほうからお話しいただいたことも私は十分

理解しているつもりです。今回、一致点を探る、そういう趣旨でお話しさせていただきたいと

思っているのです。それで、今委員長のほうからもありましたとおり、確かにほかの介護保険

や地域密着型といった、そういった施設も考えるべきだというのは、そのとおりです。ただ、

実際、今計算してみましたが、第５期計画で見てみると、例えばですけど、同等規模、同等の

高齢化率の他市町村と比べた場合、介護保健施設は確かに白老町が最も進んでいます。しかし、

その次に進んでいる士別市と比べても 0.2 人差しかありません。今この５市町で比べた場合、

平均が 5.6 人なのです、１ベッドに対する認定者数が。それに比べて 4.7 人です、白老は。0.9

人程度の差しかないのです。一方、この居住型施設、もしも採択、もしくは趣旨採択をして、

事業所をふやすことに一定の歯どめをかけるべきだということを議決した場合、そうしたら白

老町は１ベッドに対する認定者数 26.1人なのです。ほかの市町村で１番多い余市でも 17.9人。

１番少ない士別市は 7.6 人です。最も進んだ士別市と比べて４倍も入りにくいまち、こういう
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形になって本当にいいのかなと。 

あと、経営の問題だって大事だと思うのです。先ほども再三言っているとおり、私は現状の

施設に対して、やはりほかの委員さんからもありました、草分けだと。医療も担っていただい

ている。本当に大事な事業者であることは今後も変わりません。ですけれども、今第４期計画

で見ても、最も白老町は特定施設に対して整備が遅れているまちです。これが第５期計画にな

って 12.1 人になります、１ベッド当たりに対する認定者数が。ほかの町から比べたら確かに一

番進んでいます。でも、室蘭市、登別市、苫小牧市全部 13.2 人から 13.4 人です。白老町は 12.1

人。１人程度です。本当にこれで、この資料から見る限りにおいてほかのまちと同程度、経営

状況についてもほかのまちと同程度の負担だと思います。ですので、今回の整備計画によって、

まちが明らかに間違えていると、これは歯どめをかけるべきだと、議決をひっくり返してでも

やっぱりこれは見直すべきだという計画ではないと私は思います。 

ただし、先ほども言ったように、私は第５期については妥当だというふうに判断しています

が、今後については将来的な数十年先の推計まで踏まえた長期的な視野で慎重に整備計画は進

めるべきだという考え方を持っています。それを附帯意見としてしっかりつけて、いたずらに

ふやすべきではないということでまとめたいらいかがかと思うのです。 

○委員長（西田祐子君） 済みませんけれども、平行線のような気がするのですけれども。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。仮にもし趣旨採択するのであれば、それなりの覚悟が議会

として僕は必要だと思っています。ですから、そこに踏み切るのであれば、今回こういった採

決の場だから僕は自分の意見を言わせてもらったけれども、議会として相当の覚悟をきめてや

らなければできない問題だと思っています。それで、その根拠を示していけるのかどうかとい

うことも、それは将来にわたっての町民の、例えば介護のあり方等々に責任を持たなければい

けなくなってくるということです、はっきり言ったら。そういうことも踏まえて。ただし、こ

の介護計画というのは３年１期なのです。ですから、松田委員もよく言われるけれども、町立

病院の今後の方向性だとか、特定施設といいながらも、これは混合型の居住施設です。ですか

ら、自立できる人も入れるという施設なのです。まちとしての町立病院を中心とした役割分担

だとかそういったものの仕組みづくりを中で、今ある現存の施設をうまく活用できれば、わざ

わざ新たに新しいものをつくらなくても僕はできそうな気がするのです。だから、今回この趣

旨はわかるのだというのです。でも、それなりの根拠をつけて、第５期の介護計画を見直しな

さいと根拠をつけて戻すだけの力が今そこにあるのかと言われると、そこまでは僕も自信ない

のです、はっきり言って。本当にみんなが一致、ここのみんながそういうふうに決めてしまう、

ここにいるメンバーみんなが趣旨採択だよと決めてくれるのだったら腹決めてやれるけれども、

これは今分かれているわけでしょう。そうなると、それは難しいのです。分かれているという

ことはやっぱり難しいことなのです、趣旨採択というのは。だから、附帯意見の中で今後、僕

はいい課題を与えられたと思っています。町立病院だとか、これからのまちの介護のあり方だ

とか、そういう１つの課題を議会に投げつけられた、叩きつけられたみたいな気がしてならな
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いのです。だから、そういったことも踏まえて、附帯意見として町立病院のあり方、それから、

今後の介護の支援のあり方、そういったものを含めてそういった附帯意見として、もし、うま

いといったら変だけれども、ある程度ここで出尽くした議論をまとめてそこに附帯意見として

載せていけるのであれば、今回のこの第５期計画自体すべてが悪いわけではないから、そうい

う形の中で皆さんと合意形成ができるのであれば、そういう形でもっていければなと。自分は

趣旨採択、趣旨も理解できるし、今後の介護のあり方について、もし、みんなが一致団結して

やれるのであれば趣旨採択という形をとっても僕は構わないと思うけれども、分かれるのであ

れば、それはやっぱり趣旨採択するべきではないと思っています。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員の意見はよくわかります。ただ、広地副委員長がおっしゃ

っていたのは、今回の５期の計画は必要だから認めましょうという意見ですよね。そして、そ

のほかにいろいろ附帯意見をつけたほうがいいと。今後の整備計画については考えるべきだと

いう意見ですよね。でも、この陳情者の願意というのは、少し待ってくださいと。もう少し今

回の施設に対して考えてくださいという意見です。 

氏家委員のおっしゃっている意見というのは、不採択にしたとしても、この整備計画を時期

尚早だからもうちょっと待って、町立病院も含めて検討してくださいというふうに私は聞こえ

たのですけど、それでよろしいでしょうか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） それはちょっと違うのです。僕も最初から言っているように、この第

５期の介護保険事業計画というのは、これはあってしかるべきだろうというふうに思っていま

す。ただ、その中で、特定施設のあり方については、国のこれからの考え方や何かもどんどん、

もしかしたら変わってくる。今までもそうです、経緯から見ると。それで、混合型の居住施設

としてのあり方を考えたときに、まだまだ白老町であらゆる現存する施設に対しての支援のあ

り方で、一緒にやっていける部分もあるのではないかと思うのです。そういうことを考えると、

例えば新しい事業者が入ってきて、60 床のそういったベッド数をもし抱えたとしても、まちの

１つのいろいろな方法というか、介護の支援のあり方によって各事業所もうまく経営が回って

いくとか、生き残っていけるようなそういった方法が仕組みとして、これから町立病院、松田

委員が前にも言っているけれども、町立病院がこれからどうなっていくかということもこれか

ら議論をしていかなければならない矢先にこういう話ですから。ですから、そういったことも

含めて第５期のこの保険事業計画というのは、僕は進めていかなければいけないものであると。

ましてや、小規模多機能型だとか、地域密着型については今後も進めていかなければいけない。

これは計画に載っていますから。これ全部を見直すというわけではなくて、やはり特定施設に

ついてのそういったものを中長期的に附帯意見として議会としての考え方をしっかりそこに盛

り込んでいかなければならないかなと思っているという意味で先ほど言った部分です。ですか

ら、第５期の計画を否定しているのではないのです。 

○委員長（西田祐子君） 済みませんでした。そういうつもりで発言したわけではなかったの

ですけれども。 
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及川委員。 

○委員（及川 保君） 氏家委員が言っていることは、全くそのとおりなのです。きょう説明

を受けた管内の市町、それから類似市町の状況を見ても、確かに数字だけを見ればこういう状

況になっているのだけど、単に数字だけで本当に終えるのかと。例えば、もう既に町内からも

20 数名の町民がこの特定施設だけとっても町外に居るわけです。だから、そういったことも。

やっぱり皆さん町民なのです。だから、施設が新たにできるというのは、我々は何も、逆に町

民の福祉の状況を非常によくするという部分では、確かに私は全くそのとおりだなというふう

にきょうも理解しているわけです。理解はしているのだけど、何回も言うけれども既存の事業

者がやっぱりきちんと生き延びていく、一緒にまちづくりの中で生き延びていける、そういっ

た状況をやっぱりつくってあげるのもまた町の役割なわけです。今回の第５期の計画によって、

既存の事業者がすたれていくとか、すたれていって運営がもうできなくなってしまうと、この

ような状況はつくってはいけないと私は思いますので。もし、そういうことを附帯意見の中で、

先ほども言いましたけれども、町民の立場、それから、事業者の立場もきちんと今後の計画の

中に盛り込んだ、その附帯意見をつけるということであれば、私は何も今まで皆さんの意見と

全く違っているわけではありませんから、ここで対立してどうのこうのということではないの

です。ただ、しっかりとそこの附帯意見はつけるのであればいいです。わかりました。やっぱ

り強い議会の意思ということでつけてもらえれば、私はこの陳情書の不採択、今採決するとな

れば多分不採択のほうになるのでしょう。ということで私はいいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 陳情の内容についてなのですけれども、白老町介護保険事業計画（第

５期）の整備に関する陳情書という形になっておりますけど、内容については介護つき有料老

人ホーム特定施設入居生活介護の整備計画の見直しについてということなっています。ですか

ら、この事業計画自体を否定しているわけではなくて、その中の一部分だけを、この施設のこ

とについてだけ３年間の短期動向による整備計画ではなく、中長期的に将来を見据えた人口規

模に見合った整備計画ではならないことから見直しを求めるものであるという考え方なので。

ですから、第５期の整備に関するものを否定しているわけではないということだけは。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これはあくまで議論の場ですから、自由討議の場でもっていろいろな

話をするのは自由なのです。それで、合意形成というのは大事ではないですか。変な話、趣旨

採択でもって決めるのであれば全員一致でなければだめです。これだけ言っておかなければだ

めです。そこで合意形成を図ろうとすれば、例えば、今半々に分かれてしまうとなれば、これ

は趣旨採択すべきではないということをここで言っておかなければいけない部分。僕は趣旨採

択が妥当だと思って、みんながそうだなとなれば覚悟を決めてやらなければいけないのです。

でも、これが分かれている以上、趣旨採択はするべきではないということを１つだけ言ってお

かなければいけないと。どんな理由があっても。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。大分意見が出ましたからあれですけれども、やっぱり基本
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的には、今氏家委員が言われたとおりだと思います。町の決めたことを議会が認めた、それに

対して陳情が出た、当然これはきちんと議論をすべきだ。趣旨の中で理解できる点はたくさん

あるという状況は皆一致した。これはもう皆さんが同じことを言っている。病院のことも含め

てみんなそうです。ですから、そういう方向の中で皆さんが納得できる附帯意見というのは、

僕は幾らつけても構わないと思います。それはきちんとつけるべきだと思います。つけないと

議会の姿勢が明らかにならないからです。結果的には不採択だけれども、附帯意見の中ではも

のすごく強烈なことを言っていますと。僕はこれでもいいと思うのです。ただ、今の状況で言

えば、氏家委員が言ったように、なるべく全体で合意形成をし、そして、その中できちんと議

会の態度が明らかになるようにしておくということが今一番必要なことだというふうに思って

いるから、先ほどそういう話をしたということでございます。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今の皆さんのお話のとおりで、それでいいです。いいのだけど、私は

なぜ心配するかというと、今の町立病院、私は無理だと思っているのです。今のままではもう

できないと踏んでいる。そして、そうなったときに２つの方法があるわけです。まず、診療所

にするか。それから、もう１つは、あの老健あります、全部あれにする。もう病院やめて。そ

の方法もあるのです。なぜかというと、健康保険使っている９割は苫小牧へ行っているのだか

ら。それでは、その人をどうするかといったら、今苫小牧市立病院直行便５便も道南バスでき

ているし、それから、白老だって、これからデマンド事業をやれば苫小牧へ運ぶ方法だってあ

るのです。そうなったときに、町立病院を全部介護施設にする方法もあるのです。90 何床ある

のですから。全部で 92 床ですか。これを全部やる方法もあるのです。だから、そういうことも

踏まえれば、腹の中では、私の中ではこの 60 床の介護施設はもうちょっと先に延ばしたほうが

いいのかなと。その前にやっぱり町立病院の結論を出すべきだと。町立病院は、私は２つしか

ないと思う。もう続行は無理、今のままでは。はっきり言うけど。100％無理。ですから、そう

いう方法もあるから私は慎重に考えるべきだなとこう思う。だけど、今この陳情を受けた以上

答えを出さなければならない。氏家委員の言ったとおり、全くそのとおりです。ですから、私

も必ずしもこだわらないで、そのかわり附帯意見をきちんとつけるということで私はいいです。 

○委員長（西田祐子君） 皆さん不採択ということで、そのかわりにきちんとした附帯意見を

つけさせていただく、そういう意見でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） それでは、採決いたします。 

陳情第２号 白老町介護保険事業計画（第５期）の整備に関する陳情書を採択とすることに

賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手なし〕 

○委員長（西田祐子君） 全員反対ということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） それでは、ただいまの陳情第２号は、不採択すべきものと決定いた
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しました。 

以上で不採択ということが決まりましたけれども、附帯意見につきまして皆さんどのような

形でつけさせていただいたらよろしいでしょうか。皆さん随分意見を出されましたので。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 正副委員長にお任せをいたします。 

○委員長（西田祐子君） でも、特にここだけは外さないでくれというところがあったら。箇

条書きで結構ですから。 

広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。まず大前提に、やっぱり既存施設の重要性、今まで担

ってきた重要性。そして、今後求められるその重要性については、やっぱりかなり書いていた

だきたいということ。さらに、今松田委員からもありましたとおり、病院整備の考え方も踏ま

えて総合的な医療や福祉の考え方を持つべきだと。あとは、今後以降の特定施設を含めた福祉

施設の整備についてはやはりもっと長期的な、３年ごとではなく、やっぱり 10 年先、そういっ

た長期的な見方をするべきこと。そういった意見が皆様からいただいたのではないですか。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） それに付随して、町民がこれから気軽に入れる、入居できるような料

金設定なども含めて、町外に行くのではなくて、そういった話も聞いているのです。料金がな

かなか高くて入れないというような状況もあるものだから。そういった状況も、今度の施設運

営では、ぜひ町側は考慮して計画を進めていくべきだというような考えでございます。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今広地副委員長がある程度のことをおっしゃったので、今

後まちが、町立病院も含めて既存施設に対してどういった支援が必要になってくるのかという

ことも含めて体制づくりが僕は必要だと思います。料金設定については１つのルールにのっと

っていろいろな事業者さんがやっていることですから、僕はそんなに、安くなるといってもそ

んなに変わらないと。例えば、軽費老人ホームと言われる恵和園にしても、安くても空き室が

あるということは、やっぱり個々に求める施設が違うのでしょう。需要、ニーズが違うのです。

だから、そういったことも含めて、まちとしては、今回ふえるであろう 60 床も含めて、やはり

まち全体のベッド数の中で垣根なくうまく対応できるような仕組みづくりというのが必要にな

ってくるだろうなと。そこだけはやっぱり附帯意見として載せなければいけないのではないか

と思うのです。そうしないと、先ほども言ったけれども偏った経営になってしまいます。総合

的な部分で、それでは、まちがどういう仕組みづくりをすればそれが解消されるのかというこ

ともやはり考え方に入れながら、これからの介護の支援のあり方ということをまちとして考え

ていかなければいけないだろうなとそう思います。ですから、僕の言っている言葉自体がいい

か、悪いかは別にしても、そういったものを組んでもらった文章にしてもらえればと思います。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員、先ほど言っていた既存施設に対しての補助という意味で

すか。どういう意味ですか。 
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○委員（氏家裕治君） 補助というか支援。そういった支援の体制というか。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 支援とコーディネートをきちんとするという意味です。 

○委員長（西田祐子君） 支援やコーディネートですね。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） だから、それが松田委員の言われる町立病院の今後のあり方みたいな

ものもそこには当然含まれてくるのだろうなと。 

○委員長（西田祐子君） 私１つだけあるのですけれども。今回この陳情が出てきたというの

は、既存の施設の方々いらっしゃいますよね、そういう方々に介護保険計画というのですか、

これ。例えば生田医院さんとかそういう施設の方のところに、せめてこういうものを届けるな

りして、こういうものを計画しますとお知らせしているのかなと思ったら、そういうことが全

くなかったのです。だから、やっぱり白老のまち全体が、事業をやっている方々に最低でもそ

ういうような情報提供というのですか、そういうことをしていってほしいなと。そういうこと

が事前にあれば、今回のようなことはなかったのではないかなと私は思うのですけれども。ど

うでしょうか、その辺も入れてよろしいでしょうか。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 委員長のおっしゃっていることも全くそのとおりだと思うのです。計

画をつくるということは、町民のことも事業者のこともしっかりと踏まえて、この計画をつく

らなければいけないわけです。となれば、やっぱり既存の事業者のしっかりした意見も聞いて

計画をつくっていくというのは基本だと私は思うのです。となれば、町の計画をつくる責任、

リーダーシップをきちんと果たせるような、要するに偏ったことではなくて、しっかりとした

リーダーシップをとった責任のある計画をつくっていくべきだというように私はきちんと入れ

てほしいというふうに思います。 

○委員長（西田祐子君） 大体以上のことでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） それでは、以上をもちまして本委員会に付託されました陳情の審査

を終了いたします。 

なお、本委員会の審査報告書の作成につきましては、正副委員長に一任していただきたいと

思いますけれども、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） ご異議なしと認めます。 

それでは、そのように取り扱いさせていただきます。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時００分 

                                         

再開 午後 ２時１１分 
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○委員長（西田祐子君） 休憩を閉じまして委員会を再開いたします。 

白老町空き家等の適正管理に関する条例の制定についてということで、担当課の須田生活福

祉部長、竹田生活環境課長、本間生活環境課主査においでいただいております。それでは、担

当課のほうから説明をお願いいたします。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 私のほうから最初にお話しさせていただきます。この廃屋の

問題、空き家等の適正管理に関する条例の関係でございますが、これは町長の公約事項にもな

ってございまして、その関係もございまして、今その準備作業を進めているところでございま

す。９月末から庁内の関係部署等で対策会議というのを設けてこの適正管理に関することを協

議してございまして、現在、その条例案についてまとめ作業を進めているところでございます。

きょう、それらの内容等について、以前資料を配付させていただいた重複する面は除かせてい

ただいて、担当から提出させていただいた資料についてご説明させ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（西田祐子君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、私のほうから空き家等の適正管理に関する条例の

制定についての取り組み状況のご説明をさせていただきたいと思います。先ほど部長も言いま

したように、何点か重複しておりますので、そこの部分につきましては省かせていただきたい

というふうに思います。 

資料といたしましては４枚ほどの資料をつづってあります。１つ目として対策の方針。それ

から、２つ目として対策イメージ。それから、３つ目として事務処理の流れ。最後に今後の日

程というふうに、報告の項目をつけさせてもらっています。１から３につきましては、既に前

一度目を通していただいたかなというふうに思っております。 

まず、資料の１なのですけれども、背景と目的。ここの部分だけちょっとご説明させていた

だきたいというふうに思います。条例の制定についてなのですけれども、放置されて荒れ果て

た空き家等につきましては、景観の阻害だとか、倒壊や火災、それから、犯罪の誘発、これら

の危険性が高まっております。また、害虫の発生や冬期間での落雪の被害などが危惧されてお

りまして、不完全な管理による影響で地域住民に不安や損害を与えているなど、地域の課題と

なっているところであります。そのことから地域として取り組むために条例の制定をしていき

たいというふうに考えているところでございます。 

２つ目の空き家の対策状況についてですけれども、この部分につきましては平成 23 年に調査

しておりまして、合計で 57 件町内会のほうからご報告を受けている状況でございます。 

次に、条例の必要性と意義につきましては、課題等につきましては先ほど背景と目的でご説

明いたしました。これに基づいて条例等をつくっていきたいということを考えております。 

資料の裏のほうに続きまして、４つ目として定義と、５つ目に条例の構成の内容が書かれて

おります。現在検討している条例の中身につきましては、５のほうに①から⑫までの項目を上

げた中で現在検討しているという状況でございます。それと、下のほうに規則についても合わ
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せて検討しております。そういったような状況でございます。 

資料の２につきましては、全体的なイメージでございます。この部分についても、前段、資

料はご提示させていただいておりますので、実際の流れにつきましては、資料の３のほうに抜

き出して記載させていただいております。まず、上のほうからいきますと、資料の３になりま

すけれども、町内会等からの相談、要望、これらがありまして、まちのほうで調査をしていく

といった中で助言、指導をしていく。勧告をして従わない場合につきましては命令といった、

この罰則の適用というところが検討の１つになります。それに対する公表、それから、最終的

には行政代執行といったような形の中で今検討している状況でございます。 

今後の日程ですけれども、最初のほうに戻っていただきたいと思います。最初のページ、４

ということで今後の日程を記載させてもらっています。まず、今月につきましては情報公開。

個人情報の保護審査会のほうに所有者の確認だとか、必要な情報を使っていいかどうかという

ことを審査していただきたいということで、11 月に審査会にかけることになっています。それ

から、12 月に入りまして環境審議会での協議。それから、条例・規則の審査。それから、廃屋

対策会議の開催。それから、パブリックコメントにつきましては 12 月 27 日から１月 26 日の期

間の意見聴取を考えております。広報、ホームページ、各閲覧場所ということで、パブリック

コメントをしていきたいというふうに考えております。２月に入りまして、第４回の対策会議。

３月に条例提案していきまして、25 年４月から施行していきたいというふうに考えております。 

以上が今取り組んでいる状況でございます。以上で説明を終わります。 

○委員長（西田祐子君） 特に聞いておきたいようなことはございますでしょうか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。この資料につきましては、目的、背景、それから、白老町

の現状等々について読ませていただきましたし、それに基づいて私たちもいろいろな先進地の

視察等々も行ってまいりました。そこでやっぱり気になることは、この目的、この条例が制定

されて、役場として担当職員が所有者との接点を見ずにできて交渉がしやすいだとか、そうい

ったものの１つの材料というか、そういったものにしかならないような気がするのです。強制

代執行云々といってもなかなかそれを実行できるまでのものというのはないというか。個人の

財産だから。本当に行政代執行をかけているところは１例か何例しかないのです。そういうふ

うに考えると、別にこういった条例を設けるのではなくて、環境基本条例の中にこういったも

のを盛り込める場所があるのではないでしょうか。きっと町長の執行権みたいなものでこうい

ったものを取り締まることができるみたいな部分のところに集約して、集約してといったら変

だけれども、そこを見れば大体、そこまで持っていきますと、行政代執行まで持っていけるみ

たいなところまで環境基本条例の中に定めてはだめなのですか。個別条例がどうしても必要に

なってくるものなのですか。ほかのところで見てみても、環境基本条例の中でここまでの権限

はあるのだということでやっているところはあるわけです。だから、改めて空き家対策の条例

というのをつくること自体が不自然なような気がして。あくまでも大きな環境という面で考え

てもいいような気がするのだけど。その辺についての考え方というのはどうなのですか。 
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○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今氏家委員から個別の条例にするか、もう１つは町にある環

境基本条例のそういった大枠で定めて運用していく方法がないのかどうかということですが、

それは、基本的にはそういう方法もあろうかと思います。基本条例でやって、細かい運用の内

容は要綱で定めるとか、その辺の手法は検討させていただきたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕たちもずっと議会の中でも、この空き家、廃屋等のこと

については、議会としてもいろいろな議員の方が議会で質問していると思うのだけど。僕は時

代の風潮に流されても仕方ないと思うのです。ただ、目的がしっかりしているのであれば、環

境基本条例の中で要綱をしっかり定めて、そして、その中で基本条例の改正案として提示して

もらったほうが僕は逆にすっきりするような気がするのです。僕の個人的な意見なのだけど。

ほかの委員の方もいろいろな意見あると思いますが、僕はそういうふうに考えているのです。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今の点なのですが、実はどの辺に重きを置くかということに

よってちょっと変わってくるかなとは思うのです。ですから、まず１点としては、環境基本条

例の中で、例えば廃屋対策として罰則だとか、行政代執行に至るまでのそういった条例ができ

るのかどうかと。また、そういったことの検証と、要綱だけでいいのかという法律的な問題の

整理があろうかと。また、そのときにどこまで求めるかによって、氏家委員がお話しされてい

るような形でも問題はないのかなと。ただ、将来的には行政代執行まで、直ちにできなくても

将来的にそこまで追い求めて廃屋対策にいくのだという考え方の中で整理をしていくことにな

れば、それなりにおそらく個人の財産とのやりとりになりますので、場合によっては法律的な

争いになるとかということも多々あろうかと思うのです。ですから、それらも踏まえた上での

条例の整備ということになろうかと思っていますので、その辺は十分検討させていただいて、

考えさせていただきたいと。まず、どこまで求めるかの整理をもう一回し直さなければいけな

いということです。ですから、やはりやる以上は行政代執行まで。それは、すぐできる、でき

ないは別として、そういう形で取り組んでいくものの１つの条例にするのだという考えであれ

ば、それにふさわしい条例はどういうものになるのかという整理の仕方、そういうことを含め

て整理させていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 私も氏家委員の意見に同じなのです。今回視察研修してきた中でも、

今部長から行政代執行の話もありましたけど、これは個人の所有財産なわけで、２つのまちを

学んできたのですけれども、代執行に至るということはよほどの町の覚悟がやっぱり必要なわ

けです。この部分を部長含めて職員の皆さん勉強されているのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） この最終目標とするところの代執行ですよね。最終的には不

快な環境を取り除く、それが対相手、相手が聞いていただいて取り除ける場合はいいですけど、
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その必要性に応じない場合の対抗措置として代執行ということがあろうと思いますが、これは

かなり厳しいものがございます。当然、訴訟になる確率も高く法的なことも要しますので、今

の職員のレベルでは難しい状況があると。ですから、専門的な知識を有する人間、これは、そ

ういう人間を雇うかどうかは別としても、弁護士なりそういった形の準備だとかも必要になり

ますので、大変難しい問題だというふうにとらえてございます。ですから、最終的に代執行を

どのような観点でとらえて、そういったものを条例に盛り込んでいくかも最終判断としてはそ

の辺を十分検討して、実際に執行することをきちんと踏まえた上で整理をしなければいけない

と思っていますので、その辺はこれから進めていく中で十分検討して最終的に決めさせていた

だきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。そういうことなのですよね。視察研修してきたまちもやは

り難しいと。いざ、やる段階になってもそこまでやれないという状況が非常に見えてきたので

す。先ほどの休憩中の話ですけれども、非常に大変な、少数精鋭で今頑張っておられる中で、

職員の負担というのも非常に、私今回のまちの状況を理解したのです。そのことも含めて、今

回の調査でも町内会の協力も得ているようですけれども、その部分を含めて代執行も、今計画

を見たら、最終的な状況もわかるのですけれども。空き家等の適正管理に関する条例というこ

とになっていますけれども、本当に新たに踏み込んでやって身になるものなのか。今回視察の

中で見えてきたものは、所有者に言ってもなかなかやってもらえない。ただし、こういう条例

があるのだと、こういうまちづくりを今白老町はしているということを意識づけさせる１つの

手段なのかなという思いで学んできたのですけれども。そのことも含めると、特にこれがいい

とか悪いとかと私は考えていません。 

そこの部分ともう１つ。環境基本条例、我がまちの。これは、実は砂利採取の中で非常に大

問題になった、要するに堀った後埋め戻さない、こういった大きな問題ありました。この中に

砂利採取も入っていましたか。これはまた別でしたか。その１点を聞きたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 砂利採取の関係ですけれども、環境全体としてのくくりの条

例というふうにはなっていますけれども、砂利採取だけでの環境条例ではないということです。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 理解しました。氏家委員のほうからもありましたけれども、私もその

ような形でこの空き家対策はしていくべきではないかなという思いでいたのです。これについ

てだめだとか、悪いとかという思いはありません。ただ、今後の経済状況、それから、高齢化

社会がどんどん進む中での空き家というのは、やっぱり重要な課題になってくるだろうという

思いがあるものですから、その部分でしっかりと取り組んでもらえればというふうに思います。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今町が考えている廃屋等の対策のための条例の考え方で、議

員の皆さんが視察に行かれた内容もお聞きしてございますので、それらのご意見をやはり十分
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参考にさせていただきながら、これからどうするか、再度どういうような形がいいのか改めて

検討を加えさせていただいて、最終的にまとめていきたいというふうに思ってございます。そ

の際、最終的な案がまとまりましたら、また皆様にご意見等をお伺いしながら進めていきたい

と思ってございますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今お話しされたとおりなのです。我々が行ってきた潟上市、ここは環

境条例でやっているのです。空き家対策を環境条例で。それから、美郷町は空き家対策条例で

す。それから、秋田の中で美しいまちをつくる条例というのがあるのです。これで空き家対策

をしているところもある。もう１つあったのです、秋田の市町村の中で。４つの条例の中で対

応している。だから、白老も必ずしも改めて空き家対策条例というのは必要ないような気が、

私が先般視察した中ではそう思いました。十分に環境条例の中で条例加えればいいわけですか

ら、必要な条例。それで対応できるなと思ってきました。今言われたように、最後は代執行な

のですが、なかなか代執行というのは難しいものだというのも勉強してきたし、それから、空

き家対策で大事なのは、やっぱり地域の住民の意見なのです。それと、消防とタイアップして

やっているのです。ですから、やっぱり地域住民と、それから、消防、それから、行政の、今

度地域担当制度、あれときちんとやると、私はほかのまちにない立派な空き家の対策できると

思います。環境条例の中で。 

もう１つは、空き家条例をつくると予算も伴う。例えば美郷町の場合は、倒壊寸前で隣に迷

惑をかけている家の場合は、屋根にテントをかけるのです。いうなれば、飛ばないように。こ

れは町内会がやっているのです。役場でやらないで資材だけ提供して。このようなものもある

から。テントかけても格好のいいものではないです。見てきて、写真もあるけれども。１番大

事なのは、一生懸命早く壊しなさいと言って歩くことです、役場の職員が。それに尽きる。だ

から私は、環境条例を新たにつくらなくてもいいと思っております。今まで何回も質問もして

います、空き家対策で。３回ぐらいしているはずです、10 何年前から。そう思っていたのだけ

ど、現実ああやって先進地を見てくると、十分にやる気さえあればできる。こういう感想です。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 松田委員がおっしゃったとおり、なぜそういう条例が必要か

ということについては、ことしのまちづくり懇談会の町内会等の要望の中にも廃屋の問題とい

うのがかなり多く出てきて、やはり地域の問題として大きな課題であると。それに対してやは

り行政側も何らかの形で取り組んでいかなければならないということが１つあろうかと思いま

す。その中でその手法を、その過程をどういう形で進んでいくかということは、改めて実際に

先進地を議員の皆さんが見てこられたことも踏まえた上で、今一度その辺の手法も整理をさせ

ていただいて進めさせていただきたいと。基本、何らかの形でやはり皆さんが困っている事例

ですし、これから高齢化社会に向けて、また、このまち並みを見ても、やはりこれは大きな問

題として取り組んでいかなければならない事項になるのではないかというふうに私どもも思っ

ていますので、その辺はその中でいかに有効というのですか、そういったいいものをつくって
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いくように考えていきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 白老の場合は、大事なのは景観です。約 200 万人観光客が来ると言っ

ているのだから。非常に景観というのは大事だと思います。空き家対策も、もう本当に秋田県

あたりは、空き家対策の重点は豪雪なのです。雪が降って雪落としが第一の問題なのです。空

き家対策の重点は雪落としなのです。それから、室蘭市もやっているというけど、これは 20

万人のまちが 19 万人になるわけですから、空き家がたくさんあるのは当たり前なのです。それ

から、夕張は炭鉱閉山による、空き家というよりも倒壊寸前の家がいっぱいある。だから、や

っぱり地域性によって違うのだけど、白老はやっぱり景観なのです。ですから、私はやっぱり

地域住民と、先ほど言った消防と一生懸命やれば、何も難しい空き家条例をわざわざお金かけ

てつくらなくても、環境条例の中できちんとやれるなと本当に改めてそう思います。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 松田委員おっしゃったとおり、町のほうも当然、関係機関、

今この廃屋に関して関係すると思われる法律としては、まず、建築基準法。それから、消防法

などあります。関係の法律の中で指導できない、そういうすき間というものもあるのです、実

際としては。ですから、その辺のすき間をどう埋めて指導していくかということがまたありま

すので、それらも含めた上で、当然生活環境課だけが廃屋対策を一生懸命やってもうまくいく

ものでもないということは私どもも認識してございますので、消防、それから、建設課、そう

いったところとの連携を十分果たしていかなければならないと。また、個人の情報ということ

も絡んできますので、それらの関係部署との関係も整理していかなければならないとか、そう

いう細かな問題がございまして、いずれにしても、この問題はそれぞれ消防だけで、建設課だ

けで、生活環境課だけではなかなか解決できづらい事案なのだということも我々認識して、こ

れから横の連携を密にしながら進めていきたいと考えておりまして、その中で最もどういう形、

この条例については、１つは町民の方というか、所有者の方にも自分の住まいが必要なくなっ

たらどうしなければいけないのかと。そこの責任を、やはりそういう責任があるのだというこ

とをきちんとしていただくというのですか、そういった意味でも、こういう何かしらの条例が

当然必要ではないかということで考えてございますので、その辺十分、今ご意見いただいたこ

とも踏まえて整理させていただきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（西田祐子君） ほかにご意見ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） ないようですので、白老町空き家等の適正管理に関する条例の制定

について、担当課からの説明を終わらせていただきます。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（ 君） 本日の建設厚生常任委員会をこれで終了いたします。  

（午後 ２時４１分）  


