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○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。  

                                         

◎認定第２号 平成２３年度白老町水道事業会計決算認定に 

ついて 

○委員長（小西秀延君） 認定第２号 平成 23 年度白老町水道事業会計決算認定についてを議

題に供します。 

別冊の決算書をお開きください。白老町水道事業会計決算について質疑に入ります。質疑の

あります方はどうぞ。 

13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 水道水のことで伺います。ことしの正月明け、白老の浄水場が断水し

て、大変な苦労をして復旧されました。それはいろいろな原因があったと思いますけれども、

その後、水の供給についてお聞きしたいと思いますけれども、今安心安全な飲み水を求めてい

るのが多く見られます。虎杖浜の親水公園とか、あそこでやっているシイタケ屋さん、あるい

は樽前のほうまでくみに行って、たまに行くと列をなしているくらい来ていますけれども、白

老浄水場もおいしい水の提供に努めていると思いますけれども、その中で、私もたまに飲みま

すけれども、塩素の匂いがきつかったり低かったり、あるいは、最近は、森野は非常に集中的

に雨が多いものですから、浄水場も大変だと思いますけれども、その中で今白老の浄水場で水

をきれいに提供するために、どれだけの何種類の薬品を使っているのか。その薬品の 23 年度分

の使用量。その薬品はどういう効能を持って使っているのか。その点をまず伺います。 

○委員長（小西秀延君） 田中上下水道課長。  

○上下水道課長（田中春光君） お答えいたします。白老浄水場の使用薬品の種類とその量に

ついてまずお答えしますが、使っているものにつきましては、滅菌のための次亜塩素酸ソーダ、

これが年間で１万 1,012 キログラム使っております。あと、凝集させるための薬剤として、凝

集というのは濁土を落とすための凝集のための薬剤なのですが、ポリ塩化アルミニウム、こう

いったものも使っております。こちらについては、ちょっと量が多くて７万 8,323 キログラム

の量を使って浄水していると、こういったことでございます。この金額についてでございます

けれども、今資料持ち合わせてございませんので、後ほどお答えいたしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ソーダ灰は使っていないですか。それで、私なぜ聞いているかという

と、今言ったポリ塩化アルミニウム、ＰＡＣは凝集補助薬品といいますけれども、もっと具体

的にそこでどういう役割を果たしているのか。そして、使用量の制限というのがあるのは仮に

何立米当たり何ぼ以上使ったらだめだとか、そういうもの。あるいは今世界的に使用すること

が可能になっているのかどうか。それが冬場、夏場、それぞれ気候条件によって違いますけれ

ども、そのときの使い方がどのようにされているのか。そしてそれは、調整は機械なのか手動

なのか。その辺を伺います。それが飲む側に、その調整によって何らかの影響があるのかどう

か。その部分です。  
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○委員長（小西秀延君） 杉本上下水道課主幹。  

○上下水道課主幹（杉本道彦君） 前田委員のご質問に対してお答えします。ソーダ灰は、こ

れはアルカリ剤なのです。当然薬品を使うことによってポリ塩化アルミニウムとか次亜塩素酸

ソーダを入れることによって酸性になるのです。それを今度アルカリに持っていくと、そうい

う薬品です。これは僕の維持管理の考え方で言えば、今白老浄水場の浄水のｐＨが約７前後な

のです。すると、中性なので、なるべく水の中に薬品を入れないという、そういう私どものポ

リシーでソーダ灰は使っておりません。 

もう１つ、ポリ塩化アルミニウムはどういう役割なのかと。それは、ポリ塩化アルミニウム

によって材質はアルミ系の凝集剤です。当然汚れですから、それを、ポリ塩化アルミニウムを

注入することによってフロック化するのです。固まっていくのです。それで、沈殿させてきれ

いになった上水をろ過池に通すと、そういう役割をしております。これに制限があるのかとい

う、確かにあるのです。なぜかというと、水道法の水質基準 50 項目の中にアルミ化合物という

のがありまして、これが水質基準の 0.2 ミリグラムパーリットル以下にしなさいという。だか

ら、当然凝集剤をぼんぼん入れると上がってきますから、当然そういうこともありますので、

制限はあります。その制限内でいかに効率よい凝集を得るかということ。その凝集を得るため

には、まずジャーテスターというのを必ずやります。今白老浄水場の管理としては、濁度が上

がってきますね、浄水場の。ジャーテスターをやるのは、大体 100 度以上になってからです。

100 度以下は今の入っている 30 ミリグラムパーリットルの場合、そういう注入率を持って管理

しますので、大体 30 ミリグラムパーリットルぐらいで 100 度ぐらいまでは対応できます。それ

以降になると職員が行って、警報が鳴りますので、当然警報は 30 度で鳴ります。30 度で警報

が鳴って、職員がちょうど夜中に浄水場へ行ったときに大体 100 度近くまで上がっていると。

そのときにジャーテスターをやって補正します。補正は必ず人間の手でやります。機械でやり

ますと、濁度計といって、汚れを図る機械があるのですが、詰まったとか、そういうことがあ

ったときにとんでもないことになりますので、当然そういうのは必ず人が行って補正すると。

そして、上がって行くときと下がっていくときの 100 度近くまでの上がり下がり、そのときで

判断しています。当然、冬と夏の薬品なのですが、冬は水温が低いので凝集効果が悪いです。

その分シビアになってきます。夏場はある程度温度が高いので、アバウトになってくるところ

もありますが、冬場になると低いので、どうしても人が早めに行って何回もジャーテスターを

して、一番いいところを設定していると、そういう管理をしております。だから、今言ったと

おり、注入するのは機械なのですが、補正していくパッチパネルがありまして、そこに通常 30

なのに 35 とか 40 とか、そういうふうにこちらに数字を入れてあげることによって、機械が 45

入るとか、35 入るとか、そういうふうな設定になっております。 

飲むことに対しての影響に関してですが、これは当然、先ほども言いましたとおり、水質基

準のほうに 0.2 ミリグラムパー以下となっておりますので、白老浄水場の去年のデータを言い

ますと、アルミニウムは高いときで 0.04 ミリグラムパーリットル、低いときで 0.01 ミリグラ

ムパーリットルですが、問題はありません。 
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○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ＰＡＣ、今言ったように夏の場合は自動注入している部分あるのです

ね。これは理解します。だけど、その部分について、人が経験値というか、それでやってしま

うのですよね。それと、一番大事なのが、冬場と雪解けなのです。そのときの微妙な注入とい

うのが、非常に経験値というか機械ではないですから、測定というか、入れる部分が飲み水側

に影響してくるのだけども、その辺の雪解けとか、雨が降って汚れたとか、冬場水が少なくな

ってくる、そういうときに雪が降る。そういうときは実際にどうやっているのか。  

○委員長（小西秀延君） 杉本上下水道課主幹。  

○上下水道課主幹（杉本道彦君） 確かに冬場はシビアなことなのですが、先ほども言いまし

たとおり経験ではないのです。まず、ジャーテスターといって、水をビーカーに取ります。そ

れが必ず４点取りになっています。４点取りまして、各注入率を変えて入れるのです。それで

撹拌して実際に実験を行って、その中のいいところを取ります。  

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） １点だけお伺いします。30 ページの企業債の償還についてなのですけ

れども、今までもいろんな起債の償還で利率の高いものはなるべく借りかえろというようなこ

との作業というのはやってきたと思うのです。表をこうやって見ていますと 5.2％、5.5％、上

のほうは早く借りたものはかなり率が高いですよね。ずっと下のほうへくると１ぐらいまで下

がってきているわけですよね。こういうのを見ていますと、この高いほうの償還期間というの

はまだ何年か残っているし、４％台のものも 10 何年か残っているのですね。これがもう少し利

率の安いものになれば随分違うのではないかなという気がするのですけれども、そういうこと

が可能なのかどうなのか。私わからないで聞いているのですけれども、前に５％以上のものは

できるだけそれ以下のものに借りかえるという作業というのはありましたよね。こうやって見

ると、４％の部分も高いですよね。ですから、そういう部分まで借りかえる、そういう作業と

いうのができるのかどうなのかということを伺いたいのですが。 

○委員長（小西秀延君） 田中上下水道課長。  

○上下水道課長（田中春光君） 起債の償還利率の関係、借りかえがどうであるかと、こうい

うような話であろうかと思うのですが、30 ページを見ていただいておわかりかと思うのですが、

下のほうの段を見ていただきますと、順次備考欄に借換債、借換債と書いてあるのがたくさん

ありますが、このような形があるとおり、年度年度の中で順を追って借りかえを行っておりま

す。先ほど申し上げた上２段の 5.2％であったり、5.5％であったり、こういった部分でござい

ますけれども、これについても年次年次の中で今借りかえを行ってきたのですが、この 24 年度

でこの分について借りかえは終了する考えの中で進んでおります。そうなると、５％以上のも

のについては全くなくなると、こういうことになるのですが、おっしゃっていた４％台のもの

も何件か見受けられるわけでございますが、これについて今の制度の中では要するに借りかえ

するための手法がないといいますか、そういうふうになっていますので、現状の中で整理が可

能なものとしては、５％以上のものの利率が対象になってくるということでございます。 
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○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） ５％台のものが大体解消できるということで、それでいいのですけど、

４％台のものが、これは制度上そういうふうに決まっているというのであれば勝手なことはで

きないのですけれども、あくまでも町が借りているものは一度返してしまって、よそから持っ

てきて安い金利のもので補うというような、そういう制度以外の方法というのはないのかどう

なのか。やはり政府だとか国庫だとかの企業債ですから、いろんな制約があるのかもしれない

ですけど、そういう自分たちの都合のいいように解釈というのはできないものなのですか。  

○委員長（小西秀延君） 田中上下水道課長。  

○上下水道課長（田中春光君） 何とか借りかえができないのかと、こういうような話になっ

てくるのですが、今おっしゃったとおり、これは政府系から借りたお金でございますので、今

の制度からいきますと、この４％台のものを借りかえしてさらに利息を圧縮するそういった制

度的なものはないものでございますので、現状の中ではちょっとできかねるという、こういう

ことで理解をしていただければと思います。  

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。  

○財政税務課長（安達義孝君） 公債費の関係で、私のほうの一般会計もございまして、今田

中課長が答弁したとおり、政府系の金融機関から借りているものは、国のほうでオーケーを出

さない限りできない仕組みになっているのですけれども、ここでいう縁故債がございまして、

金融機関から借りているのは、一般会計も相当 30 数億ありますけれども、それは今の利率相当

安い状況ですので、借りかえもしくは繰上償還という方法を今各金融機関に協議中でございま

して、一般会計もその辺が特別会計もできれば借りかえ、証書かえというのですか、金利をか

えてもらうと、今の金利に繰上償還という形を取るのか、証書を書きかえてもらうのか、とい

う方法は今金融機関に協議中でして、一部にはオーケーをいただいているところもありますの

で、それは今年度中にやれるところはやっていきたいと思っています。 

○委員長（小西秀延君） ７番、 委員。  

○委員（ 君） ７番、西田でございます。去年災害でたしか毛白老川のところで工事、

あそこのところたしか水源地の奥のほういろいろあったのですけれども、またことしの１月の

大雪が降って断水なんかがあったのですけど、その後水源地であるも毛白老川、あそこのとこ

ろの上流、工事するというふうに聞いていたのですけれども、もう実際に工事をして終了して

しまったのかどうなのか。そして、あの川自体水源地ですから、ことしの１月のような、ああ

いうような状態にならないためにいろいろ工夫されるという答弁を聞いておりますけれども、

その辺はどういうふうになっていますでしょうか。  

○委員長（小西秀延君） 田中上下水道課長。  

○上下水道課長（田中春光君） 毛白老川奥の治山工事の関係かと思うのですけれども、実際

にはこの後 10 月過ぎになろうかと思うのですけれども、森林管理局のほうで工事に入るような

ことで聞き及んでおります。事前に管理局のほうからも、あそこの川を利用しているのはうち

になりますので、私どものほうにもその旨協議にきております。白老浄水場の源水として川の
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水を使っているわけでございますので、その上流で工事に入るわけでございますけれども、当

然一番気になるところは重機等が入って油等が流れ出てしまった場面が想定されるときは、直

接飲み水として影響が懸念されますので、そういったところには十分留意しながら、そういう

ような流出の事故が絶対ないようにとの申し入れの中で工事は進めてもらうことで、今協議を

進めるところでございます。 

○委員長（小西秀延君） ７番、西田 委員。  

○委員（ 君） もう工事が終わったのかと思ったのですけれども、これからだという

ことで、町民の水がめですので、ぜひその辺はよろしくお願いしたいと思います。 

それともう 1 つ、水源地保全ということで、道のほうから条例ができていますけれども、白

老町において水源地を保全するという考え方はないのでしょうか。ほとんどの場所白老町は国

有地というふうに聞いてはいますけれども、やはり未入地とか、そういうふうなところがない

のかどうなのか。企業が買うとかいろいろあった場合において、やはり必要なものだからこう

いうような条例をつくっていくと思うのですけれども、白老町の場合どういう考えなのか。そ

の辺伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 田中上下水道課長。  

○上下水道課長（田中春光君） さきのお話があった川の上流での工事の関係、これについて

先ほど申し上げたとおり、再度管理局のほうで密にすり合わせをしながら進めてもらうという

ことで、話のほうは持っていきたいとこう思っております。  

それと、後段の水源地の保全の関係の、道で施行されている条例の関係でございます。この

関係については、基本的には公共用地、町有地、公の土地については該当の地区としてはなら

ないわけでございますけれども、うちの例でいくと、それ以外の民有地の例として該当地区と

して考えられる場所は１カ所ございます。場所としては虎杖浜の第２浄水場の周辺地区。ここ

ら辺が該当地区として入ってくるのかなと、こんなふうには思っております。そこらについて、

どのような形の中で対処していくかと、こういうことになっていくのですが、現在としては、

そこらの地区に含めてネットをかけていくのがいいかどうかということで検討を進めている状

況にあるということで、まだ最終的にいつの時点でネットをかけるべく、道のほうに申請を出

していくとか、そういったところまでは至っていないというのが現実でございます。  

○委員長（小西秀延君） ７番、 委員。  

○委員（ 君） 浄水場の件のほうはわかりました。  

水源地のほうにつきましては、私はなるべく早くやるべきだと思うのです。前の担当課のと

きもなるべく早くやりたいと言いながら、実際に北海道が日本で一番多く、水源地とはそうい

うところが企業に買われたり、外国企業に買われたり、いろいろなことになっていますので、

やはり本州のほうがずっと早く水というものに対して敏感でありまして、やはり北海道はもう

ちょっとそういうこところに緩かったのかなと私は思います。白老のまちも正直言いまして、

水源地から海まで流れる、そういう最高にいい場所なのですから、やはりこういう大切のもの

はきちんとセイフティーネットをかけて守っていく、そういうような考え方を持って早急にや
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っていただきたいと思います。  

○委員長（小西秀延君） 田中上下水道課長。  

○上下水道課長（田中春光君） おっしゃられることはよくわかりますので、やるか、やらな

いかを含めて、今早々に結論づけたものは出していきたいと思います。  

○委員長（小西秀延君） 先ほど前田委員の質問に対しまして、水道課から金額は後ほどとい

う答弁保留がありましたが、いかがでしょうか。  

前田委員、まだ後ほどでもこの件は大丈夫ですか、後ほど知らせるということで。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（小西秀延君） それでは、ほかに質疑ありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑を終了いたします。  

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〕 

○委員長（小西秀延君） 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。 

認定第２号 平成 23 年度白老町水道事業会計決算認定ついて、原案のとおり決定をすること

に賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（小西秀延君） 全員賛成。 

よって、認定第２号は、認定すべきものと決定いたしました。  

                                         

◎認定第３号 平成２３年度白老町立国民健康保険病院事業 

会計決算認定について 

○委員長（小西秀延君） 認定第３号 平成 23 年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算認

定についてを議題に供します。 

別冊の決算書をお開きください。白老町立国民健康保険病院事業決算の質疑に入ります。質

疑のあります方はどうぞ。 

５番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私はこの町立病院の一般質問を先般いたしまして、これは 23 年度の決

算ですから、どうするかなと思ったのですけど、誰もないようですから。それから、一般質問

をした経緯からいって、これを質問しなければ何か変だなと、そんな感じがしたものですから

質問をしたいと思います。特にこれは町長の病院の考え方についてお聞きしたいと思います。 

先般、病院については考え方とあり方いろいろ質問いたしまして、理解いたしました。ただ、

私はこの病院の運営状況をずっと見ているのですが、私はずっと白老のまちに町立病院なくし

てまちはないとずっと思っておりました。ずっと言ってもきてもおります。ただ、飴谷前町長
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がそんな中で 25 年に病院を改築したい。そして 20 年に随分心配した中で考え抜いて、ベスト

の考えだと決めたのが、25 年に病院の改築をしたい。それともう 1 つ、老健併設で病院を建て

直す。それから、常に病院経営について、なぜこういう状況になるのだという大きな原因の１

つに、まず医師が足りないのだと、医師不足、これは万年そうなのです。特に外科医が足りな

いのだと。医師一人の働きは１億 5,000 万円ぐらいあるのだよと。ですから、医師不足が大き

な原因なのだと。そのほかにさまざまな病院の調査をした中では、やはり何といっても病院の

老朽化が一番の原因だろうと。私は町民ですからあの病院を見るときに、この病院で果たして

町民のみんなが命を預けるために来るのかなと言えば、あの病院の老朽状況からいくと、なか

なかあの病院に行く気にならないのが私はこれが大きな原因だと思います。例えば平成 17 年、

飴谷前町長が調査始めたときの 17 年に入院患者が約２万 3,000 人余りいた。ところが、23 年

度は 9,009 人。１万 3,791 人も減っているのです。そうしながら放置しているようなものです。

議会でもそんなに議論されていません。この放置されていることに、大きな議論はされていま

せん。こういう放置されている状況の中で、その都度４億円余り繰り入れて来ている。これが

病院の実態なのですが、私はその上に人口減少がかぶさってきて、それからその上に老朽化、

こういう問題、それに医師不足。私はあの病院の建て直しはできないことはないとずっと思っ

ておりますし、言い続けてきました。それは、購買力みたいなもので、患者も。要は、患者は

たくさんいるのです。要は 70％、80％町外に行くから白老に来る患者がいないのですね。それ

は全体で件数は、国民健康保険の件数だけでも５万人を超しています。そのうち町立には入院

は５％足らず。それから、通院は 11％くらい。残りは個人病院もあるし、リハビリもあるので

すが、結果的には苫小牧にみんな行っているのです。これみんな行くと、入院もそうですし、

お見舞いに行くと、またそこでお昼を食べて３日分くらいの買い物をして帰ってくる、これが

ずっと続いているのです。ですから、私は、病院建て直しは、まず病院を建てて、町民がより

どころにしている病院を、やあやあ我々の病院はよくなったと言うと、私は先ほども言った

80％が 20％に戻ったとしても凄いことになると思っているし、町民は最近特に高齢化になって

きて、本当は遠くに行きたくないのです。私も行きたくないです。朝８時に出て、10 時に血液

を取って、診察するのが 11 時半です。それから薬をもらって帰ったら１時過ぎるのです。それ

はそれで早いほう。ちょっと遅れていくと夕方。誰だって行きたくない。ですから、私は今こ

の白老の人口減少の１つに町立病院の問題があるなと、再三言っているし、あると思っている。

それから、この病院の患者がこれだけ減少して、しかも 20 年くらいから急速に減ってきたと、

１万 5,000 人も減っているのです。これをやはり放置しておいた、私は議会ももう少し言うべ

きだったし、まちを上げて、私はいつも町長の考え方とか聞くのですけど、けんかするように

言っているのではないのです。まちを思うから一緒に考えましょうという考えで常に私は言っ

ているのです。ですから、この病院も一人が言ったってどうにもならない、みんな 1 つになら

なければだめなのです。ですから、私は白老これから、これだけ財政が厳しくなって、これか

らまちの人口減少を多少でも押さえるのは、私は病院が核だといまだに思っているのです。 

そこで、病院を放置してきたのは長澤事務長の責任ではありません。それから、戸田町長の
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責任ではありません。しかしながら、戸田町長はこれから新しいまちをつくっていくわけです

から、今まで放置された大きな原因は何であったのか。この考え１つで、これから本当に町長

みずから汗をかいて、そして議会にも相談して、町民にも相談して、あの病院を建て直すこと

が私は白老の財政も人口減少も、少子化も、私は少しでも歯どめをかけるには、あの病院をど

う考えるか、どう持っていくか、希望の持てるような町長の気持ちを１回聞かせてください。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。  

○町長（戸田安彦君） たしか昨年の 12 月の議会でも病院のお話をされたと記憶をしておりま

す。お話多分重複すると思いますが、お話をさせていただきたいと思います。まず町立病院の

役割、先週もお話ししたので、これも重複すると思います。まず、町立病院の役割ですが、24

時間体制の救急、また低所得者に対する病院医療の必要性でございます。トータルとして考え

ますと、同じことを何回も言いますが、私も公約に町立病院の改築が必要というふうに書かせ

ていただきました。今特には財政の問題もありますので、そちらのほうも一緒に考えていかな

ければならないですし、改築に向けて今の町立病院の現状を把握するのに調査もしなければな

らないと考えております。今松田委員がおっしゃっていた雇用とか子供とか全部ひっくるめる

と、町立病院が一番大事だというお話もありますので、この辺も十分認識というか調査をして

いく中で、どの規模の病院が白老町にとって必要なのかも合わせてこれから進めていかなけれ

ばならないと思いますので、先ほど議会にも町民にも相談をしながらというお話もありました

ので、こちらは行政だけで決めるものではないと考えておりますので、松田委員も将来の白老

町のために言っていただきましたので、私も 10 年後、20 年後、30 年後を見据えて病院のあり

方というものを提示していきたいと思いますので、また私が考えているのと松田委員が考えて

いるのと同じかもしれないし、違うところもあるかもしれないです。ただ、医療を確保しなけ

ればならないという思いではありますので、またその辺は議論をさせていただきながら、白老

町の将来にあった病院づくりを考えていきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） 私もまちの病院ということでは同じ気持ちでずっと見てきてつもりで

す。ただ、今話が出たように、入院の患者も通院の患者も何でこんなに減るのだろうかと、そ

れが全国どこでも同じなのだろうかと。これはやむを得ない現象なのかどうなのかということ

を本当に考えなければならないのだけれども、ガイドラインのときにも入院のベッド稼働数が

60 切ったら診療所にしなさいという話でしたよね。ところが今 90 床を 60 床に減らしてこれで

何とか乗り切れるのだと言っていたのに、今その 60 床が計算してみたら 41％。本当にあのガ

イドラインのときよりももっと、あの調査のときよりももっと悪くなっているのです。という

ことで、不良債務をゼロにしてそこから出発できるのだと。老健施設も併設してやっていける

のだと、あのときに希望を持ったのは私だけではないだろう、みんなそう思ったのではないか

と思うのです。だけれども、こういう状態。この状態を云々言ってもしようがないのだけども。

だから、医者が３人体制で、医者不足だからということだけでは済まないかなという気もする

のだけども、あの当時からずっと話をしてきたことは、１つは院内の体制を改革すべきだと。
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だから研修体制をきちんとして町民に喜ばれる体制をつくらなければだめだよと。そのための

努力をしてくださいという話がありました。それから、そのほかに地域に見える医療活動。い

ろいろな方法はあるのかもしれないけれども、町民に見える、地域に見える活動をしてくださ

いよと、そういうふうにやっている地域では、かなりの成功を収めているという話も出ていた

し、やはりそういうふうにすべきだと。そこまで手が届かなかったのかどうなのかわからない

けれども、そういう話も出ていたし。 

それから、もう１つは、病院が凄く努力をしているという内面があるわけで、その努力が情

報として出ていて、信頼を勝ち取るような情報を提供してくださいよという要望があった。 

もう１つは、病院の新築、改築の件で行きやすいところにということはあったけれども、こ

れは今の話の中から除いておきますけれども、そういう努力をしてくださいといったことが、

本当に成果を上げてきたのかということが問われるのではないかというふうに思うのです。 

ですから、今私が言ったことが、振り返ってみて、今の時点でそれらが１つ１つ病院の精一

杯できることをやりましたと言い切れるのかどうなのか。事務長に聞くのは今あれなのかもし

れないけれども、押さえているところ、病院の努力はどうだったのかというところをもっとは

っきりさせて、それでもこういう状況が起きるのかどうなのか。そこら辺が一番大事なところ

だと思いますので、そのあたり答弁願いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 長澤病院事務長。  

○病院事務長（長澤敏博君） 昨年度の決算につきましても、こういう結果でございます。入

院の病床率も 50％を切っている状況というのは事実でございます。今年度につきましても、厳

しい状況が続いているということも事実でございます。昨年度につきましては、医師３名体制

で診療を行いまして、こういう結果が出ております。 

院内の体制なのですが、いろいろ研修というものはやってございます。院内研修というもの

も含めまして、札幌なり苫小牧なりそういうところで研修がある場合においても、看護局とか

医療部局の中で行っていただいて、そのほか戻ってきた時点で院内研修という形で皆さんに報

告をするということで、情報を共有化する。そのほかの院内研修としては、なかなかそういう

研修には行けない方々も含めまして、外部から講師を呼んでそれなりの医療技術とか、そうい

うことを向上するための院内研修も昨年もやっております。今年度におきましても実施して、

少しでも体制的なものも含めましてやっていこうという努力はしてございます。 

次に、地域に見える活動という形で、なかなか情報の提供も含めまして難しいところではご

ざいます。確かに今までやってきたことが町民の皆さんになかなか情報的に通じていないとこ

ろもあるかと思います。これは反省材料としてとらえまして、何らかの形で町民の皆さんに病

院としてこういうことをやっていますとかいうようなことを提供できるようなものを検討して

いきたいという考えではおります。地域に見える活動という形でいきますと、三連携の中での

健診活動とか、講演会活動とかいうものを実際にやってございます。参加人数が町民皆さん対

象という形の中で仮に少ないかもしれませんが、ある程度の情報発信も含めた形でやっている

つもりではございます。ただ、やはりいろいろと不足している部分が多々あるかと思いますの
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で、指摘していただいた中でも検討していきたいという考えでおります。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） それなりに頑張ってきたのだということは、わからないわけではない

のです。ただ、私も町立病院へめったに行かないものだから、私のかかる病名は町立病院では

治らない別なものですので、私がかかる医者というのは別なのですけれども、だから町立病院

の中身というのはよくわからないけれども、本当に盛んに言われたのは、１つは、お医者さん

が本当に困って行っているときに親切かどうかという。看護婦さんが親切なのかどうなのかと

いうことをよく言われた。その改善というのが本当にできたのか。これはもう最初にしなけれ

ばならないことで、金のかからないことで、それはきちんと基礎にならなければならないのだ

というふうに思うのです。それが、病院へ行っても何だかつっけんどんに扱われるみたいな言

い方がもしあるとすれば、これは本当に情けないことだと思うのです。そこの改善というのが

一番だったのではないかというふうに思うのです。そこのところが満点になったかどうか、ま

ず１つ点検しなければならないだろうというふうに思うのです。  

それから、地域に見える活動といったら、今上げられたことも確かにそうだし、医療講話と

いうかいろんな相談とか、いろんなものがあるのだと思うけれども、医者３人の体制で、スタ

ッフが足りなくて手が回らないのか、それともやろうと思えばできるのにしてこなかったのか、

そのあたりなのです。本当に精一杯そこでできたのかということが問われるのではないかと。

私、本当にお医者さん３人で毎日毎日来る患者を診るだけでも精一杯で頑張っているのに、そ

れ以上やれというのは無理だと言われれば仕方がないのだけれども、スタッフが本当に少なく

て、そういうことがそこまで手が伸びないのか、そういうあたりどういうふうに見るかという

ことです。  

もう１つは、前にも言ったのだけど、そういう努力を情報として、町立病院情報として、何

で町民にこういうふうに頑張っています、こういうふうに変わりました、こういうお医者さん

が来ました、今病院の中がこうなっていますという、そういうＰＲが本当にできているか。そ

れを見て、みんなが町立病院頑張っているから、俺も行こうというふうにならなければばらな

いのではないか。だけども、これは前にもそういう話をし、そういうことが大事だと言ったけ

れども、公立病院がＰＲしたり宣伝したりするのはよくないとか何とか話があったりして、そ

んなことなどうでもいいのです。だけども、やはり病院として町民に知ってもらうことが第一

段階ではないかと。本当に国保会員が来るパーセントが凄く少ないという。そこへ引きつける

のは、やはりそういうＰＲではないかと、そういう宣伝があってこそ初めて理解されるのでは

ないかと。この３つが重ならないと、うまく回転しないのだろうなというふうに思うのです。

だから、そういう努力を精一杯してきたのかと言われると、まだまだ努力すべき余地があった

のではないかというふうに見えるのだけれども、その辺は違いますか。  

○委員長（小西秀延君） 長澤病院事務長。  

○病院事務長（長澤敏博君） 今お話あった３点、やはり病院にとって一番大事なことだと私

も思います。やはり患者さんに対する病院職員の対応のあり方、そういうものも含めまして研
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修等で以前もやっておりますが、今後においてもそういう形の中でもし接遇関係の研修等がで

きる機会があれば、どんどんやっていきたいという考えではおります。地域に見える活動、そ

れをやったことに対して病院としてのＰＲ、そういうものが果たしてできているのかというこ

とになると、一番いいのは町民の皆さんが目にする広報紙、こちらのほうで何らかの形で出せ

れば一番よろしいかと思いますので、それについては持ち帰りまして、どういう形が一番いい

のか、皆さんのほうにＰＲできる方法としてどういうものがあるのかというようなことも含め

まして、検討したいという形になります。 

地域に見える活動の中で、医者３名体制で 100％できていたのかというようなことでありま

すが、診療体制医師３名ということになりますと、なかなかやはり診療のほか、いろいろな委

員会とかそういう中での役割もございまして、それ以外のものも多々あるものですから、なか

なか難しいところではありますが、これについてもやはり病院のあり方としては、今後町民の

皆さんに来ていただける病院を目指す限りは必要な部分もあるとは思いますので、私どもも先

生方といろいろ協議させていただきたいと思っております。 

○委員長（小西秀延君） ５番、山本浩平議長。  

○議長（山本浩平君） 委員ではないわけではございますが、議会は言論の府ということでご

ざいますので、今それぞれの議員が町立病院に対してのいろいろ思いを伺っていました。私も

町立病院に対する思い、今までの経過を見ますと、どうしてもやはり意見を述べさせていただ

きたいと、このように思いまして、許していただきたいというふうに思います。 

平成 19 年のときに、ちょうど私、議会の選挙に入る直前の大変慌ただしいときに、寿都の病

院に議員全員が行ったと。このとき一緒に行ったのが当時の助役と行革のトップの担当者の

方々が行きました。ああいう忙しい最中に行った。その前には病院の特別委員会をつくって、

議員全員それぞれ公立病院の改革の進んでいるところ、その中にはうまくいっているところも

あったし、改革半ばというというところもありましたけれども、そういうところにも約 300 万

弱くらいの費用で各議員が行った。そして、それぞれのチームの意見を集約して特別委員会の

まとめを町のほうにお話をしたと。そういう中で、その後そういったことはどう生かされてい

るのかというと、現状としては非常に厳しい。 

きたこぶしもプラスに作用するという話の中で進んでいたけれども、結果的にはマイナスに

なった。きょうの説明で言うと、非常にこれから 25 名以上になればプラスになるというお話も

ありましたけれども、そういった中で、本当に病院をたしか改築するという、老朽化もはなは

だしいというところで患者さんが来られていないという理由も確かに１つはあると思います。

思いますけれども、その前にやはり斎藤委員がお話されたように、ホスピタリティーをどうす

るかということと、それと、この白老町にとって、今高齢化率が 35％以上になりました。この

中でどう特化した病院をつくっていくのかということを真剣に考えていただきたいと思います。 

そういった中で、例えば医師不足の話もありました。確かに医師不足で患者さんがふえない

ということも世の中にはあると思います。しかしながら、ずっとその理由を今まで町側が述べ

てきたわけでございますが、一般に患者さんが病院を選ぶときに、ここはお医者さんが少ない
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から、看護師さんが少ないからここに行かないのだというような、余りそんな情報はないはず

なのです。例えば、医師を１人入れるとすれば、その医師の給料分に見合った患者さんを獲得

するとなると、またそれ相当の人数が必要になってくる、こういったこともあると思います。

そういった中で、今いろいろ検討委員会をつくって協議されていると聞いていますけれども、

本当に今までの傾向を考えたときに、いわゆる職員だけの、内部の人たちだけの検討委員会で

本当にいいのかなというのが私の中にございます。バイオマスなんかは外部の先生たちを呼ん

でいろいろ検討すると。私は公立病院の改革を進めてきたような方も毎回ではなくてもいいで

すけれども、ときには招へいするとか、いろいろ考えた中でやはり検討していかなければなら

ないのではないかというふうに思います。全く今までと同じような手法、結局は変わらないよ

うな状況ですと、ただいたずらに収益が悪化するということでありまして、ただただ改築すれ

ばいいという問題ではないというふうでございますけれども、この件についての見解をお尋ね

したいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） 病院のお話何点か、何人かの委員さんから病院の決算というよりも

改築といいますか、経営のあり方というか、そういうようなお話を伺いました。先ほど町長が

答弁したとおり、また一般質問でお答えしたとおり、現在病院のあり方といいますか、そうい

う形で検討委員会を私が座長の立場で関係部課長を入れた中で、今検討会を設けています。そ

の進行の中で病院の経営診断を行い、あるいは病院にかかわる諸問題、情勢を診断するべく、

また医療系のコンサルにも委託を今後もまた考えていきたいというふうに思って、今委員会を

進めているところでございますけれども、そういう中で、今まで平成 19 年のお話もありました

けれども、私どもも十分、自分自身がもうちょっと勉強不足のところありますので、そういう

経過を踏まえた中で方向性を判断していかなければだめだというふうに思っています。当然そ

ういう方向性がある程度、そういうような考え方が出た時点で、今ご指摘の内部だけでという

ふうには当然思っていませんし、町民の町立病院という位置づけから、今までの経過を踏まえ

た中では、そういう名称はちょっとないですけれども、お話をする機会、それと有識者とお話

する機会、そういうことを今ご提案ありました部分も含めて、今後の検討委員会を進める中で

考えていかなければだめかなと考えております。今まで進んでいるようで、また立ちどまった

り、立ちどまっているのだけども、そういう改善方法がいいということで進んだのだけども、

結果としてはなかなかいい答えが出なかったりというようなことで、非常にシビアな問題なの

かなと思っていますので、今回町長の公約の中でもありますけれども、今後病院をどうしてい

くかということでは十分そういう内部の検討を踏まえつつ、外部といったら怒られますけれど

も、有識者の意見と協議するような場面を持ちながら、病院の問題については検討していきた

いと思っています。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） ４番、大渕です。この決算書を見る限りは、今のようなお話がありま

した、私も皆さんが質問されたように、町立病院はどうしても残すべきだし、高齢化社会にお



 13 

いてはどうしても必要だという考えで一貫してずっと以前何度も何度も取り上げてまいりまし

た。ただ、今回の決算書を見せていただいたときに、本当にそうだったのかなと僕は今思って

いるのです。どういうことかと言うと、医業収益４億 1,900 万円、給与費で４億 3,300 万円。

この４億 3,300 万円以外に、多分これ違ったら後で言ってください。報償費の約 7,800 万円、

旅費の 300 万円の一部。これも人件費と同じようなものだと思うのです。この報償費というの

はお医者さんに払っているものだと思うのです。そうすると、４億 2,000 万円の医業収益で５

億円以上の人件費が出ているということなのです。本当にこれでやれるのか。高い繰入金全部

入れると４億 800 万円なのです。言われていたことなのだけれども、２億 9,300 万円というの

は、多分これはルール計算上で出されていると思うのです。不採算部門等々の問題ございます

から、それは必要だと思うのです。しかし、１億 1,500 万円、もちろん病院の起債もあります

けれども、赤字でこれだけ入れていくということになりますと、町長が標榜している民間的な

視点で見ても、どういうふうに見ても、もう限界ではないのかという気がするのです、はっき

り言わせてもらえば。それは、私も若干病院の勉強させてもらいました。本当に大変です、36

時間仕事しているだろうということも含めて、あるのも承知しているのです。それにしても、

もうちょっと地域に出るとか、４人体制になったときに、この決算書では３人だけれども、も

う少し町民とのふれあいとか、一部のお医者さんはやっていらっしゃいます。それは私自身が

感じているところがございます。しかし、そうでないお医者さんいらっしゃいます。本当にこ

れで病院の改革ができるのか。お医者さんの責任ではないのです。ないのだけど、そこが変わ

らないと、もう限界ではないのかなと思うのですけど、この決算書を見て正常ではないことは

明らかなのだけど、異常ということがもう指摘せざるを得ないのではないかと思うのですけど、

町長どうですか、民間目線から見たとき。今の財政状況含めて考えたときに、あるところに行

って決断するなら、どこで決断するかという問題なのです。もうそこまで来ている。本当に今

理事者や病院側がアメニティーを改善して病院を建てかえたならば収益上がるというのならい

いです。今医者４人ですから。５人になったら上がるというのならいいです。だけど、そうい

うふうに映りますか。決算書見たり、今の状況を見たりして映りますか。そうだとしたら、や

はりその決断をいつするか。私はそういう決断をしていただきたくないし、今の高齢化社会だ

ったら町立病院なかったらもう白老だめになります。だけど、このままいったら財政もだめに

なる、共倒れになりますよ。本当にそういう状況ではないのかなと、この決算書見たら思わざ

るを得ないのだけど、報償費の関係、旅費の関係違ったら、それはそれで訂正してください。

だけど、基本的にはそういう状況ではないかと思うのです。そうしたら、医業収益がこれはル

ールちゃんとあるでしょう、最低の医業収益でも給与費が 70％くらいになったらもうだめだと

かあるはずなのです。そういうところから見ても限界だと思うのですけど、どうですか。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。  

○町長（戸田安彦君） まず、考え方をお話しさせていただきたいと思います。民間の話も出

ますので、先週の松田委員にも同じ話されたかと思うのですけれども、民間で、もし病院経営

だと破綻してしまうと思います。数字上だけ見ると赤字のものをなぜ残していくのだというこ
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とになりますので、赤字のものは残さないほうがいいという単純な答えにはなってくると思う

のですけど、ただ、町立病院、地域医療に関しては、これは白老だけではなくて、いろんな各

町立病院を持っている首長さんのお話も聞いた中での判断でもございますが、黒字に持って行

くのは難しいという考えであります。ただ、では赤字がどれくらいだといいのだというところ

は、先ほどの病院の病床の問題、医療にかかる患者の問題とかもありますので、その辺は白老

町にあった数字を出さなければだめだと思っています。赤字が幾らくらいの分岐点を探して、

将来に向けてこういう病院の経営でいくという方針を決めていきたいと考えておりますので、

大枠ではその分岐点をお示ししながら、白老町にある町立病院のあり方というのを示していき

たいというふうに思いますので、黒字でなければならないというのであれば、町立病院はでき

ないというふうに考えております。  

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） ４番、大渕です。私も全く同じ考えなのです。うんと極端なことを言

えば、２億 9,300 万円というルール分というのは、ルールで出すのです。これはルール分で出

しているわけだから。その分がうんと大きく見た場合は本当に白老町民の 35％の高齢化率から

考えて、本当に白老に病院が必要で、町民の皆さんが望むのであれば３億円は何も高いとは思

っておりません。ただ、際限なくなってきている。バランスの問題なのです。医業収益が４億

2,000 万円で、しつこいけど人件費５億円で持つわけがないのです、言いたいのは。だから、

ここの改善と、もちろん３億円出せばあと１億円ですからこれでいいのだけど、直ってしまう

のだけど、だけどはやり考え方として、まず最低でも医業収益と給与費がトントン。以前は白

老町自体も税収よりも人件費が多かったときがございました。現実的にあったのです。だけど

それは今改善されましたよね。税収よりも人件費が少ない、基本的にはそうなっていると思い

ます。やはりそういうところは、我々はどう見るかという問題。 

もう１つは、そういう状況の中でこのルール分で繰り出す分くらい、赤字３億円とは凄いも

のです。僕はそれでも町民の医療を守るためには必要だと思うのです。しかし、このままであ

と何年間か経過して病院建てかえても、どうなのかなと思ってしまう状況まできてしまってい

るという状況なのです、言いたいのは。だから、今の答弁でいいですけど、１つは、スピード

感を持たなければだめです。ただだらだら行ったら深みにはまるだけです。私はやはりスピー

ド感を持ってきちんと対処するものは対処する。分析するものは分析して、そこできちんとし

た方針を出すと。建てかえるなら建てかえる、そういうこと。医者が４人になったのだから、

そのことがきちんと平成 24 年度の予算書に反映するような指導を管理者としてしなければだ

めです、町長、管理者なのだから。そういう指導をきちんとして、管理者として責任を負うわ

けですから。ですから、３人体制だったということは、平成 24 年度は許されないのです、もう、

４人なのだから。そういう本当に背水の陣を敷いて、確固たる決意で職員のメンバー、先生を

含めてやはりそういうものが通じるような、そういう行政手腕を取っていただかなければいけ

ないのです。時間がないわけですから、25 年に対して、そういう決意がありましたら、お聞か

せ願いたいと思います。スピード感を含めて。 
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○委員長（小西秀延君） 戸田町長。  

○町長（戸田安彦君） 大渕委員のおっしゃるとおりで、昨年の 11 月からもうそのつもりで動

いております。定期的に院長とも病院の経営も含めてお話をさせていただきますし、長澤事務

長も通してお話をさせていただいております。毎年この問題は繰り返されている状況でありま

すので、少しでもよくなる改善をするのは管理者として当たり前のことでございますので、こ

れは今まで以上に続けていきたいというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今同僚委員も質問しましたけど、私もさきに同じような質問をして答

弁をもらっていますから、ぜひスピード感を持ってやってもらいたいと思います。それで、23

年度の決算について伺いますけれども、今まで議論された部分もありますけれども、私は前回、

この赤字の扱い方について質問をしたはずです。それで、これは 22 年の決算見て言ったのかな、

23 年も踏まえて、24 年も同じですけれども、現実、病院は今あったように、以前はルール計算

で２億何ぼで、あとは不良債務で残しておいたのです。ですけど、病院改革プラン、そして親

会計の健全化のために病院の赤字をなくすということで、ルール以外にも 23 年は１億 1,500

万円、前は１億 2,000 万円くらい出していました。これがなければ完全に赤字ですよね。それ

で、何を言いたいかといったら、１つは、前回も私言っているのですけど、親会計がもう赤字

で大変です。それで、24 年度の会計大変だから、もしかしたら繰り出しは抑えるかもしれませ

んと、こう言っているのです。そういう会計にあった中で、私は前回も言っていますけれども、

１億 1,500 万円なり繰り出しをして、不良債務の解消分、当年度の純利益は約 5,800 万円出し

ているのです。親会計が大変なのに病院会計が約 6,000 万円黒字を残した。これがあれば、病

院は介護プランと黒字があるから資金運用もいいからいいのです。だけど、私は、そのとき言

ったときに、当時の、今の財政担当者がそういうことを引き継いで議論をされていれば、その

方から答弁をもらいたいし、もしいなければ以前の人にしてもらいたいです。そういうことを

やっていて、5,800 万円を残すのではなく、前回も数字ちょっと違います、前回 7,000 万円く

らいかな。赤字に不良債務はしなくていいから、ゼロにするようなやり方をやったらどうかと。

すると、一般会計だって 5,800 万円を大いに活用できるのです。なぜ、親会計が大変なのに、

これだけの黒字を残してしまうのですか。そういう議論は 23 年度、24 年度に予算編成をする

ときに、内部で十分議論されましたか。 

それともう１つは、今医業収益の話あったけど、この２億何がしを出したときに、不良債務

で出したときは、私は記憶して質問したときもあったのですけれども、先生の人数ではないで

す、先生の収益をどう上げるかと議論されていたのは、病院の改革プランをつくるようになっ

てきて、苦し紛れの答弁、先生が不足しているから収入が上がらないと言っているのです。な

ぜ同僚委員が言ったけど、24 年先生ふえていますから、どうなるかわかりませんけど、そうい

うふうにその時々で論理がすり変わってきているのです。それも含めてそういうふうに一人当

たりの先生の収益どういうふうに見て、この予算を黒字になっていますけれども、繰り出しし

て。その辺を含めて２点伺います。 
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○委員長（小西秀延君） 暫時休憩します。  

休憩 午後 ２時１６分  

                                         

再開 午後 ２時３１分  

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  

病院会計で、答弁からお願いいたします。  

野宮病院事務次長。  

○病院事務次長（野宮淳史君） 前田委員の不良債務の関係、いわゆる累積欠損金の解消等の

それに対する繰出金の質問だと思いますけれども、その中で、前もよく言っています公立病院

の特例債を借りる条件といたしまして、まずは単年度の資金不足、いわゆる貸借対照表上の流

動負債から流動資産を差し引いたもの。流動負債が多くなると負債を抱えている、資金不足に

なるよということです。 

そして、あと１つ、地域財政のこちらのほうの資金不足。これも解消しなさいという諸条件

がございます。私ども、まず１つといたしましては、地方公営企業でございますので、３月 30

日から一応出納閉鎖の作業になりまして、その時点で現金、キャッシュフローをしなければい

けないと。翌年度の支払いすぐが始まってきます、そのある程度現金を確保するという体制と

いうことで、財政事情厳しい中で最終的に 4,000 万円の追加繰り出しをいただいたのですけど、

まず現金を確保すると、そういうところで追加をいただいたと、そういうところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 長澤病院事務長。  

○病院事務長（長澤敏博君） お医者様の関係でございます。実際、昨年度においては３名で

診療体制取っておりました。医師不足による収入不足というようなことを言っております。確

かにそれもございます。やはりいろいろな努力も不足した部分も多々あるかと思います。ただ、

今年度におきましては、一応４名体制ということになって、なお一層今後においても経営努力

はしていきたいというふうには考えてございます。  

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今の次長の不良債務の答弁、私３月に多分質問していると思うのです

けど、それを踏まえて質問しているのです。多分読んだらわかると思います。当時の事務長は、

最終的には白老町が一般会計のほうで判断する材料になると。その資金運用についてはわかる

けれども、病院はあったほうがいいのだけど、最低でも不良債務をゼロの部分はいいのだけど、

それ以上は町が考える話、多分私はそういう記憶していると思うのです。そういうことが内部

で、今次長が答弁したけど、予算査定するときにそういう今みたい理由だから出したと思うの

か、私がそのとき質問した部分についての議論はされたのかということを聞いているのです。

内容的なことは十分私は知っています。それを踏まえて質問しているのです。そうすると、6,000

万円になるか 4,000 万円になりかわかりませんけれども、そういう部分が生きたお金が使えな

いのかというのが、病院はそうだと、そういうことです。 

それと、先ほど山本議長も経過説明しましたけど、私も３月に質問をして、ちょうど道が白
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老町の病院の形態を変えましょうということで、担当者を決めて寿都まで行った後、道もそう

いう形態を考えてやりましょうと、白老町が断ったのです。だから、あのとき判断されていれ

ば別な形で、今このような議論になっていないはずなのですけれども、その辺の事情を知って

いる方は、そのときにそういう議論が白老町として断ったのか、その辺を聞きたいということ。 

もう１点、今までの議論の中で、病院を改築する、したい。経営形態は別にします。そうす

ると、今までの経営状況、もし間違っていたら間違っていると言ってほしいのですが、病院が

黒字の体制、不良債務は累積されない体制と、仮に不良債務がどんどん何億もかけて一般会計

持ち出すのか、そういうふうにして病院の経営が安定していなければ、私は病院を建てる企業

債の病院の建設資金の起債は借りられないと思うのです。今のままでいけば、幾ら委託してど

ういう病院のあり方によって目指したって、現実に病院の経営が安定していかないと起債は借

りられないと思います、10 何億も。そのほうが先に課題を解決しなければ、絵にかいたもちな

のです。永遠の話なのです。ですから、その辺を今新財政改革プログラム見直すと言ったけど、

前回も私質問しましたけど、ただ本当に持続可能な経営かどうか別にしまして、そういう部分

からいくと、本当に経営改革して病院を改築、形態は別です。こういう答弁をされているけれ

ども、みんな期待を持ってくるわけです。だけど現実の経営内容を見たときに、財政調整基金

あるわけではありませんけど、何億も。本当にできるのかどうかという部分を質問いたします。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。  

○企画振興部長（大黒克己君） 当時の担当者がいないということで、知っている職員という

ことで、私のほうから何点かお答えさせていただきます。まず先ほど野宮病院事務次長のほう

からご答弁申し上げました繰出金の関係については、私と次長と最終的に逆に３月の出納閉鎖

含めて、どこまで病院が今後 24 年度に向けて必要な財源できるのかという部分のやり取りをし

ながら、町としても一応厳しい中におきまして、ギリギリの線で打ち合わせをして、最終的に

プラス 4,000 万円というものをこの段階で出したということは間違いない事実でございます。 

それからもう１点、21 年度に当初先ほど山本議長のほうからもお話あった診療所の方向で進

んでいたものが、なぜ今の状況になったかということについても、直接そこの私担当ではなく

て、同じグループ員としてわかる範囲でお答えさせていただきますけど、確かに道主導でモデ

ル事業ということで、当時家庭医というような中で、寿都病院を議員の皆さんに視察していた

だいて、その状況を確認していただいたところでございます。そういった中におきまして、あ

る程度室蘭の家庭医をやっておられる団体、こちらのほうと交渉しながら進めてきていたとこ

ろでございますが、当初３名の診療所というようなところで話は進めていたのですけど、最終

的にその話を煮つめる段階で２名しか出せないという状況があったというようなことが１つで

ございます。それともう１つは、これはもちろん苫小牧医師会との関連もございまして、その

中で苫小牧市の医師会も含めた保健所で会議があったときに、やはり診療所になりますと、病

床数が 19 床、20 床以下という 19 床になりますので、そうなったときにいわゆる二次医療で王

子なり市立なりに入院された方が途中で出されるわけです。そういった部分の、それを白老に

戻すときの受け皿がないということで、当時の苫小牧医師会もこれは何とか考え直してほしい



 18 

というような意見があったのも事実でございます。それと、あともう１つは、これは大きな部

分なのですが、財政的な部分でどうなのかということも検討した中で、まず当時診療所にした

場合に交付税措置が一律のたしか 800 万円ぐらいしか入らないというようなことであって、現

在はもうちょっと上がっておりますけど、当時はそれくらいだったと。それと、いわゆる小規

模老健施設の制度がその年にできて、それでその部分と病床数、現在の当時 92 床という町立病

院の病床数を減らして、併設型にしたときの試算をして、交付税見合というところをお互い比

べたときに、診療所であれば逆に経費がかかるというようなこともあって、これを総合的に考

えたときに、新たな、当初進めた案とは違う現在の病院を核としながら、形態を変えて経営計

画を新たに立てて、６月に説明したという状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） 起債を借りられるかどうかは。  

長澤病院事務長。  

○病院事務長（長澤敏博君） 起債が借りられるかどうかということで、当然現在改築のめど

という形で考えてございません。そういうことで、当方も現在調べておりません。そういうこ

とで、前田委員からそういう質問をされたことによってうちも調べなければならないというこ

とで、現在は調べていないということでご理解を願います。  

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今の大黒部長から答弁があったのは、町当局側のニュアンスとして当

然あると思います。私は、道からの部分と当時の町の担当に聞けば大分ニュアンスは違うなと。

私３月に言いましたけれども、池田町は７億円の病院を建設しているのです。ちょうどその病

院の変革、道がどういう病院のあり方をするかというときの財源持っていたのです。それがた

またま池田に行ったのです。もし白老町がやっていれば、このお金は使えた可能性が十分にあ

ります。 

それと、診療所に移行する交付税の云々言うけど、そのときの経過措置があるのです、交付

税の。そういう部分がちゃんと検討されていれば、結果ですからどうこうは言いませんけれど

も、そういう部分もあったよという状況は理解しておいてほしいと思います。 

では、その起債の関係は、今病院事務長から話ありましたけれども、実際に財政担当として

の前の大黒部長、あるいは安達課長に伺いますけど、私が言っていることに対しての基本的な

ことは間違っているかどうか。病院は断定しないと必ず起債は借りられないと思います。あと

は、親が不良債務ちゃんとみて、今回の２億 5,000 万円のように一般会計が起債を裏算すると

いう関係であれば、病院は借りられないはずです。そうすると、今の財政状況からみたら、親

が息子にどんどん借り出せないですよね。そういうこと認識しているのかという、現状で。そ

れを踏まえていかないと、前回と同じようなまた轍を踏むのです。まして今までの会計は、23

年度は特別会計、企業会計全部ぐるぐるぐるぐる回って指数がよくなっているだけですから。

公債比率だって、1 つ条件から外れたわけでしょう。そういう部分考えたら、本当にまずそこ

をやって整理していかないとだめだと思うのです。いかがですか。 

○委員長（小西秀延君） 岩城総務財政部長。  
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○総務財政部長（岩城達己君） まず、基本的な部分でお答え申し上げます。今特例債借りて

返し終わっていませんから、その間は借りられないという認識に立っています。ですから、来

年なり再来年すぐかといったら、これは 26 年まで返さなければなりませんので、現状では借り

られないという認識であります。あと補足があれば担当課長から申し上げます。 

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。  

○財政税務課長（安達義孝君） 今部長が答弁したとおりでございまして、町立病院の改革プ

ランで当時不良債務分４億 5,000 万円借りまして、当時の不良債務を１回ゼロにして再スター

トしました。26 年で終わります。26 年以降、また健全化に向かえばいいのですけど、向かわな

いときに、また同じ不良債務が溜まって累積していくとなると難しい状況が発生することにな

りますので、なかなか国のほうも、一般会計のほうも公債費適正化計画を今出していますので、

なかなか本体としても今後それ以上公債費をふやしていくという状況にはありませんので、た

だ、今の公債費適正化計画の中では、一応病院の改築にかかわる起債は、企業債という形では

なくて、私どものほうで起債を借りるという中身でつくり込んでいまして、その計画の中には

盛り込んでいますけれども、ただ本体がそういう状況になったときには難しい状況が生まれる

のかなと予測されます。 

○委員長（小西秀延君）  ほかございますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。  

これより討論に入ります。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 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。 

認定第３号 平成 23 年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算認定について、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。 

〔挙手多数〕 

○委員長（小西秀延君） 反対、５番、松田謙吾委員。賛成 10、反対２。 

よって、認定第３号は、認定すべきものと決定いたしました。 

次に入ります前に、水道会計のところの答弁漏れを答弁していただきたいと思います。 

田中上下水道課長。 

○上下水道課長（田中春光君） 先ほどの白老浄水場における薬品の使用の金額、こちらのほ

うについてご答弁申し上げます。まず次亜塩素酸ソーダでございますけれども、金額につきま

しては 56 万 786 円ということでございます。あと、ポリ塩化アルミニウム、いわゆるＰＡＣで

ございますが、こちらの金額につきましては 394 万 7,479 円。合計しますと 450 万 8,265 円が

23 年度における使用の金額ということになってございます。 
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◎報告第１号 平成２３年度白老町各会計歳入歳出決算にお  

ける付属書類の提出について  

◎報告第２号 平成２３年度白老町水道事業会計決算に関す  

る付属書類の提出について 

◎報告第３号 平成２３年度白老町立国民健康保険病院事業  

       会計決算の関する付属書類の提出について  

○委員長（小西秀延君） それでは、次に、報告第１号 平成 23 年度白老町各会計歳入歳出決

算における付属書類の提出について、報告第２号 平成 23 年度白老町水道事業会計決算に関す

る付属書類の提出について、報告第３号 平成 23 年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算

の関する付属書類の提出について、以上３件を議題に供します。 

本件に対する質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

お諮りいたします。報告第１号、報告第２号及び報告第３号は、報告済みとすべきものと決

定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（小西秀延君） ご異議なしと認めます。  

よって、報告第１号、報告第２号及び報告第３号は、報告すべきものと決定いたしました。  

                                         

◎審査結果報告書作成の議決  

○委員長（小西秀延君） 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。  

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〕  

○委員長（小西秀延君） 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 

○委員長（小西秀延君） これをもって決算審査特別委員会を閉会といたします。  

（午後 ２時５２分）  


