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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎開議の宣告 

○議長(細川勝弥君) おはようございます。 

ただいまの出席議員数は 20名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                  (午前 ９時３０分) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長(細川勝弥君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 127 条の規定により、17 番、城地君、18 番、下川君を

指名いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎一般質問 

○議長(細川勝弥君) 日程第２、一般質問を継続いたします。 

 14番、阿部君。 

          [14番 阿部公一君登壇] 

○14 番(阿部公一君) おはようございます。今日は、傍聴の方もずいぶん入られて、若干、メン

タルが上がっておりまして、少し張り切ってやりたいと思いますが、それでは、通告に従いまし

て壇上より１個３点について質問いたします。 

 １個目、町長の政治姿勢についてであります。まず１点目ですが、町長は平成 29年度、町政執

行方針の町政に臨む基本姿勢の中で、行財政基盤を確立させることが希望のある将来にとって必

須の優先課題であると述べていますし、その前段では、将来世代へ大きな負の遺産を継承するこ

とのないようとも述べています。このことは、行政のトップとしての町長が常に念頭にあること

と思いますが、私の承知している歴代町長の方々も、執行方針では行財政改革は掲げておりまし

たが、この文言を執行方針に記述した町長はいらっしゃらないと思います。酒井町長も平成 28

年度までの執行方針では、このような記述はありません。ただし、口頭によるものは何らかの機

会には発言があったやもしれませんが、残念ながら私の記憶は定かではありません。この記述に

は二面性があります。町民にとっては、行政が町の将来を見据えた安心の担保と言えますが、一

方、これからの行政サービスは、町長の裁量により実施されることが多くなり、町民が求めるサ

ービスには、それに見合う町民の負担が伴わなければ実施しないとも言える記述ではありません

か。町長が、過去の執行方針には記述していないこの文言を、平成 29年度執行方針の基本姿勢に

あえて、あえて、記述したことについて、その真意をお聞きします。行政を推進していく中で、

町民にとっては、多かれ少なかれ将来に向けての負担は生じます。特に、ハード事業では、事業

完了後、その維持経費や地方債の償還等、負担は明確です。その期間は、建造物が存在する期間

及び地方債償還が完了する期間と、長期にわたります。現状では町の財政規模を、新財政計画に

おいては、平成 33年度においても標準財政規模の 1.5倍を掲げています。全国的にも人口減少が

課題と言われている中で、当町でも例外ではありません。自主財源比率も改善されない中での長

期にわたり健全財政を維持することは、厳しい状況にあると考えます。このことが、将来世代へ
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の大きな負の遺産を継承することのないように、との記述になったものかと思います。実際には、

後世に負の遺産を残さないことは、社会情勢等々により、また、選挙公約等の状況から難しい局

面があり、苦慮されてきたことと思います。合併後、10年を経過した中では、そのような事態は

当然なかったとお考えのことと推察しておりますが、今後、このような事態が発生する可能性が

あるとお考えのことから、この記述があるものでは、と思いますので、具体的にそのことが何を

示しているのかお聞きします。平成 30年度の当初予算は骨格予算となりますが、その中にもこの

ように危惧される課題があるものなのか、お聞きします。さらに、このことは今後の体制に対す

る継承であるかのごときことなのか、併せてお答えいただきたいと思います。 

 次に、平成 30年度の予算編成、骨格予算ですが、現在進められていることと存じますので、平

成 29年度執行方針で財政基盤確立の姿勢を優先に課題にしていることから、この姿勢は継承され、

平成 30年度の各部局間の骨格予算概算要求に対し、どのような基本方針を示しているかについて

もお聞きします。財政に対する考え方は、先に示されている新ひだか町新財政計画のはじめから

も、さらに従来の答弁においても、地方自治法第 208 条第２項が基本であるとしています。町民

に負担を求める際には、行財政改革の名のもと徹底した歳出削減、事前事後の行政評価と費用対

効果、投資効果とも言いますが、この検証を町民の視点に立ち、相当の覚悟を持って行わなけれ

ばなりません。将来へ負の遺産を継承しないために、予算編成における行財政改革に臨む、その

覚悟のほどをお聞きします。また、新財政計画とも密接な関係にあると考えますので、その点に

苦慮されてのことと思いますが、来春の本格予算では、政策予算の関係も考える骨格予算と政策

予算の総額は、どの程度の規模になるのか。負の遺産を継承しないとの考え方を考慮した場合、

どの程度の規模になるのか、お答えいただきたいと思います。以上、壇上からの質問とさせてい

ただきます。よろしくご答弁お願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

          [総務課長 藤沢克彦君登壇] 

○総務課長(藤沢克彦君) おはようございます。阿部議員からのご質問の、町長の政治姿勢につい

て関連がございますので、一括してご答弁申し上げます。 

 ご質問の趣旨は、平成 29年度町政執行方針の中で町政に臨む基本姿勢として記述している事柄

のうち、将来世代へ大きな負の遺産を継承することのないようという部分について、この記述を

した真意や、負の遺産が何を指しているのか、その具体的な説明を求めるものであると思います

が、ここでは文字通り、町政運営に関する基本姿勢を述べたものでございまして、特定の事務事

業を取り上げて論じているわけではございません。人口減少が今後も進行する見通しの中、今も

あるものの従来どおりに維持していく財源や労力などを確保していくことが、今後ますます厳し

くなってくるという危機感のもと、今まで以上に施策にかかる費用対効果を見極め、取り組むべ

き事務事業を選択しながら、厳しい状況下にあっても住民が真に必要とするサービスを提供する

ことができる町を目指していこうという姿勢を記述したものでございます。したがいまして、負

の遺産を継承することのないようという部分につきましても、特定の事務事業を指して言ってい

るものではなく、まちづくり全般にわたりそのような意識を持って取り組んでいくという姿勢を

示したものでございます。この大きな負の遺産の継承との表現につきましては、平成 28年９月１

日付で各部課長へ通達しました平成 29年度予算編成方針においても、平成 29年度以降の町財政

の見通しの中で同様の表現をしておりまして、これは、歳入においては人口減少に伴う税の減収
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のほか、地方交付税が合併算定替えの段階的縮減措置期間となり、縮減幅が拡大し、加えてトッ

プランナー方式の導入による基準財政需要額の見直しが行われることで大きな減収が見込まれ、

また、歳出においては、合併からの施策や事務、公共事業の整備など、進捗率が既得権の壁など

により阻まれることもあり、鈍化傾向となっていることや、事業の事後評価や費用対効果の検証

が進んでおらず、新たな事業も町民等の要望を先行させて実施してきたことから、議論不足や将

来の見通しが不明確な中で施策が展開され、これらの積み重ねが予算規模を肥大化し、多額の財

源不足が生じ、特に、一般財源の不足が深刻となり、このことが経常収支比率の上昇を招き、議

員からご質問にもありますように、公債費等の義務的経費や施設管理費等の経常経費に係る一般

財源の充当割合を大きくしております。この状況が続きますと、一般財源の使途の自由度はほと

んどなくなり、いわゆる財政の硬直化が進み、真に必要な行政サービスを実施するための財源を

確保できなくなるばかりか、将来世代については、過去の施策に係る老朽化施設の維持や、地方

債の償還のための税や使用料などの負担が大きくなってしまうことを危惧し、表現したものでご

ざいます。また、この表現につきましては、昨年策定しました新財政計画においても安定的な財

政運営に向けた要因分析の中で記述しており、人口減少が進む中、今後の安定した財政運営を進

めるための大きな指標として施策展開を検討する上で、常に念頭に置いているものでございます。 

 次に、平成 30年度の予算編成方針に係るご質問でございますが、平成 30年度の予算編成方針

につきましては、平成 29年９月４日に各部課長へ通知したところでございまして、予算編成方針

は国の経済状況や財政状況、本町の経済状況等を踏まえて来年度の財政運営の考え方を示したも

のでございます。その内容につきまして、少しご説明をいたしますと、現在、国の財政状況は、

平成 28年度決算概要等によりますと、国税収入は 55兆 5,000億円、地方税及び地方法人特別譲

与税は 40兆 3,000億円となり、国の予算及び地方財政計画と比較すると 0.7兆円、7,000億円の

減少となっており、歳出面では社会保障改革をはじめとする歳出の効率化を進めているところで

あり、2020年度プライマリーバランス黒字化目標の達成と同時に、債務残高ＧＤＰ比の安定的な

引き下げの実現に向けて、安易に国債発行に依存した予算編成としないことを重要視しておりま

す。一方、地方財政については、国の成長戦略による経済効果は、一部の主要都市圏を除き実感

できておらず、少子高齢化と大都市への人口集中が進み、地方行財政サービスの地域差が大きな

課題となっております。このような状況の中、本町の財政状況は、地方税や地方交付税の減収に

より財政の弾力性を示す経常収支比率が 100パーセントに近づいており、財政の硬直化が顕著と

なっておりまして、これは行政サービスの多種多様化や事後評価の不足が大きな要因であると認

識しております。今後、本町が活力ある地域として発展し、住民が生活に幸福感や充実感を持ち

続けていくため、現実性のある財政運営の実現を大きな目的としまして、徹底した歳出抑制は当

然のことながら、効果的な財源活用を図るため部長職を中心に適切な事業評価による施策見直し

や重点化、積極的な民間活力の導入などを検討し、持続的で良質な行政サービスの提供に努める

よう指示したところでございます。 

 また、議員からご質問にもありましたとおり、予算編成の原則としまして、各会計年度におけ

る歳出は、その年度の歳入をもってこれに充てなければならないと地方自治法に規定をされてお

り、これは、必要な歳出に見合った財源を住民の皆様にご負担いただくということを示している

ものでございます。しかしながら、現在、多くの市町村では潤沢な財源を確保できておらず、残

念ながら歳入に合わせて歳出を編成することとなっております。当然のことながら、住民の皆様
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に負担をしていただくには、先ほど申し上げましたように、徹底した無駄の排除はもちろんのこ

と、費用対効果、負担の公平性などを考慮し、効果的な施策の展開を行わなければなりませんし、

その根幹となりますのは予算編成方針であると認識しておりますので、強い覚悟を持って予算編

成に臨みたいと考えてございます。 

 続きまして、新財政計画と平成 30 年度予算編成の関係及び予算総額のご質問でございますが、

昨年策定しました新財政計画は、平成 29年度から平成 33年度を計画期間としまして、本町が持

続可能で安定的に財政運営を図り、収入に見合った真に必要な行政サービスを的確に実施してい

くため、予算規模の縮小、基金残高の増額、地方債残高の減少の３つの数値目標を設定したとこ

ろでございます。ご質問にあります政策予算を含めた予算規模につきましては、今申し上げまし

た新財政計画の平成 30 年度の歳出予算の目標数値であります 146 億 9,600 万円が予算規模の上

限と考えてございます。なお、30年度は、４月に町長・町議選挙を控えており、骨格予算編成と

なりますが、町の施策方針等は不確定な部分があり、現時点で想定することができない経費が生

じる可能性もありますが、政策予算分を含め新財政計画の目標数値を超える予算編成は考えてお

らず、新たな施策を展開する際には、繰り返しになりますが、既存事業の適切な事業評価を行い、

廃止・休止・統合等を同時に行うスクラップアンドビルドを基本とし、これができなければ、前

段でご答弁いたしました老朽化施設の維持管理や、地方債償還金、効果の低い政策などの負の遺

産を将来世代に継承することとなりますことから、これを強く認識し、予算編成に臨みたいと考

えてございます。以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) 今、答弁をいただきました。それで、再質問に移りたいと思いますが、こ

の文言、あえてと言ったのは、今まで町政執行方針というのは、どういうものなのかっていうこ

となんですよ。今まで、内部的にこの話が出ていたのは承知はしています。だけども、それをこ

の 10年間、あえて、執行方針に書かなかった。というよりも書けなかった。壇上からの質問で二

面性がありますよという部分もあったものですから、このことは書かなかった。しかし、あえて、

あえてですよ。最終年度、３期目の最終年度の執行方針に記述したという経緯、真意は何かって

聞いているんです。答弁の中では、当然、まちづくりの全体にそのような意識を持って臨むとい

うのは、歴代の町長がずっとそう思ってやってきてるんです。現町長もそうだと思います。そう

いう思いを持って、将来に負の遺産を残さないということを胸の中におさめながら、でも、選挙

公約等々で言ったことについては実施しなければいけない。そこで、いろんな意味での選択が出

てくるんですよね。そういうことがあるから、ここの部分を、本当の意味、真意は何なんですか

って聞いたのは、そこなんですよ。どういう意味なのか、二面性があるということもわかって聞

いてるんですけども、結局は、これをあえて、29 の執行方針、そして、もしかすると 30 まで引

っ張るのかもしれませんけども、それは、二面性の負の部分を認識してもらう。町民にですよ。

行政サイドでなくて、町民に認識してもらうためにここの部分を掲げたのではないかという危惧

はあるんです。檀上からも言ってますけども、これは将来に対する継承ですかというふうにも聞

いている。そのことについても答えはない。来期の中で、ここの部分は継承だという部分が生き

てくると、いろんな意味で、政策、今の町長さんが４期目も意欲を持ってるという部分ですが、

それに対しての政治公約という部分だとかについても、ある程度の縛りがかかってくる。当然、

新規にだれがなるのかどうか、ならないのかどうか。それも含めてこの部分については、将来の
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負の遺産を残さないという部分が非常に問題になると思うんです。全般にわたって、そのような

ことと言ってますけれども、来年度の予算だとか非常に財政が苦しいという部分を、あえて檀上

の答弁でも言ってますんで、そのことも踏まえて、ここの部分の真意という部分。これだと、事

業はこれだという名指しをしなきゃ、名指しするということになれば、当然のごとく、過去にお

いては、町長が今まで 10年間でやってきたいろいろな施策の中で、負の遺産になった部分がある

んだと、だからっていうふうになっちゃいますから、それの部分はあるのかもしれませんけども、

認識があるかどうかは別ですので、そこのところを、まず、真意のこと。あえてですよ、あえて

10年間思ってたことを、最終年度、これが、頭でいいんですよ。１期目もしくは２期目の冒頭で

こういうことを言ったっていうんだったら、それはある程度わかる。最終年度だってとこが、僕

はひっかかってるんです。そこのところを、真意のほどをお聞きしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) 負の遺産という部分、これまでも、合併前からもそうなんですけれ

ども、行財政改革を進めてきておりました。内部でも経費の削減、あるいは歳入の確保というこ

とでやってきておりまして、これについては、いろいろ関係団体等々にもご説明しながらやって

きたとは思っております。ただ、昨年、新財政計画を策定しまして、本年度のまち懇の中でも住

民の方に説明をしたという部分で、当然、これからは、今までも情報を内部で持っていたという

わけではないですけれども、町の持っている情報については、どんどん町民の皆さんにも今の現

状、それから、これからどういうふうになっていくかという部分について、当然、情報を提供し

ていかなければならないという、当然、そういう時代になってきているという部分で、今置かれ

ている現状、これからは、こういう対応をしていかなければ将来世代に負担を残してしまうとい

う部分についても、町政執行方針、それから、それ以外の町民との会議等々におきましても、町

民の皆さんに現状を知っていただく、これから役場内部の対応としても、こういうような形で進

めていきたいというようなことを、やはり伝えていかなければならないというような思いのもと

に、29年度の執行方針の中でも文言として記述させていただいたというような状況でございます。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) 今の話だと、僕が聞いていることに対する答弁になってない。財政が苦し

いからと言っているのは、ここ３年間の執行方針だとかをいろいろ見ていくと、それは言ってる

んですよ。だから、強い思いで行財政改革をやっていかなければいけない。無駄な部分を省いた

り何だりということは連ねているんです。だけど、町民に対して負の遺産を云々くんぬんと言っ

たその言葉をダイレクトにですよ、使ってはいないと思うんですよね。執行方針、26年度からの

執行方針で、その財政云々という部分については、確かに今、総務部長が言ったようなことは言

ってる。だけども、負の遺産を将来には継承することのないようにっていう話までいってない。

この言葉は二面性があると言ってるわけですから、ここんところは、町長が執行方針として述べ

ているという位置づけからいくと、財政がどうのこうのという部分はもう承知してるんです。苦

しいのは。少なくともここ３年、２年かな、２年ぐらいは苦しい。交付税もどんどん下がってく

る。人口も減ってくるから、当然、通常の交付税も下がっていく。税収は人口減って、労働人口

が減ってますから、税収も思うように上がらない。それは、今までも決算だとか何とかである程

度の部分は想定ついてるんですよ。この言葉に強くこだわるつもりなんですけども、このことは、

従来からも当然、皆さん認識してる。ある程度、行財政改革という中で、この言葉を使わないで
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言ってきてる。それを、あえてって言ってるんです。あえて、29の執行方針ですよ。会議で何か

言いましたって話じゃないの。執行方針というのは、それだけ重みがあるんです。絶対的にやら

なきゃいけないというものではないにしても、しても、町長がその一年間を、どう町政をリード

していくんだという方向づけをしながら、そして、その中に町長の思いも入れながらというのが

執行方針ですよね、年当初の。その中に、あえてこの二面性のある文言を入れなければならなか

ったというのはなぜですかって、町長に聞いている。お答えをいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

          [何事か言う人あり] 

○14 番(阿部公一君) 町長に聞いてる。なぜ入れたんですか。これ、政治、だから、町政執行方

針の位置づけもある。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) ご質問にお答えをいたします。29 の執行方針に、そういった文言を記述し

たということにつきましては、今ほど、課長、部長のほうから答弁いたしましたとおり、そうい

う状況には、おおよその言い方ですけど、数年前からさしかかっているということは、よく承知

しておりました。そして今、この少子高齢化の進展、また人口の減少、特に生産年齢人口の減少、

また交付税の合併特例の算定替えによる減とかということで、いよいよそのことを、今までも当

然、正面から取り組んできたつもりではございますが、真正面から取り組まなきゃいけないとい

うことで、この文言を執行方針で表して、私の決意というものを表させていただいたということ

であります。それから、タイミングを任期最終年度に合わせたのかということでは、そういうこ

とではありません。この平成 29年度、すなわち、丁度区切りのいい年度になるわけですが、平成

30年度というその年に新財政計画等を示して取り組んでいかなきゃならないということで、今年

度からこういった執行方針で取り組んでまいりたいということを、これは議員の皆さんのみなら

ず、町民の皆さん方も、当然、関心を持たれてる方は、そのことを知るに至るということで、今

日、大都市圏のいわば繁栄、我々、地方郡部の小さな自治体の方向というのが、相当際立ってき

ているという中で、国に求めるものは求めますけども、私ども町の中でも努力して、そういう行

財政改革と同時に、経常収支比率が非常に逼迫した中ではありますが、それでも、スクラップア

ンドビルド、これの積み重ね、またその少ない財源で、町の将来に希望の持てるそういうような

あり方を模索したいということで、執行方針に盛り込まさせていただいたということであります。 

 そのようなことで、あえて記述したというのは、そういう一自治体の努力では、なかなかどう

しようもないというか、そういうような状況が差し迫ってきているというようなことも述べたか

ったと。そこで、私どもは心してやっていかなきゃならないってことなんですが、そういったこ

とをご理解願いたいということで、議員、また、町民の皆さんにお示しをしたところであります

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) 町長は、お話になる部分はわかるんです。それはもう今までずっと行財政

改革という名のもとにやってきたこと。それを改めて、今、町長が言ったように、正面からその

ことを改めてやらなきゃいけない。今まで努力をしてきたんだけど、なおさらってことはね。結

局、歳入が維持できないから、歳出は減らすことをやらなければいけないんだと。だけどそれは、

なかなか、例えば、地方債の償還金額を今さら大変だからまけてくれっていう話にはならない。
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公共施設の云々くんぬんの部分も維持経費についても、よほど覚悟してやらなければ、これ、減

額、合併時で、面積要件でいくと、公共施設は通常のところからいくと 40パーセント面積多いっ

て言ってる。したら、その時からもう対応をしていかなければいけない話なんです。ただ、それ

は、多いというだけで、どうするかということは、その時点では謳われていない。そういうこと

からいくと、努力はしてきたんだ。ただ、努力の限界がきたから正面から向き合わなきゃいけな

いんだというふうに聞こえるんです。向き合うのはいいんですけど、その結果、内容的には結局、

今までここ数年、国の交付税等々が減るんだと、特例も減るんだと。そんなことは、ここ１年、

２年でわかった話じゃない。うちの新ひだか町の職員の優秀さからいけば、少なくとも３年、４

年前から想定はできた。想定はできたんだけれども、対応を手ぬるかったんじゃないんですかと

思うんですよ。だから、この場になって、正面から取り組まないと大変ですよと言ってる話なん

ですよね。そうすると、今後の町長も、そこの部分は考えなければならない状況だと思うんです。

だから、この言葉には二面性がありますよと言ったのは、そこなんです。今、過去の部分につい

ては、若干、町長は反省という点でとらえれるような発言ありましたけども、そうすると、次、

総務部長答えるのかもしれないけど、将来展望としての部分、今後の部分として、さらに税収は

減ってくる、歳入は落ちてくる。しかし、経常経費だけは相変わらず今の維持をある程度やらな

ければいけないという部分でいったときに、新規の事業はできないんですかという話になる。だ

から、ここの部分の字句は、記述は、将来に向けての継承ですかって聞いてるんですが、その辺

のお答えをいただきたい。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) 今、おっしゃってるとおりだと思って、私も聞いております。将来に向け

ての継承とか、それも含めて、今のままの財政運営、これがいろんなところで議会の皆さんと議

論させていただいてますけども、これまでには、何とか、しのいできた。ですから、皆さんが議

会やなんかでもご意見いただいて、これもやれ、あれもやれと、町長もやりたいことを含めて毎

年の予算編成してまいりました。ただ現実に、今、阿部議員がご指摘のとおり、国の動向からし

て、今の人口減少からすると、将来を見た財政運営の形に変えていかなければならないことは明

白な状況になってきてます。ですから、政権がかわって交付税が下がるんでないか、だけど持ち

直したという段階でなくて、これからはもうベースになる人口が減っていくわけですから、この

収入は、税収も含めてどんどんどんどん厳しくなるということはだれが見ても明らかになってく

るわけで、ですから今、これまでも確かに行財政改革という文言のもとで、場面場面で手をつけ

てきています。ただ、29 年度にあっては、ご指摘のとおり、ファシリティマネジメントだとか、

こういうところで抜本的なところに手をかけていくよということを前面に打ち出す中で、これを

今やらなければ、将来的に、例えば、廃屋になった公共施設が残ってしまう。これを言葉として

は、負の遺産と言うかどうかは別として、こういうことも解決していかんきゃならん。さらには、

私、二面性というところ、ちょっとはっきりと理解していないんですが、一面性だと思って、私

どもは、今、財政運営を進めたいということで、新たな需要が出てきます。こういうことをしな

ければならない、財政苦しくたって、ここの部分には手をつけなければならないというところが

必ず出てくる。ですから、それではもう過去にずっと既得権的に継続されてきた事業については

見直しをかけて、そして、形を変えたり廃止をしたり、そういうことも加えていかないと財政運

営は成り立たないということを表した文言というふうに思っておりますので、負の遺産を継承し
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ないというのは、到来に向けた言葉としてご理解をいただきたいと。この行財政改革については、

ずっとやってきていて、合併押したときにも同じような気持ちでおります。ですから、２町が合

併したときに、１町１町では、将来不安、このままでは何とか一番大きな形の行財政改革という

ことで、合併にも踏み切った。ですから、町民の方々には、その時点では悲しい思いをさせたこ

ともあります。ただ、将来に向けて町を存続させていって、住民の方々が元気で明るく暮らすた

めに、何とかしてこういう方法はないかということで模索していってる。ですから、そこら辺を、

将来の子どもたち、これから生まれてくる子どもたちも含めて、この町の存続という意味で町長

も申し上げているので、そこら辺は、言葉一つだけとって、それ変でないのか、二面性あるんで

ないのかって言い方は、ちょっと私どもは理解に苦しむところだなと。行財政改革を継続したい

という趣旨で、そして、将来に向けて町のあり方を検討していきたいという趣旨で申し上げてお

る文言だということで、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) 二面性だということについては、理解はちょっとしづらいという。行財政

改革という中で、さらにそれを強く進めるという意味での話で、将来展望もということになると、

今、町が抱えている将来の事業、町長が政治公約というか、公約だとかかえている事業、それか

ら、将来、法的にここ数年のうちにやらなければいけない事業等々を全部ひっくるめて、当然、

将来の財政規模を含めて負の遺産にならないように、ただ、法的にやらなきゃいけない部分、例

えば、防災無線の更新等は平成 34年までがタイムリミットですから、それまでには金があるなし

にかかわらず防災無線を配置しない、やめるんだということは認められてませんよね。自治省で

ね。確かこれ、配置しなきゃいけないはずなんです。防災無線自体は。どういう形になるかは別

ですよ。どういう形になるかは別ですけど、防災無線自体は置かなきゃいけない。それも、負の

遺産にならないようにするためには、ということになれば、総体の財政規模等々が小さくなって

くるんですから、ほかの、例えば町長がやりたい、町民からの要求もあってこれもやりたいと。

だけどそれは、町長の判断で、やるかやらないかだと。法的にやらなきゃいけないものは、町長

の判断する余地はないですよね。よく、言葉上の言われるのかもしれないけど、しなければなら

ないというのと、することができるって意味は違う。そのことはよく、町長も、もうこの世界 34

年ですか、いらっしゃいますんで、そこのとこは、よくわかってると思うんです。しなければな

らないのは、法的にしなければならないのは、どうあろうがしなければならない。国の補助もあ

るし、起債の道もある。でも、100 パーセント補助金でやれる事業というのは、ほとんどないと

思うんです。ですから、その辺は相当、やらなきゃいけないものはやるんだと。だけど、その年

は総額財政の部分を見ると、どこかを絞らないと、その財源でてこないですよね。そこの部分で

いくと、相当厳しく、ここの部分というのは捉えられなきゃいけない。それを安易に、僕は安易

に言ったつもりなんです。そこのところを、もう難しい議論をしないで、将来こういうふうにう

たってるんだと。将来展望、将来の負担にならないようにとうたってるんで、これは勘弁してく

ださいと。今までやってたけど勘弁してくださいって安易に言える字句ではないのかと。行財政

改革の中で、相当地域との関係だとかもあるんで、だから、ちょっと変な意味だったんですけど、

ここの字句にあえてこだわっているんです。ましてや、町長でいくと、将来展望で負担になりそ

うな部分でいくと、しなければならない事業じゃなくて、町長がしたいと言っている部分、例え

ば、循環器センターの問題だとか、これも町長が公約として掲げた。これは前回の議会の中で、
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私のほうで、これ、町長、公約ですよねって確認をしてる。公約だ。 

          [何事か言う人あり] 

○14 番(阿部公一君) いや、だから、そこのところで結局は、これもやるんだと言ってる。だけ

ど、今の話だと、どうしても財政的には非常に厳しいはずなんです。ここの部分のやつをどうす

るか、これは言うなれば、さっきの二面性の、町民にとって負の遺産となる要素があるんだとす

れば、これは公約を下げることもできる。そういう意味で言っていますので、今後の部分につい

ては、ますます、まだまだいろんな意味で事業をやらなきゃいけない。町長は、時期についても

前向きにというふうに言ってる。やり残したこともあるので、ということも言って、前向きにと

捉えてるんですが、非常に、負の遺産を継承しないということを正面から取り組んだ場合に、将

来に対する継承だという部分になると非常に、町長の立場としては、難しいんではないかという

ふうに考えております。そこのところを、再度、町長のほうから、今後町長も、前向きにという

お答えもありますんで、そこのところについて、お考えを再度、確認をさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 町長としての町政の執行というのは、ちょっと平たい言い方ですけど、町の

かまどの状況を頭に納めて、どうしてもやらなきゃいけない、そういったようなものは当然、や

っていくということをいろいろ積み重ねて、経常収支比率というものがでていると。ですから、

経常収支比率が 100パーセントに近くなってきたということは、それだけ任意の、任意のと言う

とちょっと語弊あるかもしれませんけど、私がやりたいというもの、それについても財源手当が

どうなるかということをよく考えてやっていかなきゃならないと。財政調整基金等の積み立てが

今の 10倍もあったような時代とは違うということは確かなことでありまして、その辺は、心して

かからなきゃいけないと。一方で、スクラップアンドビルドで、やりたいことをビルドしていく

にはスクラップをしなきゃいけないということで、公共施設の、結局、ファシリティマネジメン

トで取り組んでいる、そういった課題を効果的に、積極的に進めていくということ。このあたり

で、そちらへまわせる財源を得ていくというようなこともありましょう。また、この時期は、そ

う長く続くというふうには考えておりません。ですから、というのはですね、長くというのは、

それが３年なのか、５年なのか、10年なのかという言い方できますけど、やはり、そう長くはな

い、数年と思っております。そういうふうなことで取り組んでいかないといけないというふうに

考えております。 

 そういったことで昨年から、ふるさと納税の募集といいますか、それのあり方の点検ですとか、

それから、企業版ふるさと納税ですとか、そういったものも今後、活用させていただいて、なる

べく、自由度を高く持ってまいりたいと、このように考えているところであります。ただ、思う

ようにそういったものが得られないときには、そういった時期をしのんでいかなければならない

とも考えております。ただ、これは私どもの、私と、優秀な職員との取り組みのあり方、また、

住民理解の求め方等で、かなり効果的にできるのではないかと、このように思っているところで

ございます。ご理解願います。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) １番目については、今までの町長の説明もありますから、要は、財政的に

苦しくなってきたのは、国のほうの考え方だということは、当然、想定をしてたんですけども、

要は、町長の公約だという部分を、ほとんど政策的な部分というのはもう、いくらか残ってます
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けども、ほとんどやってきたと。そのときに、将来展望という部分を、あまり十分検討しないが

ままにやったのではないかと、その反省に基づいて、さらに正面から取り組まなければならない

事態が発生したので、この文言が出てきたんだというふうに理解をさせていただきます。 

 続いて、２番目の予算編成となる予算編成の基本方針は何かという部分に移ります。基本方針、

財政に対する基本方針というのは、当然、まちづくり自治基本条例、これに基づいて、20 条に、

こう書いているんですよね。総合計画等及び行政評価を踏まえた上で、計画的で健全な財政運営

に努めますと。計画というのは、結局、いかに将来を見通す力があるか、それが反映されないと、

ちゃんとした健全な財政計画というのは立たないというふうに思うんです。それで、先ほどの壇

上からの答弁で、30年度の予算編成において、骨格予算プラス政策予算のやつは、新財政計画で

いうところの金額が限度だということになること、各課からの概算要求をどの程度に抑えるのか。

当然、当初各課に指示している金額内でおさまれば、当然、政策予算が出てきてもこの 140 何億

という部分でおさまると思うんですが、これは、今までも私のほうで、標準財政規模との関係で

いろいろと、何倍がいいのかという議論は、縛りはないから、町長の裁量権の中で予算を組んで

いくんだと。当然ですよね。縛りがないんだから、いくら組もうがいいんです。それは、将来の

健全財政運営をできるという前提がなければだめなんですよね。そこで、総合計画等々だとか、

計画的な財政運営という部分がネックになってくるんですが、30年が 147億か、6,400万。これ

をやるためには、当然、政策的な部分、選挙等、町長が新規にやりたいことだとか出てくる想定

がありますので、それじゃあ、概算要求のところをどの程度というふうに見込んでいるのか、た

だ文章で、概念はこうだよ、基本はこうだよというだけでなくて、そこのところを、これから直

近に予算査定始まりますから、そこのところを例えば、10パーセントなり 15パーセントぐらい、

大きい予算が、10億という部分が当初の財政計画の説明の中では、それが入ってないというふう

に僕は聞いてたんですが、今はその部分を含めていくと、この 147億 6,400万だから入ってると。

そうすると、町長が意欲を示しているとおり、４期目ということになって、さらに何かやりたい、

いろいろあるけどもやりたいっていう部分が出てきたときに、それが 10億を超える金額だという

ことを想定した場合、140 億ではだめ、120 億ぐらいで当初の概算要求をまとめないと、これは

果たせないんだろうと思うんですが、その辺、当初の予算で、概算要求でどの程度を見込んでい

るのか。目安としてですよ。確定じゃないですよ。確定じゃないけども、当然、目安としてどの

程度かっていう数字が出てこなければ、言葉だけでどうのこうのと、健全運営が図れるんだとい

うふうにならないと思いますんで、その辺の目安になるんだろうと思いますけども、各課にどの

ようなふうに落としているのか、もしくは、各科目、給与費についてはどう考えるんだ、あれに

ついてはどう考えるのか、そういう科目ごとの考え方も含めてご答弁いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 先ほど壇上でもご答弁させていただきましたけど、平成 30年度は骨格

予算でございますので、基本的には政策予算に係る部分については予算計上をしない方針でおり

ます。なお、今後、10 月 16 日だったでしょうか、各課からの予算要求が上がってくるものと思

っております。各部長さんの中で、当然、政策予算だとか骨格予算で計上するものとかっていう

のをマネジメントで対応してもらうことになっておりますので、まず、そこで切り分けをしてい

ただきたいなと思っております。そのあと、私と総務部長の査定になりますけども、基本的には、

今まで例えば 100万円の事業を 10 パーセント切って、90 万円にするよっていうような査定を、
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過去の査定の仕方ではそういう査定をしてきましたが、これは実際、町民サービスをする上では、

非常にいろんな課題があるので、査定の方法といたしましては、100 かゼロという査定をさせて

いただこうかなと思ってます。それにつきましては、当然、これから始まる政策の事後評価等の

意見を踏まえまして、査定をさせていただこうと思っております。基本的には、政策も含めて 146

億 9,600 万、これを目標にやっていきたいなと思ってますし、当然、債務負担行為で予算が予定

されているものだとか、継続事業で実施を必ずしなければならないものもありますので、そこは、

最終的には理事者の査定の中で選択をしていって、最終的に肉づけ予算した後に、146 億 9,000

万円を目標に対応していきたいというふうに考えております。ですから、骨格予算でいくらとか

っていう目標は、現在のところは立てておりません。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14番(阿部公一君) そうなると、この 147億 6,400万の予算は、結果としては守りたいという

ことなんでしょうけども、今の話だと、やってみなきゃわかりませんってことですよね。目安が

ないと、守れるか、目標値も出てこない。政策予算も含めてこうだと言ってるんだから、例えば、

今の町長が４期目もなったときの話の中で、政策予算とするような案件はあると思うんですよね。

そうすると、それを主だった金額 140何億から引いておいて、概算要求をつくっていかなければ、

最終的にこの 147億 6,000万の予算編成を飛び超える。我が町の自主財源が今、20何パーセント

ですよね。そうすると、そこのところでいろいろ考えていくと、結局は自主財源、何か事業をや

るといったときには、補助・起債・自主財源・一般財源ということになる。それじゃあ今、計画

は、これで 147億 6,400万だと。政策予算はいくらになるかわかりませんが、これにまとめます。

で、概算要求の部分についても、それは、最終的には 147億 6,400万で抑えるんですといったら、

最終予算は、次の町長さんがだれになるのか、現職、４期目、意欲示してますから、最終本格予

算を上げるときの査定の段階で、また切られる。既に概算要求としてやっていた金額、予算案が

切られる。ゼロか 100 かという部分については、面白い査定方法だと思うんですが、どうもそこ

のところが、最初から 130 億なり、140 億になっちゃったら、さあ、どうするんだという疑問が

あるんですよね。そこのところは、僕が言っているのは、目安としてでもいいですから、大体目

安で 120 億ぐらいで考えておくんだと。で、政策予算、町長がどうなるかわからないですけど、

政策予算として 10億なりそのぐらいの部分、黙ってても循環器センター等々については 15億ぐ

らいかかるんじゃないかと言われている。これは、町長がどうなるか別にしても、これは町民に

対する公約として言ってるから、やらざるを得ないんです。そして、34年度までには防災無線も

やらなきゃいけないんです。だから、やらなきゃいけないことがたくさん出てくるんです。なの

に、それも含めてという非常に厳しい財政計画を立ててる。そうすると、経常経費等々での見込

みはどのぐらいになるんですかっていうのは、当然、聞かなきゃいけない部分だと思うんです。

その辺の目安について、確固たる見通しのないのかもしれないですけど、一応、このぐらいでは

押さえておかないと、最終的に政策予算も含めたらクリアできないというところに行くんじゃな

かと思いますんで、再度、お答えいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 実は、予算要求のときには政策予算も含めた予算を計上していただくこ

とになりますので、そこで吟味もさせていただくということがありますので、それも含めまして、

今の目標値であります 146億 9,000万円に抑えたいなというふうに考えております。そこで、政
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策予算に回るものと、それから、当初から予算計上するものに分けていきたいというふうに考え

ておりますので、各課からどの程度の予算がどのように上がってくるかというのを見極めてから

でないと、なかなかその辺は判断しかねるところでございますので、明確な数字のお答えは、今

はできないということで、ご答弁をさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) ちょっと面白い話だなと思って。政策予算は、140 何億の中にもう既に織

り込んでやるよと。で、今の町長が４期目当選したら、その中から政策予算に回すんだと。それ

じゃ、もし、違う町長がなって、いや、これ政治公約なんで、選挙公約だからこれ入れてくれと

言ったら、それはできませんということになるという判断でよろしいんでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) それにつきましては、どなたが今度、理事者になるかは、選挙後になる

と思いますので、これはわかりませんけども、そうなった場合には、恐らく、今の財政計画につ

いても当理事者が見直しをするということも考えられると思っております。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) 何ぼ議論しても、新町長、現職町長が４期目になった場合は、これでいけ

る。いくんだと。だけど、新しく町長がだれになるかわからないけど、それは指示があれば、こ

れは新たに見直しをしますよという答弁ですよね。だから、それはそれでいいのかもしれないん

ですが、非常に見通しの立たない財政計画だっていう話になっちゃう。財政計画なんだから、当

然、政策的予算の部分の幅を、ある程度の部分、10 億なら 10 億っていうのは、昨年の財政計画

の説明あったときには、10億ぐらいの部分の予算の部分がかかる分については、これに含まれて

いないっていうふうに説明を受けたように思っていたんです。だけど、今は、すべての部分を、

来年度の政策予算と呼ぶのも全部含めて、この金額の中でおさめるんだと。その中から政策予算

と名を打って回す部分が出てくるんですよと。ただそれは、現町長の中では、それはいいのかも

しれない。だけど、違う町長がきたときには、違う町長の指示によって、この財政計画は見直し

ますよと。ということになるんですよね。そうすると、この財政計画自体も、だから先ほどから

言ってるんですけど、長期にわたって計画的な財政予算を組まなきゃならないって言ってる部分

でいくと、町長が代わるたびに財政計画はどんどん見直すんですよっていう話は、非常に、どう

なるかわからないって話になっちゃうような気がするんですよ。財政計画でうたってる部分の総

額はいいんです。だけども、経常経費を考えて、今言う概算要求の部分っていうのは、ほとんど

経常経費ですよね。事業として引き継いでやっていってる部分だとか、維持経費だとか、起債の

償還額だとかっていう分は、もう決まりきってる分、その中で落とせるのは、公共施設等の維持

経費をどうやって下げるか。そこがあまり明確になってないけども、増えてくる部分は、もうあ

る程度明らかにはなっている。それらも全部含めてこれだと、総額がこれだと、政策的予算も全

部込みにしてこれですよっていう話になっちゃうと、もう最初から新しい、新規に、もし、町長

が代わったとしても、その町長は、自分が持ってきた政策的な部分については、一切、この計画

そのものを見直さなければならないっていう話、だけど、見直せるだけの幅あるんですかって話

なの。それだったら、最初からある程度落とす。10 億なら 10 億ぐらい落として、目安としてあ

る。そうしないと、結局は、新規の町長、今の町長さんが４期目なるかもしれないですけど、町

長はやはり、何らかで、町民にアピールする何かをやりたい、そういうもんだと僕は思ってるん
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で、そうすると、今言ってる部分の政策も含めて 147億 6,400万自体がどうもしっくりこない。

全部、もう政策予算、今の予算でやっていこうとしてるんだから、政策予算に回すんだと。そう

すると何にもいらないや、ですよ。要は、本格予算だって言ったって、もう決まってるようなも

んですよね。そこのところは、矛盾があるんです。最初からそこのところを目安として落として

いきながらやるのが本当じゃないかなと思うんで、改めて聞きます。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) ちょっとかみ合ってない部分がありますので、ご説明させていただきたい

と思いますが、今、147って言っているのは、30年の全体計画、財政計画の総額を申し上げてお

ります。一般会計のですね。ですから、今、総務課長が申し上げているのは、147 に合わせて査

定すると。それは、今、これは私指示したものですけれども、骨格だけじゃなくて政策予算もこ

の当初予算の予算編成するときに、各課からの提出をとるということにしました。それで、その

中で、今、阿部議員がおっしゃっている骨格だけだったらなんぼなのよという部分は、今お示し

できないと申し上げてるのは、当然、140 億台に財政計画上収めます。ですから、来年度の査定

の段階で、骨格部分と政策部分とあわせても 140億台で収めますよと言ってる部分については、

当然、政策分が例えば 10 億、仮定の話ですけど、あれば 130 億台になる。ただ、そこを今、分

けて、予算要求もまだ来ていませんので、そこを今具体的に 120 で納めるよとか、130 で納める

よとかというのは、明言できないと申し上げているだけです。政策で言うと、例えばそれが結果

として 10 億が政策にまわったという場合に、骨格予算は 130 億台で予算計上すると思う。で、

その 10億の中身が、例えば首長が代わって、今、各課からは政策予算分として上がってくる部分

が、それは中身、見ますから、私ども。そして、それが、新しい首長が新しいことを持ってきた、

これやりたいんだって言ったのときに、やれる範囲であれば入れ替えをする程度しか対応はでき

ません。これよりも、今既存で予定している政策予算の、例えば、丸々道路というものを、これ

は１年遅らせてでもこちらの予算を優先すれという指示があれば、そのことはできるかもしれま

せん。これは、これまでも町長は、やりたいことたくさん持ってるんです。ただ、私ども周りが、

町長、それは無理だとかって足を引っ張ってるわけですよ。スカートの裾踏んでるわけでないで

すけど、そういうことも内部で議論して、今の財政状況の中でこれを優先しなければだめ、これ

も後回しにでもしなければ予算組めませんよというお話も町長にはさせてもらって。町長はやり

たいことたくさん持ってますから。ですから、本当は、まだまだ町民の皆さんに、これもしてあ

げたい、あれもしてあげたいっていうことはあるんです。ですけど、今許される予算の範囲内で

は、ここまでしかできませんよと。今年は、こういうことですよということで。それこそ 20年も

前は、理事者査定にくると、一般財源で１億、町長に余力をもたして予算査定やったもんですけ

ども、今は、それが 5,000 万になり、1,000 万になり、今は一般財源で町長にやりたいことない

のって聞くような状況でもなくなってきています。ですから、こういうことも踏まえて、全体の

中でやりくりしているということで、財政計画としては目標値を立てなければ、次年度の、担当

課も同じですからね。阿部さん、職員であられたので十分わかってると思いますけど、担当課も、

これをしてあげたい、これも実施したい。どんどんどんどん溢れるだけ上がってくる。ですから、

骨格だけでの予算要求を、恐らくしめると骨格予算でも 150億を超えてでてきますから。そうい

う状況なんです。ですから、それを予算査定でふるいにかけていって、優先度、あるいは効率度

とかを吟味しながら予算執行をしていくということになるので、そこら辺はご理解いただかない
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と、なかなか予算編成に取り組めないので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14番(阿部公一君) ゼロか 100かという査定の姿勢で臨むというところで、最後、町長、最後

じゃないですか、この間に対して、34年間こういう世界で活躍されてきたと、いろんな経験もあ

るというところで、政治家という面から見た場合の政策予算の性格、性質は何なのか、町長の今

のお考えでよろしいんで、政策予算とはいったい何なんだというところについてお答えをいただ

きたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それは、町長として町民の皆様に公約として約束をしながら立候補するとい

うようなことでありますので、その公約の中に自分のやりたいこと、そういうものを盛り込んで

やっているというのがそのあり方です。ですから、やりたいことが従来の補助財源ですとか起債

財源ですとか、あるものもあります。しかしながら、希望の持てるまちづくりとかということに

なりますと、全くその一般財源だけでやらなきゃいけないような、要するに、それで、ガラッと

町が変わるということではないにしても、町民が町に誇りを持てるような、そういう限られた財

源で有効な施策を打つというようなことで、それは、町の理事者、町長として、自分の政治姿勢

を反映してやっていきたいということの具現化の部分が政策予算であると、このように思ってお

ります。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) それでは、３点目に移ります。最後になりますけども、３点目に移りたい

と思います。 

 要は、来年度以降ということになると思うんですが、負の遺産を継承することが無い上ではど

の程度の規模と考えているのかは、今、お答えもありましたけども、そうするとなかなか、町長

としてやりたくても財政上のことを考えると、そうはいかない。政策予算ですら、当然のごとく、

一般財調はほとんどないですから、やりたいって言っても、それは緊急時のために、例えば災害

等のための対応として残しておかなければいけない。そうすると、どうなるかわかりませんが、

次の町長も非常に忸怩たる思いで町政執行にあたらなければならないという状態になろうかとい

うふうに思います。それで、今の時点で、負の遺産をやらないと言ってる。もとに戻るのかもし

れませんけど。結局、要は負の遺産を残さないためというのは、反省に立った上でなってるもの

なのか、反省はない、それを言わなきゃならなくなったのは、あくまでも国の方針等々が変わっ

たからそうなんだというふうになるのか、もしくは、いろいろやってきたと、政策を実現するた

めにいろいろやってきた。そのために、将来にいくらかでも負担になるような事項もあえてやっ

てきましたよと。それはすべて、町長・町民が将来のためにやったと。当然ですけどね。だけど

それが結果として、国のほうとの関係もありながら、歳入、自主財源は今、27パーセントぐらい

ですか、しかない。したら、残りは全部、補助金か起債だと。そうすると、起債という部分は借

金ですから、将来に負の遺産を残す。それが大きいのか小さいのかというだけの話なんですけど

も、当然、工事費に見合う、例えば、15 億起債をやると、20 年でやると１年間に 7,500 万か、

利息も入れると約１億近くなる。だけど、ハードだと当然、維持経費もかかる。さらに、それを

耐用年数間もたせるとなると、その工事費の分ぐらいの修繕費もかかる。いろんな部分がでてく

ると思うんですが、その辺のことを考えて、負の遺産というのは、今、町長がお考えの中で、将
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来的に、次、４期目を担当したとした場合に、そこのところについて負の遺産を継承しないとい

うことになると、いろんな部分、考えられる部分はたくさんあろうかと思うんですが、先ほど途

中でもお話しましたが、例えば、公約としてあげている循環器センターとか、海岸町の跨線橋だ

とか、あと話にはなってないかもしれませんが、要望としてあがってるのは、50年を経過した体

育館、それから、もう 20 年を経過しているコミセン、プール館、静寿園は、まだ 10 何年か 20

年だと思う。だいたい、起債の償還が終わったころから大規模改修等々が入ってくる。だから、

そこまで見込んで、当然、やるんだと思うんですよね。そこの辺の部分を含めて、もうやってし

まったことは仕方ないとしても、今後、負の遺産という部分でいくと、今言ったような、やるな

って言ってません。町長の政策としてやらなきゃいけないんだからやるんだと。したら、どっか

にその分削らないとできないって話ですから、そこの部分について、意欲を見せていますので、

そこの部分についての考え方という部分をですね。あと、ＪＲの問題だとか、たくさん問題はあ

ると思うんです。だけど、そこをやろうとしたら、10 年先、20 年先の話じゃないですから、そ

の辺をやるとしたらどっかを、現状ある部分で財源引っ張り出さなきゃいけないと思うんですけ

ども、その辺を負の遺産になるという部分について、なってでもしたいという部分もあろうかと

思いますけども、基本的な考え方は、負の遺産となる部分は、やるのかやらないのかっていう部

分について、結果は別ですよ、選挙だとかを通したら結果は別になりますけども、その辺、町長

としてはどうお考えなのか、お聞かせいただいて終わりたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) 町が最後にお答えするかもしれませんが、今、阿部議員がおっしゃってる

負の遺産という言葉に対して、私、さっきから抵抗あるという言い方してるんですが、今、建物

を建てることが負の遺産、将来に、確かに償還やなんかがつきますけれど、それはいわば、物に

よっては正の遺産もあるわけでございまして、言い方を合わせるとすれば。ですから、町民が本

当に必要なものに対して投資をしていくということは、私は負の遺産の継承でも何でもないと思

っております。ですから、合併のときに起債制限比率やなんかも 23パーセントの借金の総額があ

って、今は 13.5パーセントまで下げてきて、これは将来に向けて借金払いに大きな税が投入しな

くてもいいように、今、日々の行政を進めていきながら借金を減らしていってるというような財

政運営を今までもやってきてますから。あの時点も、行財政改革というのを唱えてやってきてる

わけですよ。ですから、今、表立って町民の皆さんにその場で与えていくサービスの充実と、そ

れから、今、負の遺産と申し上げてるような借金払いに、全く今の生きてる方々に、過去の借金

ですから、今、関係ないのにその税を投入しなきゃならないというのを避けていくという両面の

作業をしてきてるわけですよね。ですから、これからも、今、例に挙げられたいろんな施設、老

朽化して 50年も経って、そういう部分というのは出てきます。ですから、極力、私ども肝に銘じ

ていかなきゃならんのは、全く無駄だと言われるようなものは、負の遺産とおっしゃってるのに

該当するかもしれません。そういうものはできる限り避けて、正の遺産というものを将来の子ど

もたちが、これ、あってよかったねっていうような施設建設やなんかは、当然にやっていかんき

ゃならんということだと思っておりますので、とりあえず私のほうからは、それだけ申し上げて

おきます。町長のほうからあると思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) この財政運営といいますか、このことにつきましては、私も町長就任以来、
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平成 16年８月が静内町長の就任でした。その後、平成 18年の４月に新ひだか町長ということで

担当してまいりましたけど、合併のそもそもの国の考え方は、地方自治体の財政が非常に窮屈に

なるだろうということで、合併を進めたということに応じて今日があるということで、当然、い

わば第１期とすれば、第１期が平成 19年から数年間、私どもも職員皆で、報酬・給与を減らして、

また、町民の皆さんにも若干のご負担をおかけして、しのいできたと。そして一息ついて、また、

今日こういう状況になってると。これは、その当時描いていた、というのは、一息ついたときに

描いていたそのことが、有識者と言いますか学者さんであれば、人口減の状態がこういうふうに

なるですとか、高齢者の方がこれだけ増えるですとか、いうようなことがもっと、私よりもずっ

と明快に読めたかもしれません。また、国の政策もあって、若干、混乱した時期も経験をいたし

ました。そして、政権交代があって成長戦略ということで、税収増が期待されるようなことがあ

まりなかったと。今回のこの成長戦略でも、もう少し私どもの町政の町税収入に反映されるのか

なと思ってましたら、ほとんどもう、良い反映はないと言ってもいいくらいの状況であるという

ことで、政府もその辺は、当然、声は聞いてるはずなので、どう来年度の地方財政についての措

置をするかは、まだはっきりしていませんけど、そういうものを睨みながらずっとやってまいり

ました。公約したものの実現ですとか、また、どうしてもやらなければならない福祉関係の基礎

自治体が持つべき負担分の対応ですとか、いろんなことがあったりしました。それと、いつもの

こういった論議で出てくる話なんですが、２つの町立病院と静寿園等の福祉施設、多々福祉施設

がありますけど、それに関わる予算を割く割合が非常に大きくて、町民の皆さんの税金をそちら

に相当充ててるわけなんですが、正直申しまして、町立病院を抱えていないところは本当にいい

なという思いをしたこともございます。そういうようなことはとにかく、本論ではありませんの

で、そういった中でのこの財政運営というのは、非常に厳しいものがございます。それで、やは

り、こういった今の流れがどんどん人口減が進んでいくっていう中では、そう、何て言いますか、

急に人影が見えるようになるとか、そういったことでＪＲ問題も頑張っているわけですが、そう

いうことは、そう望めないと見て、財政運営をしたほうがよかろうと。自治体の町長・市長は、

何もしないで４年間やってたほうが財政はよくなるという、合併当時の評論した人がいますけど、

そういうわけにもいかないのが、この町長の立場でもございますし、町民の方も希望を持って、

胸の張れる町を期待してるわけですから、そういったものに応えていくということになろうかと

思います。そんなことで、今後、ファシリティマネジメント等、過去の施設で老朽化したもの、

使用されないもの、これらの整理ですとかをやはり精力的に進めていくとかで、経常収支比率を

改善していくというような方向性ですとか、語れば多々あるわけでございますけれども、そうい

ったことを念頭におきながら、今後努めてまいりたいと、このように思ってるところであります。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) もう時間ありませんから、これ最後ですから答弁いりません。町長にとっ

ては、今後、いろんな部分で難しい部分もあると思います。そこで、再度、前にも言いましたけ

ど、統制的理念と構造的理念、これをもう一度スタートから考えていただいて、要は将来、今の

時点で将来、町民にとって、いいんだと、結果としていろんな負担が出てくるのは、もうそれは、

高齢者、将来の若人が負担すればいいというようなニュアンスにはならないと思いますので、そ

このところを明確にやるまちづくりの根本を、もう一度、いろんな意味から見直す。地方創生だ

と、補助金がでるから、さっと飛びついたのでは、一旦、飛びつくとなかなかやめられません。
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だけど国のほうは、３年なると補助金がだんだん減ってくる。最後はなくなる。だけど、事業は

やめられない。それは全部、自主財源だよと。これでは、なかなか無い。そういう部分も含めて

負の遺産になる要素は多分にありますので、そこのところは、統制的理念、それから構造的理念

との狭間で苦労しながらやっていかざるを得ないと思いますので、よろしくお願いをしたいとい

うことで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

○議長(細川勝弥君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

          休憩 午前１０時５９分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午前１１時１７分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き、一般質問を継続いたします。 

 次に進みます。 

 13番、福嶋君。 

          [13番 福嶋尚人君登壇] 

○13 番(福嶋尚人君) 通告に従い壇上から、ＪＲ日高線についてとピュアについての２項目につ

いて、町長に質問をいたします。 

 まず、ＪＲ日高線についてですが、平成 27年１月の低気圧及び平成 28年の８月の台風災害に

より運休になっているＪＲ日高線について、平成 28年 12月にＪＲ北海道は、日高線の廃止とバ

ス転換の方針を決定いたしました。町長は、災害による運休している日高線について、当初の災

害箇所の全面復旧をして、日高線の再開をする方針から、その後、災害復旧箇所を回避したＤＭ

Ｖによる日高線の再開を提唱されたものと理解してよいかをお伺いいたします。 

 次に、ＪＲ日高線の再開に関する運行システムの調査・研究及び調査報告書作成後、国に対し

て予算の概算請求をする８月までの行程についてお伺いをいたします。 

 次に、ピュアについて質問をいたします。私が今回、ピュアについて質問する主な理由は、新

ひだか町の財政が危機的状況下に近づいている中で、貸付料がピュアの維持管理費にも満たない

赤字計算、すなわち、町民が赤字部分を負担するということは、財政の規律の観点からも妥当で

は無く、見直しをすべきであるという考えからであります。このことを前提として町長に質問を

いたします。 

 平成 29年７月改定の賃貸料と、３階の浦河公共職業安定所の賃貸料の影響額について、株式会

社エイチ・エフ企画及び株式会社パシフィック観光との建物賃貸借契約第５条において、毎年６

月１日を基準日として前年度の経費支出確定額をもとに当該貸付料を算定すると規定されており

ます。このことから、２者の改定された月額賃貸料をお伺いいたします。 

 次に、３階の浦河公共職業安定所の賃貸料の影響額についてですが、賃貸料の改定基準の主な

ものは、施設修繕経費であると思いますが、平成 27年１月策定のピュア貸付に関わる基本方針に

よれば、ピュアを維持するための工事等の修繕経費だけでなく、テナント入居に係る改善経費等

もピュア建物専有面積に、その貸付面積に応じて徴収する。すなわち、ピュアに入ろうとしたテ

ナントのための工事費について、全く関係のない浦河公共職業安定所も負担することになってい

ると思われますので、その賃貸料の影響額をお伺いいたします。 

 次に、企業立地促進条例に基づく２店舗の入店と中心商店街の活性化についてですが、平成 25

年７月１日に成立した新ひだか町企業立地促進条例制定当時には、ピュアはその対象施設ではあ
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りませんでした。しかし、ディスカウントストアのトライアルカンパニーとの入店交渉が挫折し

たことにより、ピュアに店舗が入る見通しが困難となったことから、ピュアに、地域振興に資す

るものとして町長が認める施設もその対象とできるという第２条２項の規定により町長がピュア

を指定いたしました。この条例の適用を受けると、最大 2,000 万円までの工事助成金等の支援が

あります。町長が指定したピュアに２店舗が入店したことにより、地域振興すなわち中心商店街

の活性化に、具体的にどう繋がっているか、町長の認識をお伺いしたいと思います。 

 ３番目、入店の募集について。前回は、プロポーザル意向調査によるものでしたが、資料請求

をしたピュア出店希望募集要領には、プロポーザル意向調査についての記述はありません。前回

のプロポーザルの手法としない理由についてをお伺いいたします。 

 以上を壇上からの質問といたしますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

          [企画課長 岩渕博司君登壇] 

○企画課長(岩渕博司君) 福嶋議員の大きな１点目、町長が提唱されるＤＭＶを含めたＪＲ日高線

の再開に関する運行システムの調査・研究及び調査報告書作成後の行程についてご答弁申し上げ

ます。 

 議員もご承知のとおり、ＪＲ日高線沿線地域の公共交通に関する調査・検討協議会におきまし

ては、ＪＲ日高線沿線地域である日高管内及び東胆振地区の公共交通に鉄路・陸路を走行可能な

ＤＭＶの導入のほか、ＢＲＴやバス運行した場合の運行システムを含めた地域の公共交通ネット

ワーク全体のあり方について、調査・検討することを目的に進めているところでございます。こ

の目的を達成するため、各項目の調査を株式会社ドーコンに業務発注しており、その調査の基本

的な考え方は、一つとして、未来を展望した持続的な地域公共交通ネットワークの維持等に資す

ること。二つとして、住民の暮らしや観光利用に係る公共交通ネットワークを早期に確保するこ

と。三つ目として、実現可能性のある事項について調査等を行うこととしてございます。これら

の考えのもと調査・検討事項といたしましては、日高管内の公共交通の現状の把握や、運行に必

要な要件、費用、準備期間等の把握、各交通モードの比較検証など、調査結果の分析を学識・有

識者の監修・助言のもと、多面的視点での比較検証などを行うこととしております。最終的にこ

の報告書は、11月下旬にこの調査・検討協議会に提出されることから、その報告を受けた後に具

体的な協議が進められることとなりますが、その報告書の内容がどのような内容になるかにより

まして、協議会での検討の方向性が固まっていくものと考えてございます。なお、現時点では、

ＪＲ日高線沿線といたしましては、あくまで全線復旧を前提といたしまして、ＪＲ北海道のバス

等への転換等に鑑み、管内地域公共交通ネットワーク全体のあり方について、国・道・ＪＲ北海

道とともに協議を進めていくものと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 山口商工労働観光課長。 

          [商工労働観光課長 山口一二君登壇] 

○商工労働観光課長(山口一二君) 福嶋議員からご質問のピュアについてご答弁申し上げます。 

 １点目の、賃貸料改定による浦河公共職業安定所の賃貸料への影響についてですが、ピュアの

賃貸料等につきましては、前年度のピュアに係る維持管理経費等をもとに本年度も６月１日に改

定したところであり、改定前の、月額１平方メートル当たり 422.24 円が 477.81 円となり、それ
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ぞれ相殺額等がございますので、株式会社エイチ・エフ企画は１平方メートル当たり 410.4 円、

株式会社パシフィック観光は１平方メートル当たり 420.26円とし、それぞれ、この単価に貸付面

積を乗じた賃貸料としております。なお、前年改定しているピュアの貸付に係る基本方針は、貸

付可能なスペースに対するものであり、浦河公共職業安定所の利用部分については適用せず、維

持管理経費等をもとにした算定による契約となっておりますので、賃貸料の改定額がそのまま影

響しておりませんので、ご理解を賜りたいと思います。 

 次に、企業立地促進条例に基づく２店舗の入店と中心商店街の活性化についてでございますが、

店舗の入店により買い物客や飲食店利用客により、ある程度の人の流れができていることから、

今後におきましても店舗の入店と有効な利活用に向けて、みゆき通り商店街をはじめとする関係

団体等とも協力しながら中心商店街のにぎわい創出に取り組んでまいりたいと考えております。 

 ３点目の入店募集の進め方についてですが、今月末より町広報紙や各種ホームページのほか、

北海道中小企業団体中央会の広報誌等へもみゆき通り商店街に係る記事として町外に向けても周

知していくべく、現在、準備を進めているところでございます。なお、ご質問のプロポーザル手

法についてですが、前回の募集時におきましては、ピュア施設全体での利活用も含めた提案型の

募集としておりましたが、今回の募集につきましては、既に店舗も入店しており、空いているス

ペースの募集となりますことから、出店希望者募集とさせていただいたところであります。以上、

答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) まず、ＪＲ日高線について町長にお伺いいたします。先日開催されたＪＲ

日高線沿線協議会は、従来と同じく非公開で行われました。このことについて、先般、文教厚生

常任委員会で、下川議員と私が、ＪＲ日高線沿線の皆さんの理解してもらえるよう会議をオープ

ンにしたらどうかという意見を町長に申し上げたところ、町長も同意されたと思いますけども、

非公開となったのは、ほかの町長の同意を得られなかったということなのか、町長に、まずお伺

いをしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) お答えいたします。７月 11日の調査・検討協議会と、短く言いますと、沿

線自治体協議会ではなくて調査・検討協議会ですが、これの報道関係の頭撮りで、退室を願って

からのことは、非公開でいきたいということを私から申し述べました。それは、あくまでも、コ

ンサルタントに委託しました結果が、成果品が出るのが 11月と思っております。そういうことな

ので、中間的な論議であるということでそういうふうに申し上げたんですが、その後、数日後に、

同じく公民館で、簡単に申し上げますと有志の会の皆さんが主催されたシンポジウムがありまし

て、そこにＪＲ北海道の副社長の西野氏が来られて、その中身についてある程度話さざるを得な

かったんでしょうけども、話しているということを受けまして、これは非公開としてても、当然、

新聞にも載りましたし、この後は、特段不都合なことがあるわけでもないということで、公開と

することにしたということで、町長方の反対というよりは、そういったことを、その後の数日の

ことを受けて公開として取り扱おうということになったわけでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) よくわからないんですけど、文教厚生常任委員会では、下川さんと私の要

望に対して町長は前向きだったんで、なぜしなかったのかって気がするんですけども、今後はす
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るようなおっしゃり方されましたんで、そのようにしていただきたいと思います。それと、町長

はこれまで、九州からの旅行客、あるいは地方創生からの観点から、日高線のレールを残すべき

であると答弁されてきました。そこで、町長にお伺いしたいんですけど、町長ご自身は、ＪＲ日

高線が休止になるまで、東京・札幌あるいは三石在庁日等々の場合に、これまでＪＲ日高線をお

おむねどのぐらい利用されていたか。おおむねでよろしいですから答えてください。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 三石で夜の会合あったときなどは、三石から静内までＪＲ線で帰ったことも

ございます。ただそれは、数多くなく、年間１回程度であると思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 今、町長、１回と言ったけど、東京・札幌とかそういうとこではどうです

かって聞いてるんだから、無いなら無い、あるならあると言ってください。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 全国的なＪＲということになれば。すみません。もう一度お願いしたいと思

います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 東京とか札幌とか、いろいろ出張が結構多いと思うんですよね。あるいは

室蘭とか。そういうときに、行けるところまで、東京まで私、行けとは言いませんよ。新千歳空

港までとか、札幌までとか、ＪＲ日高線を利用されたことは、これまで町長に就任されてからど

のぐらいありますかって聞いているんです。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それにつきましては、町長車というものが用意されてますので、ほとんど利

用したことがないということであります。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 私は、町長が、ＪＲ日高線が大事だとおっしゃってるので、かなり、でき

るところまでは公務でもＪＲ日高線を利用しておられると思ったんで、そういう質問をいたしま

した。だから、町長は、ＪＲ日高線については熱心ですけど、ご自分自身ではあまり利用をしな

かったということで理解したいと思います。 

 それと、次ですね。壇上からの質問で、町長は、私はですよ、ＪＲ日高線の全面復旧による再

開から災害箇所を回避したＤＭＶによる再開を提唱されたものと理解してよいかとの質問に、一

言も答えておりません。町長どうですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今年の２月 18日に、ＪＲ北海道から災害復旧を断念せざるを得ないという

文書をもって説明がありました。それを受けまして、ＤＭＶという災害場所を回避してレールか

ら国道に出て、またレールに戻るという手法を私が主となって提案して、日高の町長会議の了承

を得てると、こういうことでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 微妙に違うんですよね。私が聞いているのは、全面復旧という方針からＤ

ＭＶのほうに方針を転換したというふうに理解してよいかと聞いているんです。ちょっとそこが

微妙に違うんですよね、町長のご答弁は。 
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○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) この答えを各委員会でも説明申し上げて、その資料も資料１、その次の２枚

目に皆様方にお示しをしましたけど、あくまでも日高町村会としては、また、総合開発期成会と

しては、復旧を断念することなくということで、復旧を断念してるわけでないということで申し

述べております。しかし現実的に考えて、もう一つの選択肢としてＤＭＶという選択肢がありま

すよということで、ＪＲ側に申し入れたというのが今年の３月でありまして、それはそういう状

況にあるということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 町長、違うんですよね。失礼ですけども。町長は今年２月に、ＤＭＶの日

高線走行実現に向けてっていうのを私たち議員にお配りになりました。その中で、日高門別駅、

または鵡川駅から静内駅、いずれ、節婦駅の間をＤＭＶで国道を走行すれば、大狩部海岸等の大

規模な被災箇所通常走行のための復旧工事をしないで済む。ただし、漁業被害を防ぐ工事は、当

該箇所は必要だろうと。よって、復旧工事費は大幅に圧縮されると。これ、ＤＭＶの日高走行の

実現に向けてっていうタイトルで私たちに配られているんですよ。それと、私、何回も、町長コ

ラムは毎月愛読させていただいているんですけども、その中で、４月のコラムで、はしょります

けども、ＤＭＶを日高線に導入して、被災箇所は回避し、ＤＭＶのタイヤで国道を走行し、静内

駅の新冠側からＤＭＶの車輪を出し、レール上に戻り、様似駅まで走行するという策を町長会議

で協議し、調査・検討会議を設置し、その実現に向けて取り組むことになりました。５月にも同

じようなこと言ってるんです。時間ないから言いませんけども。ですから町長は、ＤＭＶで日高

線を、レールの全面撤回でなくて、鵡川から静内までは道路走ると。静内から様似まではレール

の上を走るという方向に変わっておられるんですよ。違いますか、町長。全面復旧という方針は

もう既に、先ほど今、述べたとおり、町長は方針を転換してるんですよ。違いますか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) その頃と言いますか、結局、２月 18日のＪＲ側の表明を受けて、２月の同

じ日にＤＭＶということを町長会議で協議して決定したということなんですが、それについての

コラムですとか、そういったことを書いてたことは確かでございます。そういう姿勢できている

ということでありますが、途中で中央要望とか地元を視察に来られた国会議員から、東北では大

震災のときの対応としてＢＲＴという手法も取り入れてるから、参考に申し上げておきたいとい

うようなことがございましたので、それでは、６月の委託調査のときには最後に、最後の最後に

取り得る手段として、バスへの転換ということも含めて３つの手段を委託調査したということで

ありますので、その時点では、そういう方向になっているということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) よくわからないんですよ。今の町長のご説明ね。あまりこのことばかりや

ってもあれなんで。ＢＲＴにしても、今、町長おっしゃったＢＲＴについては、全くレールを外

すことになります。レールを外すかどうか、その上をコンクリートで走るんです。様似にまで。

ですから、ＤＭＶは一部鉄路を使うかもしれませんけど、ＢＲＴは全く使いません。ですから、

ＢＲＴにしろＤＭＶにしろ、日高線の全面復旧という方針とは、全くって言ったらちょっと言い

過ぎかもしれませんけども、相容れないんですよ。考え方としては。私はそれを町長にお伺い。

別に町長が方針変更したから責めてるわけじゃありません。そういうこと確認したいと思ってる



 

 - 22 - 

んですけども、町長どうですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 全面復旧というのは、大狩部海岸を、またコンクリートで海岸擁壁をつくっ

て、あそこにＪＲ線を走らすという意味の全面復旧というような意味で私は受けとめております。

しかし、それを求めるということは、ここで日高線のかつての私が乗ったとか乗らないとかとい

うご質問ありましたけど、298 という輸送密度。これからすると、完全にやれば 100 億かかると

いうその数字自体もいろいろ論議はあるんですけども、それをずっと求めていくと、どこかで、

しかるべき、ＪＲ北海道なのか、国なのか北海道なのか、いい加減にしなさいというようなこと

もあり得るのかなということで、より現実な方策としてＤＭＶを私は第一に取り上げてると、こ

ういうことでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 町長だけでなくて、実は日高町村会も町長と全く同じ考え方をして、３月

25日にＪＲ北海道に対して、日高町村会町長会議において協議の結果、今後ともＪＲ日高線の復

旧を断念することなく、復旧に向けての取組を行っていくことを確認いたしましたと。そして、

国が進める、省略します。国が進める地方創生の観点上、鉄路は不可欠との判断から、ＤＭＶに

より被災箇所を回避し、道路を走行し、再び日高線、鵡川様似間の 75パーセント以上のレール上

を走行する方策等を調査・検討することにいたしましたと。貴社提案のバス転換については承諾

したわけでありません。それは、いつでも取り得る最後の手段として認識おりますと。当時の日

高町村会会長、３月 25日ですけどね。ＪＲに出してるんですよ。酒井町長が提案したことが日高

町村会で採用されて、ＤＭＶを優先してやるっていうことになってるんですよ。それが、何て言

うんですかね。本音っていうか、こういうことになってるのに、これ実は私、つい最近ですよね、

町のほうから資料ってことでわかったのは。それまでは、だから皆さんね、新聞記事なんかでは、

町村会とか何か、個々の町長も、全面復旧だ、全面復旧だって、ＪＲ線のね。言ってるけど、実

は、町長のおっしゃってる、私、ＤＭＶは賛成してませんけどね。ＤＭＶでやるって方向で、実

は、言ってるんですよ。途中でＢＲＴも入りましたけど。バス転換も研究するってことになって

るけど。町村会でもＤＭＶをやって、被災箇所を回避するってことで、３月 25日でＪＲ北海道に

対して言ってるんですよ。ですから私、別に、町長助けるわけじゃないですけど、こういうこと

をはっきりしないと日高地域の皆さんは、何でこんなにかかっているのかと。ＪＲ日高線復旧ど

うなってるのかとか、ＤＭＶでいいのかとか、ＢＲＴでいいのかとか、バスはどうなっているの

かと、皆、誤解して思っちゃうんですよ。違いますか。町長が提唱して、町村会でもＤＭＶでや

ろうとなっているんですから。町長、そこ隠さないで言えばいいんですよ。どうですか、町長。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 隠しているつもりはないんですが、私は、ＤＭＶ第一の論者と言うならば論

者です。ただ、それにも応えなければ、また全面災害復旧に戻りますよという含意があるという

ことでございます。ＢＲＴという話が途中で出てまいりましたが、来月、視察にまいるつもりで

おります。これにつきましては、走れそうな線路上を舗装で覆いまして、そこをバスで走ると。

なぜかと言うと、速達性ですね。要するに、信号待ちとか交通事故にも遭わないということで、

速達、早く着けるという、それから定時制、そういったものが保障される。それと、全国につな

がるということで、ＢＲＴへの乗り換えも、列車の横で乗り換えるようなものですから、そうい
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うことであれば、国がそれでいきなさいとか、道がそれでっていうことで進められたら、そうい

うことになろうかと思ってます。これにつきましては、ただし、10 路線 13 線区の今後の存廃論

議にも関わるんですが、国が抜本的支援しないと果たせないということは前にも申しております

が、そういうことでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 町長ね、結局、町長のお考えを私は、お助けして言ったつもりなんですけ

ど。私、滅多に町長のお考えお助けすることあまりないんですけどね。ＤＭＶで町長は、先導し

て、日高線は 100 億ぐらいかかるから、それはもう無理だということで、災害復旧ですよ、って

ことでやるってことで、町長おっしゃったんですから。それで、町長がリードして日高町村会で

もそうなったということでいいと思うんですよ。町村会も本当は、こういうことでやってますと、

この３月 25日のＪＲ北海道に対する回答で言ってるんですから。それを変に隠してですね。隠し

たって言ったら、隠してないっておっしゃってましたけど。町村会で、全面復旧だ、全面復旧だ

と言ってやってるから、私は、これが混乱のもとになっていると思うんですけど。どうですか、

町長。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それこそ隠しているつもりは全くないんですけど、日高の町長会議の中でも、

それは合意されて進めてることでございますので、それを、調査項目として３手段を挙げてドー

コンに委託してるということは、今後の推移によってどれになるかは、まだ不透明でございます。

11月のそれを受けて、来年に向けて相当な論議が、私たちの中でも、また皆様方にももちろん公

開していただかなきゃならないということでございます。そういうようなことでありますが、７

月にＪＲ北海道が開発したＤＭＶという車両が苗穂の車庫に３台あるということも確かめており

ますので、今日の新聞にも出てましたし、ＪＲ北海道の島田社長の会見で、バス転換を示したけ

ど、ＤＭＶやＢＲＴについても、これから話し合いに応じていきたいと。こういうことになって

おりますので、その辺は、これからの対応ということになると思います。 

○議長(細川勝弥君) 福嶋君、ここで休憩したいと思います。よろしいですか。 

 暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。 

          休憩 午前１１時５３分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 １時００分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き、一般質問を継続いたします。 

 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 次に、ＪＲ日高線の再開に関する運行システムの調査・研究及び調査・作

成後の国に対して予算の概算請求するまでの８月までの行程について、質問いたします。 

 私は、バスによる早期再開の立場であることを申し上げさせていただいて、質問をさせていた

だきます。もとより、中間報告が出されたばかりでありますので、基本的なことを町長にお伺い

いたします。町長は、今年６月の定例議会で、ＤＭＶが再開された場合は、通常 29人乗りの１台

で走行するけども、三石静内間の高校生の利用の多い時間帯は２台での走行を考えると。観光シ

ーズンの場合には、数分ごとの出発を考えると答弁されたこと及びＤＭＶまたはＢＲＴの採用の

いずれの場合も、村上斎場とプライムの間の坂についても調査の対象にされるものと思って理解
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してよろしいでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 実際、ＤＭＶで運行となると、轍輪を納めたり出したりするモードチェンジ

部というのが必要です。その工事は、何百万かという単位だと思いますけど、そういった場所に

ついて、前に、今おっしゃられた場所のことを言いました。ですから、そういった具体的な話に

至るまでの過程が、これからであるというふうに思っております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 私は、調査報告書の中にそういうものが調査されるかということを聞いて

おるんです。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 当然、そういったことが盛り込まれると、私どもは思っておるところでござ

います。また、今朝、皆さんの席に、７月 11日と、ついこの間の９月７日の調査・検討会議の資

料を提示させてもらいましたけど、そういったものを途中でも私どもが、幹事会がありますので、

そこにアドバイスしてチェックを入れるということも可能だと、このように思っております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) ６月議会で、ちょっと時間無くて聞けなかったんですけど、ＤＭＶのほか

にＢＲＴも町村会としては考えておられますけども、私がわからないのは、路線バスは反対だけ

どＢＲＴは反対ではないというか、調査をするということがよくわからない。ＢＲＴも鉄路を外

して、道路として走行するというのと、路線バスと同じように、乗合バスとしての形態もあるわ

けですから、路線バスがだめでＢＲＴならいいというか、ひとつの方法として考えるっていう、

それがちょっとよくわからないんですけど。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それは、路線バスが今の、例えば、代行バスが走っております。それが、少

し奥まで入るＪＲ駅から国道沿いへ停留所を移すとかなんとかという程度のことでは、かつて、

池田町と北見市を走っていたふるさと銀河線のあと、あるいは羽幌方面。要するに、バス転換し

て、そういう方向性をとると、乗客が減って、様似の町長が発言していた、浦河から広尾までの

ＪＲバスが減便しそうだということで、新聞に出たらすぐＪＲが撤回したっていうようなことで、

絶えずそういう乗車人数が少ないためにということが、過去の教訓としてあります。そうします

と、話長くなるんですが、要するに、北海道から和歌山県と同じ広さの日高、また十勝のほう、

浦幌まで勘定しますと、２つの県分ぐらいある面積に鉄道が一つも通ってないと。鉄道は、人の

心臓で言えば血液を運ぶ動脈であると。だから、この辺を走る、例えば、沢の奥とかを繋ぐ地域

のコミュニティバスとかっていうのは、それぞれの自治体が取り組むべき課題であって、そこら

辺が分けて考えないと。今、北海道町村会が足並みそろえて国に抜本的な支援というのは、きの

うの道新第７面の水曜討論にも出てますとおり、国が非常に大きな責めを負ってると思います。

ですから、その恩恵を、日高線が早くそういうことで、例えば手討ちをしたときに、他の路線、

私どもの日高線より乗車密度の低い路線が５つもあります。 

          [何事か言う人あり] 

○町長(酒井芳秀君) そういうことですので、そういったところに注がれる国の抜本的支援という

ものが出てきたときに、割を食った日高線と、こういうようなことが懸念されるということで、
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事を早く運ぶということは、政治的に見てどうなのかなと、このように考えてるとこでございま

す。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 町長、失礼ですけど、私の質問わかりました。私、そういうこと聞きまし

たか。路線バスはだめでＢＲＴはなぜいいかってことしか聞いていないんです。私は。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それは、この間も申し上げましたけど、要するに、今まで私はＪＲをあまり

利用していなかったと、このあたりのですね。ことなんですが、これからは、ＪＲ線、在来線の

時代になるという、ここはそれぞれ見解が違うと思います。新幹線効果を伝えるのはやっぱり動

脈である鉄路であろうと。それで、日高の将来を考えたときに、鉄路がないようなところには、

旅行はちょっと遠慮するとか、移住もしたくないとか、外から見た視線で、 

          [何事か言う人あり] 

○町長(酒井芳秀君) バスですと、乗り換えというのに時間がかかると。それと、速達性がないと

いうことで、不利だということを念頭に置いて、私はＤＭＶとかＢＲＴを主体として、特にＤＭ

Ｖを主体として考えているということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 町長、質問者から要望あったように、質問に対して、できれば論点まとめて

答弁をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) 資料請求した公共交通に関する調査の 11ページ及び 12ページの中に、利

用者アンケートという項目があるんですけども、これは日高沿線自治体の住民の皆さんに対して

アンケート調査っていうか、意識調査していないんですよね。ただ、利用者についてだけ意識調

査してるんです。日高地域の町民の皆さんとか住民の皆さんの意識調査、バスはどうしたか、あ

るいはＪＲ日高線の列車のほうがいいのかとか、ＤＭＶのほうがいいとかっていう、こういう意

識調査をしないと、正確な今後の日高線の利用の仕方について、研究も調査も、あるいは結論も

なかなかできないんでないですか、町長。日高沿線の地域住民の皆さんの意識調査もこれからや

るんですか。それともこのままやらないで済ますおつもりなんですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) その調査は昨年、沿線自治体協議会の協議と並行して１回行っております。

そのようなことで、その資料がひとつの参考になるというふうに考えてるとこでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) それは、私ら議員はわかりませんし、それはそれかもしませんけども、今

回、本格的にやるんでしょう。ドーコンに依頼して。それはそれでまた、別な手法とか、いろい

ろな手法あると思うんですよ。それをなぜ外すんですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 故意に外してるということではありません。ただ、ドーコンの調査としては、

そういうことであると。それで、先般の会議では、今私が申し上げた、外から見た調査も必要で

ないかと、このように申し上げたところでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) そういうことでいいんですかね。それで、14ページの右上段に専門家の意
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見（学識者レビュー）とありますけれども、このことについて具体的に少し、詳しくはいりませ

んよ、これについて説明してください。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 14 ページにございます専門家の意見ということで、大学の先生が２名

と民間の代表の方１名ということになっております。この学識者についての選定につきましては、

株式会社ドーコンさんにお願いいたしまして、公共交通の体系に詳しい方ということで選定をし

ていただいた経過がございます。以上です。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) それで、私は、この方の中で、町長がＤＭＶについて理解のある方だとい

う方が一人おられるので、客観性があるのかという気がするんですよね。あえて名前は言いませ

んけど、町長は今までＤＭＶについて非常に理解のある方だと。だからこれ、中立的で客観的な

調査報告書というか、レビューができるかどうかは、ちょっとわかりませんけども。それで、学

者レビューとありますが、これはどういうことが役割なんですか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) この度お手元に用意させていただいた中間報告、それと、11 月末に業

者のほうからいただきます成果品、これらをそれぞれ中間と最終の段階で内容的にドーコンの作

成した業務内容がこの日高地域に適しているかどうか判断をしていただくというのも含まれてお

りますし、それぞれ学者先生たちのご意見も含みながらこの報告書に付していただきまして、そ

の意見をもとに、この協議会の中で 12月から来年３月までの間に、この日高地域における最も有

力な交通手段っていうものを考えていこうということになってございます。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) このレビュー会議のお三方の先生方について、私からも補足しておきますけ

ど、バランスのとれたあり方でないかなと思っております。吉見宏氏は、ここに書くべきだとい

う指摘があったんですが、ＪＲ北海道の監査役です。それから、岸邦宏氏は、２月に出たワーキ

ングチームの報告書の責任者、すなわち、それまで何人かの識者で会議してそれをまとめたんで

すが、それの座長です。それから、小林茂氏は、元エアドゥの副所長で、エアドゥを立て直した

人であるということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) ＤＭＶ、ＢＲＴ及び路線バスの運行主体は、どこを想定しているのかとい

うことと、運行に必要な費用負担については、町村会ではどのように考えておられるのか。それ

と、先ほどの学識者レビューですけど、その方たちは、ＢＲＴ、ＤＭＶ、あるいは路線バスの３

者のいずれかの一つを採用すべきだというような結論で答申を出すんですか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 報告書に基づく選択肢は３つございますけれども、これがすべて、いろ

いろな方面から多面的という言葉を使っておりますけども、そういう見識のもとに判断をさせて

いただくことになっておりますが、その判断するための材料がドーコンさんのつくる報告書と学

識者レビューのご意見だと思っております。そこで、これにしましょうという結論の報告書には

ならないと考えています。いろいろな選択肢を、いい面と悪い面の比較しながらこの地域にあう

ものを協議会の中で検討していくことになりますので、その辺は協議会にゆだねられていると思
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います。また、主体、どのような交通体系になるかわかりませんけども、主体につきましては、

国・道とともにＪＲ北海道の中に入って、費用負担の関係も含めまして検討になると思います。

その運行形態によって変わってくると思っております。以上です。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) 費用負担は。いやいや、町村会で負担する考えあるの。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 交通体系の種類によりまして費用に関係しまして、地元負担ですとか、

ＪＲ負担ですとか、国・道負担ですとか、いろんなことが出てくると思いますけども、基本的に

日高地域といたしましては、負担はしない方向で考えております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 最初からそう言っていただければいいの。費用負担を考えていないってこ

とで。それについては、私は今、質問したいと思うんですけども。それで、先ほどの壇上からの

答弁では、調査・作成後、国に対して予算要求するまでに、それまでの行程を聞いたけども、は

っきり答えておりません。管内地域公共ネットワーク全体のあり方を国・道、ＪＲ北海道と協議

を進めると、これしか答弁されておりません。ですから、報告書が出て、町村会でその３つのう

ち採用したと。そのあとどうするのかって聞いているんです。どこに陳情するのかとか、まず最

初に道と相談するのかとか、あるいは、ＪＲＡ北海道に相談するのか、私はそれを聞いているん

です。その過程を、６月までの過程を簡単にご答弁お願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 壇上でもご答弁申し上げとおり、報告書の内容がどのようになるか、そ

の報告書をもとに協議の結果がどのようになるかによりまして、すぐになるもの、または、いろ

いろなＪＲ北海道との協議も必要なもの、また、バスならバス、またはＢＲＴならＢＲＴの軌道

跡をどうするかというＪＲ北海道との協議もございます。それを予算づけして８月までというの

は、まず無理だと思っております。ですから、その協議・経過を見ながら、国・道なりと相談し

ながら、予算繰りのほうも検討していきたいと思っております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) ８月までは無理だっておっしゃったの。今。だって、町長は８月までって

ことを言ってるんですよ。概算要求までっていうことで。違いましたか、町長。概算要求までっ

ておっしゃってますよね。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 国家予算の編成というのは、私どもも毎年、夏に日高総合開発期成会、町村

会、それから全国の市町村長が、あるいは都道府県が中央に来て、いろんな省庁にお願いしてま

わる、あるいは国会議員にまわるという、そういうことをやりまして、そして今ちょうど、それ

をそれぞれの省庁で吟味しながら、暮れの閣議に上げる政府予算案をつくるという段階にいくわ

けです。ですから、もう今年はＪＲ北海道問題に対する国家予算の措置はないので、来年の措置

になるのではないかという、絶対そうなるとは申し上げておりません。ですから、来年の８月、

しかしながら、そういうことになりそうだと、国が動きそうだというときにはわかりますので、

それに合わせて私どもは、ほかの沿線自治体の動向も見ながら、それから、北海道、町村会、市

長会も含めて、そういう足並みをそろえた在り方、それで、ここらあたりでないかということで
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まとめれるものならばまとめて、国へ持っていくと。当然、そんなにスムーズにいくとは思って

ないんですけど、そういうようなことになるので、８月と言いました。だから、それの一カ月前

ぐらい。あるいは、いろんな沿線での協議が長引いたり調整が長引いたら、暮れの閣議の何日か

前までというようなことになるかもしれません。国家予算編成では、特殊なケースもそういう場

合にはあるということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 最後、１点だけ聞かせください。今日の道新には、町長もご存じだと思う

んですけども、島田修社長が、路線見直し問題でバス転換の方針を示している５区間ということ

で、不通が続いている日高線、鵡川‐様似間をあげております。それと、８月８日の日高報知新

聞には、町長たちが７月 31日、８月１日の上京したときに、国土交通省の藤井鉄道局長が日高線

について、さまざまな案を探していかなければならない。元に戻してとはいかないと。鉄道を廃

止し、よりサービスがよくなったところもあるなどと返答したという記事あるんですよ。そうす

ると実質的に、そうすると町長たちがいくら努力されても、まず、ＪＲ北海道がバス転換と言っ

ている以上難しい。国のほうも、国土交通局長がそう言っているし、石井国土交通大臣も、まず

は道とＪＲ北海道と、地域沿線で協議してくださいと言っているんですから、私は非常に難しい

と。このことを考えて。ですから、私は、早期バス転換をして、２年半以上経っているんですか

ら。ＢＲＴやＤＭＶにしても、何年もかかります。そういうことを高校生の皆さんや通勤の皆さ

んの不便をかけて、最終的にだめだということもあり得るわけですから。町長は、勇断を持って、

町村会の会長として、ＤＭＶやＢＲＴも考えたけども、早期再開のためにバス転換を苦渋の決断

として選択するというお考えは、町長ないんですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 国の考え方とかに沿うた解決をとりなさいということですが、私は、昨日の

道新７面の水曜討論に記載されてるとおり、この間ＪＲ北海道が、常任委員会で皆さんにお配り

しましたけど、深くおわび申し上げますと。なぜこういう状況を土壇場になって言うんだと。し

かも手持ちに、ＪＲ北海道は約 9,000 億円、基金持ってるわけですよね。それを持ちながら、私

どものようなところに、だから、昨日の道新で安倍さんは、工夫が、仕様があると言ってます。

ですから、私は、ここは北海道の国会議員の先生方の尻を叩いて、やっぱり、反骨精神を持って

いかないと、元運輸省の事務次官は、北海道は大人しかったなって言ってる。本州ＪＲ３者に比

べて。要するに、こういうことで長いものに巻かれてくというのは、私は承服できないというこ

とで、しかも、北海道町村会の一員として日高町村会長でもありますし、これはやはり足並みを

そろえていくということになろうと思ってます。早い解決には、例えば、年内とかそういうこと

にはならないと、このように思っております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 町長は、ＤＭＶですよね。先日の進藤議員の質問で答えたけど。ＤＭＶで

町長選にもう一度挑戦したいという立場からそういうふうにおっしゃるかもしれませんけども、

日高線の地域住民の方はもう３年近く待っているんです。今後もまた、どんどん待たなきゃなり

ません。そういうことも考えて、町長、日高線沿線住民の皆さんのこと、あるいは国やＪＲ北海

道の考えを動かせるわけないんですから。弁論大会じゃないんですよ、町長。私はそれを指摘し

て、ＪＲ問題については質問を終わりまして、次は、ピュアについて質問をいたします。 
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 だめですよ、時間ないもん。時間を止めて町長が答弁されるっていうならいいですよ。時間を

止めて町長が答弁されるっていうならいいですよ、私は。いいですか。 

 次、ピュアについて、何点か質問をさせていただきます。先ほど賃貸料が相殺か何かで、維持

管理費が上がったのに相殺したら家賃が下がったなんて、これも時間あれば、もっともっと、こ

の基本方針がそもそも計算の方法が間違っているというか、町民負担の方を考えるから、維持管

理費が上がってるのに家賃が安くなるということを少し時間を割り引いてやりたいと思ったんで

すけど、時間がありませんので、これについては割愛したいと思います。そこで、今後、新たに

店舗が入居して全部が賃貸することになった場合に、ピュアの年間維持管理費と家賃収入の総額

見込みはどのくらいと試算されていますか、町長。 

○議長(細川勝弥君) 福原商工労働観光課主幹。 

○商工労働観光課主幹(福原公大君) ご質問にありましたピュアの年間の維持管理経費の試算で

ございますが、平成 29 年度の予算ベースでの試算になりますと、ピュア全体の維持管理経費が

4,881万円の予算となっております。平成 29年度につきましては、工事請負費の計上がございま

せんので、前年度の決算額より 5,800 万円ほどの減額となっております。この予算額から代物弁

済で取得した部分に係る面積がピュア全体の６割を占めておりますので、先ほどの維持管理経費

にその割合を乗じて算出しましたピュアの年間の維持管理経費につきましては、約 3,000 万円の

試算としております。 

 続きまして、家賃収入のほうになりますが、現在入居していますテナント２者の家賃収入が、

年間で約 610万円、テナント使用分に係る光熱費の収入分が年間で約 520万円、これにつきまし

ては、前年度の実績ベースにより算出しました大まかな数字でございます。それと、ピュアの所

有区分にかかる負担金、ピュアにつきましては区分所有となっておりますので、もう一方の区分

所有者様からの負担金が、予算ベースで約 70万円、そして、残りの空きスペース 3,337平米、今

回の募集要領にも書いてます貸し付け可能面積なんですけど、これをすべて貸し付けした場合の

家賃収入の総額が約 1,900 万円で、家賃収入の総額につきましては約 3,100 万円の試算としてお

ります。あくまでもテナントがすべて埋まった場合の試算になりますので、当然ながら収支のバ

ランスは保たれる形になります。また、維持管理経費につきましては、ご説明した以外に、予算

をベースに試算をしたんですけど、すべての貸付面積にテナントが入った場合、試算としてみて

いない経費も生じることがあるかもしれませんが、それにつきましては、現状ではわかりません

ので、このような試算とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 詳しい説明はわかったんですけど、結局、総額が、ピュアの賃貸借の維持

管理費と家賃収入の総額がなんぼかってことを聞いているんで、今までは、1,000 万だかなんぼ

だか、ちょっと忘れましたけど、赤字だということを確か、説明受けてきたんですよ。それが今

の答弁ですと、黒字になってるような印象を受けるんだけど、私、理解間違ってるんですか。 

○議長(細川勝弥君) 福原商工労働観光課主幹。 

○商工労働観光課主幹(福原公大君) 以前、議会などでご説明した貸付の可能面積、昨年の６月議

会でその部分を現状の通路部分などを除いた貸付可能面積として試算した場合には、収支の部分

についてはマイナスになるんですけど、今のご説明につきましては、そういった通路部分なども

すべて含めました貸付可能面積として試算しておりますので、当然ながら収支のバランスは保た
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れる形になります。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) それ、私は、そうですねって言えないよね。だって通路部分は、私、問題

だと言ってたけどね、ピュアマルシェに貸してるとこの通路部分のことも貸付面積に入ってるの。

そういう、もう少し詳しく説明しなかったら。去年まではピュアの部分の貸付面積と通路部分の

ほぼ同じだから、その分だけ家賃対象でないから赤字とかってことを説明確か受けたはずなんで

すよね。今回は、貸付部分の中には、通路としているところも家賃収入の基礎の中に入れている

の。 

○議長(細川勝弥君) 福原商工労働観光課主幹。 

○商工労働観光課主幹(福原公大君) 今のご説明の中では、そういった部分につきましても家賃収

入としてみて試算したご説明となります。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) ちょっとそれじゃあ、あまりにもひど過ぎるんじゃない。じゃあ実際に、

ピュアマルシェから、あまり個店のこと言うのあれだけど、そうすると、それについては、平成

29年６月改定で、ピュアマルシェさんから通路部分についてはもらっているという理解でいいの。 

○議長(細川勝弥君) 福原商工労働観光課主幹。 

○商工労働観光課主幹(福原公大君) 現状、通路として使っている部分につきましては、現在の契

約の中で貸付面積としては入っておりません。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) ちょっと待ってくださいよ。もっときちんと整理して答弁してもらわなか

ったらね。おかしいんじゃないですか。町長それでよろしいんですか。納得できませんよ。通路

部分は家賃として計算すると言いながら、実際してなかったら、結局、家賃部分入っていないじ

ゃないですか。議会に対する虚偽答弁ですよ。町長。 

○議長(細川勝弥君) 土井経済部長。 

○経済部長(土井 忍君) 今、福原主幹のほうから説明させていただいている事柄なんですけども、

今回、私どもの内容で再募集したときに、通路部分も含めた資料の中で説明された白地の部分を

貸付可能だということで募集しております。ただ、そこの通路で、２階もそうなんですけども、

形体が変わる業種があると思います。通路部分でも個展も開けますし、そういったことも踏まえ

て私どもは、白地の部分はすべて貸せる可能性があるということで、再募集させていただきます

けども、今、福原主幹のほうから説明したのは、その部分も含めた中で全体でいくらだと。貸付

面積もそれを含めた中で、全体を全部貸した場合には、そのようになるということで説明いたし

ましたので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) そんなの単なる架空っていうか、机上の計算でしょう。実際にできるの、

そういうことは。前回の、今までの答弁では、町の、あんまりこんなことで時間取りたくないん

だけどさ。町長、そういうことで町長にお聞きしたいけども、今、ピュアマルシェが使ってる通

路部分については、今回、賃貸募集すると言ってますけども、町長自身、そういうことは現実的

に可能だと思いますか。 

○議長(細川勝弥君) 土井経済部長。 
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○経済部長(土井 忍君) 先ほども申したんですけれども、私どもの募集としては、先ほど、答弁

繰り返すようですけれども、白地の部分もお貸しできる可能性のある場所だということの認識の

もとで募集しております。それで、そこが例えば、福嶋議員言われたように、ピュアマルシェの

中の通路を想定されてると思うんですけども、その部分については、出店希望がない場合、今後

とも、前々回の議会のときにでもご質問ございましたけども、出店しているところに少しでも借

りていただけるように交渉をしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) そういうことで私たちは町民の皆さんに説明してよろしいですか、町長。

架空計算、机上の計算、まるでそうじゃないですか、町長。町長ご自身、そう思いませんか。今

の説明聞いて。 

○議長(細川勝弥君) 土井経済部長。 

          [何事か言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 町長、答弁求めてますけども、いかがですか。 

 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 実際、この論議は、商工労働観光課の人事がありまして、詳しい者が異動し

たりしました。それで、今の答弁もそういうことでちょっと、福嶋議員がおかしいというふうな、

感じるようなことになってるのかもしれませんけど、この詳しい経緯については、私もそれをつ

ぶさに承知しているということでございませんので、そのことは、そういった図面とかを見なが

ら説明を受けて答弁するとかしないとできないということで、申し上げておきます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 来年６月の家賃改定時がありますから、もうスタートしてしまったからし

かたありませんけども、来年の６月１日は家賃算定の基準日です。そのときに、町長には頑張っ

ていただきたいけども、そのときにきちんとした家賃設定をしていただくということで、町長が

もしおられた場合には、そういうふうに約束していただけますか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それは昨日のご質問にもお答えしました。要するに、なぜその２店のほかに

続いて店が入ってこないのかということも考えてみるべきでないかということからすると、私ど

もの算定基準に基づいたそれを頑なに守っていくというようなあり方がいいのか、昨日も閉校舎

のことで話したように、教育福祉とか文化に関わる営利的なものでないものには、無償譲渡に近

い形でと申し上げたとおり、その辺のところは、政治的配慮が必要なのかなと、このように思っ

てるとこでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 今の答弁、全く理解できません。営利企業でしょう、相手方は。営利企業

で、どちらを町長、見るかですよ。町民の皆さんの負担にするような赤字にするのがいいのか、

財政厳しい、財政厳しいと言って町民の皆さんにはこれからもご不便をお願いしなきゃならない。

その中で、家賃収入なら家賃収入で、きちんと維持管理費があるところは、町の契約のときの算

定基準でできるんですから。町長、いかがですか。先ほど町長は、考えたいと言ったんですけど

も、今は何かまた逆に戻っちゃったんですけど、町長、どちらなんですか。簡単に答えてくださ
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い。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) まだ、私は、来年の６月の時点で同じような立場にあるかどうかわかりませ

ん。しかしながら、例えば残り 100坪に３店目が入ったとすれば、それのほうが町民負担をまた

大幅に削減できるということになるという観点からすると、その辺は、何て言いますか、町の景

気がどんどんよくなってとか、そういうようないろんな状況を勘案しないといけないということ

も一つの考えとして頭に持って町政を進めるべきだと、このように思っております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 所管課の職員が答弁に苦労したのは、最初からスタートが間違ってるから

ですよ。10 坪で１万 3,000 円ですよ、わずか。町民の負担で 10 坪や１万 3,000 円ってことはあ

り得ないんですよ。それをつじつま合わせるために、事実上貸すことができないような通路も賃

貸面積にしますよとか。原課はそうしたら答弁できないんですよ。それを踏まえて町長は、来年

６月改定時には、もしご在任中ならそういうふうに考えてくださいよ。その場合には、駐車場の

問題も。時間ないから言いませんけども、駐車場もたぶん無料にしてると思うんですよ。去年の

12 月の答弁のときには、駐車場も再検討したいというか、はっきり答弁されているんですから。

それだけ、通路についても、通路としてとるかどうかわからんけども維持管理費が赤字にならな

いようなことを考えたいというふうに 12月に答弁してるんですよ。そういうことを踏まえて、来

年６月には、そういう基準でやっていただきたいと思います。私もいるかどうかわかりませんけ

ども、いた場合には、もう一度質問するかもしれませんので、そのときはよろしくお願いいたし

ます。 

 それで、時間なくなってしまったんですけど、何て言うんですか、入居店舗の募集要項を見ま

すと、今もちょっと問題になりましたけども１階は、全部賃貸することになっているんですよね。

賃貸。資料請求したところでは２階も。町長いいですか。２階も全部賃貸するんですよ。そうす

ると、１階から上がっていった一般町民の方がピュアプラザのほうに行くには、これ行けなくな

るんじゃないかと私は思うんですよ。ピュア２階を全部、ピュアの今現在募集しているところを

賃貸してしまったら、事実上、通行止めですから。そういう恐れあるんですけども、町長はそう

いうことを考えても２階の部分については全部お貸しするというお考えでよろしいですか。 

○議長(細川勝弥君) 土井経済部長。 

○経済部長(土井 忍君) ２階の部分、全部白地になっているということで、全部お貸ししたら一

般町民がピュアプラザのほうに行けなくなるんじゃないかというようなことだろうと思うんです

けど、私ども、今考えているのは、今の昔あった店舗、昔、存在していた店舗が形態は別として、

形を変える場合もあると想定してるもんですから、幅が広がってやりたいだとか、そういう希望

がある場合に対応できないという部分も考えまして、あの全体部分を貸付可能であるという面積

として想定していると。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) だから私は聞いているんですよ。貸付可能面積にしてしまえば、全部借り

たいと言った場合、どうするのかと聞いているの。町長、どうするんですか。 

○議長(細川勝弥君) 土井経済部長。 

○経済部長(土井 忍君) 福嶋議員言うような想定される全面積を使いたいという場合には、出店



 

 - 33 - 

希望の申し込み時点で、私どもも通路を確保しなければピュアプラザのほうに行けませんので、

その辺は、今後の協議となるかと思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) そんなめちゃくちゃなことないでしょう。そんなめちゃくちゃな募集って

あるんですか。事実上、そうしなかったらピュアプラザに行けないからそうせざるを得ないんだ

けど、それなら最初からそういうふうに、ピュアプラザに行く部分だけ対象から外せばいいんで

すよ。私、わかりますよ。対象から外したら、この部分どうするんだって聞かれたら、この数字

で家賃どうするのって聞かれたら困るから全部貸しますよっていうようなふうにしてるような気

しかならないんだけど。その場合は、２階は２階で、最大限収入とるっていうふうにやって、町

民の皆さんが通行するところはやむを得ないから通路としますと言えばそれで済むことなんです

よ。 

 それで、あと、町長に最後に質問をいたしますので、あと５分しかないので、町長よろしくお

願いしますね。ピュアマルシェが、町長もご存じかどうかわかりませんけども、日曜日に休日と

したことによって、私、別にマルシェが休日にしたからだめだって言ってるんじゃないですよ。

ピュアマルシェが休日にしたことによって、１階全部が閉鎖してしまったんです。なぜ、ピュア

マルシェが借りている部分は３分の１ぐらいなのかな、なのに、全部、正面玄関も全部、裏のほ

う全部シャッター閉めて、事実上入れないようになっているんです。これについて、町民の皆さ

んがトイレ行きたくても行けない。いろいろ不便を感じているって言うんですよ。なぜ、ピュア

マルシェは全部借りていないのに、全部閉鎖しなきゃならないのか。閉鎖しているのは町のお考

えだと思いますので、町長のお考えを伺いたい。 

 もう一つ、すいません。時間ありませんので続けて。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今、福嶋議員からご指摘のことは、日曜日のそういうことは、初めて、私、

知り得ましたので、担当のほうから答えさせます。 

○議長(細川勝弥君) 福原商工労働観光課主幹。 

○商工労働観光課主幹(福原公大君) ピュアの１階のテナント部分につきましては、ピュアマルシ

ェのほうが、食料品を売ってるところが、今年の７月２日より日曜日が休みとなりました。あと、

ピュアカフェ、喫茶店のほうにつきましては、８月 20 日より日曜日はお休みとなっております。

イベントなどをやるときには、日曜日は開催するということをお聞きしておりますが、日曜日の、

なぜお店のほうを閉店することになったかということにつきましては。 

          [何事か言う人あり] 

○商工労働観光課主幹(福原公大君) 以上でございます。 

○議長(細川勝弥君) 土井経済部長。 

○経済部長(土井 忍君) なぜ全館まで開けないんだと。ピュアマルシェが一部借りている中で全

館閉めるというのはいかがなものかということのご質問だと思うんですけども、ピュアの１階の

管理上、開けて、守衛ないし、つけておくと、経費の問題等もございますので、今、現状では日

曜日閉店ということの中で、管理上１階は、出入り口は閉めさせていただいているということで

ご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 
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○13番(福嶋尚人君) それはピュアマルシェの要望なんですか。 

 それともう１点、今後、１階の残り面積募集していますよね、そして、募集して、ある企業が

日曜も借りたいといった場合、どうされるんですか。町長、この２点、今、部長答弁ではなかな

かよくわからなかったんで、町長から是非、答弁してください。私、もう時間ないんですから。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 申し上げましたとおり、まさかそこが閉まってるとは思ってませんでしたの

で。本当です。よくそのことを調べて、その事態を改善するというようなことで取り組んでみた

いと思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) まだ質問項目ありましたけども、いつものとおりなくなりましたんで、こ

れで終わらせていただきます。どうもありがとうございます。 

○議長(細川勝弥君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

          休憩 午後 １時５５分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 ２時０７分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 次に進みます。 

 20番、川合君。 

          ［20番 川合 清君登壇］ 

○20番(川合 清君) ９月定例会の壇上からの質問をいたします。 

私は、通告どおり２点について、町長のお考えを伺いたいというふうに思っています。 

 第１点は、介護保険についてであります。先日、ある新聞で介護保険料の滞納により非常に厳

しいペナルティーが課せられている記事を読みました。全国で毎年 13,000人前後がこのペナルテ

ィーを課せられているという中身でありました。そこで、我が町の介護保険の実態について伺い

たいというふうに思いました。 

 まずは、介護保険料の納入状況についてです。聞くところによると、新ひだか町の納入率は 98.4

パーセントとのことですが、介護保険料滞納は、極めて低い年金受給者か、無年金者が滞納者だ

というふうに考えます。その実態について少し詳しくご説明をいただきたい。 

 次に、我が町の滞納者に対するペナルティーの実態はどうなってるか、お答えいただきたいと

思います。毎年 98.4パーセント前後ということになれば、１年間以上の滞納、１年半以上の滞納、

２年以上の滞納というふうなことが出てくるというふうに思っていますのでお伺いするものです。

我が町の介護保険スタート時の第１階層の保険料は、年額１万 9,800 円でしたが、現在は２万

2,700 円になっています。値上がり率は、他町に比べて低いほうだというふうには思っています

が、これらの保険料は国保税と同じような重さになっているというふうに思います。これからも

保険料は上がることが予想されますので、滞納の原因は、高くて払えないのが実態だというふう

に考えますが、利用料も含めて町独自の減免制度がどうしても必要になるというふうに考えます

が、町長はどのようにお考えになっているか伺いたい。 

 介護保険の最後の問題は、介護保険は国民健康保険と比べて非常に厳しいペナルティーが課せ

られるようになっていますし、この解消の手だてがないというところに特色があります。せめて、



 

 - 35 - 

介護保険も国保会計並みに自治体に一定の裁量を認めるよう国に働きかけるべきだというふうに

思います。今のままでは、介護保険は低所得者の排除になるというふうに考えますので、その対

策を求めていくべきだというふうに思いますが、町長にその意思の表明をしていただきたいとい

うふうに思います。 

 次に、病院経営についてお伺いいたします。まず、町立静内病院は、保健・医療・福祉の拠点

として将来の静寿園の移転を見込んで、病院、集患施設、保健センターの３点セットで道立病院

から移管を受け、つくられました。その際、内科、外科を中心に、一次医療に重点を置いた診療

をするというふうに目的を明らかにいたしました。ところが、近年、住民から新ひだか町の病院

経営について、いくつもの疑問の声が寄せられるようになりました。以下３点について町長のお

考えをお伺いますので、お答えいただきたいと思います。 

 第１は、町立病院の果たすべき役割についてどのように認識しているのかということでありま

す。 

 第２点は、病院事業の経営改善の取り組みについてどのように進めようとされているのか、お

伺いいたします。いろんな計画が述べられてるのは承知の上で、改めて聞くものです。 

 第３に、今後の病院事業計画についてどのように進めようとしているのか、同僚議員の、循環

器センター構想についても質問がされていますので、その部分については重複しないようにお答

えいただきたいというふうに思います。重複していますので、省かれても結構だというふうに思

ってますので、よろしくお願いいたします。 

以上、壇上の質問といたします。 

○議長(細川勝弥君) 伊藤健康推進課長。 

          [健康推進課長 伊藤信夫君登壇] 

○健康推進課長(伊藤信夫君) 川合議員のご質問の１点目、新ひだか町の介護保険の状況につきま

してご答弁申し上げたいと思いますが、ご承知のとおり、介護保険の事務に関しましては、当町

におきましては日高中部広域連合で行っておりますので、その構成町として答弁させていただき

たいと思います。 

 まず、１点目の介護保険料の納入状況につきましてですが、こちら広域連合のまとめによりま

す新ひだか町分の 28年度の状況につきましてですが、現年度の収入額３億 2,540万 6,800円、収

納率としましては 98.40パーセント。この収納率につきましては、対前年比マイナス 0.21ポイン

トとなってございます。それと、滞納繰越分につきましては、収入額としまして 166万 5,110円、

収納率で 5.65 パーセント、対前年比マイナス 2.32 ポイントとなってございます。この現年分と

滞繰分合わせた合計額では、収入済額３億 2,707 万 1,910 円、収納率としまして 90.81 パーセン

ト。こちら、対前年比はマイナス 0.4ポイントとなってございます。 

 ２点目の保険料滞納者へのペナルティーの現状につきましてですが、滞納期間に応じてそれぞ

れの措置が介護保険法の中で定められております。その内容としましては、まず、保険料を１年

以上納付していない場合、この場合には、利用者がまずサービスに係る費用の全額を一たん負担

していただきます。申請によりまして、あとから保険給付のその部分が支払われる償還払いとい

う扱いになりまして、未納期間が１年６カ月以上納付されない場合につきましては、介護のサー

ビスに係る費用の全額を一たん負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差しとめ

られたり、なお滞納が続く場合には、滞納保険料と相殺されたりすることがございます。さらに
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２年以上の滞納がある場合には、その期間に応じて通常１割の利用者負担が３割に引き上げられ

るほか、利用者負担が一定額を超えた場合には、支給される高額介護サービス、その高額介護サ

ービス費が支給されなくなるなどといった措置が取られることとなってございます。制度上、そ

ういうふうになっておりますが、現在、広域連合における現状としましては、こういったペナル

ティーの適用を受けている方はおられないというふうに伺っております。 

 ３点目の保険料、利用料の独自の減免制度の創設への認識につきましては、平成 27年３月の定

例会の、同じく川合議員の一般質問においても答弁させていただいております。その概要につい

て申し上げさせていただきますと、所得の低い方々に対する保険料やサービス利用料の単独減免

を実施している自治体もあり、一部の自治体では保険料減免のために法定分以外に一般財源を繰

り入れしている実態があることも承知しておりますが、日高中部広域連合が定める保険料につき

ましては、全国、北海道、そして日高管内の保険料平均と比較しても低い保険料であること、ま

た、一般財源の繰り入れは、それが常態化することによって財政を圧迫し、ほかの施策への支障

を来す可能性もあり、現状においては、単独助成については実施する考えはありませんといった

内容で申し上げておりました。現時点におきましても、その考え方には変わりはございませんが、

現在、来年度平成 30年度からの第７期介護保険事業計画の策定準備が進められておりまして、こ

の計画において算定される保険料の額、あるいは、国による保険料軽減措置の動向など、それら

を注視しながら広域連合のほうにおいて判断されていくものと認識しております。 

 最後に、４点目の制度運用についての国への要望意見を上げていくことについての必要性につ

いてですが、介護保険制度につきましては、広く認知されて定着してきているというふうに考え

ておりますが、医療福祉の連携強化あるいは地域包括ケアシステムなど新しい介護保険制度の構

築が進められている中で、事業の複雑・多様化に伴いさまざまな問題や課題なども生じてきてい

ると認識しております。これらの課題等の中には、保険者だけではなく国全体で検討すべき内容

のものもあると思われることから、国などへの要望等上げていくことは必要であるという考えの

もとから、これまでも日高中部広域連合において国や北海道に対して要望事項を上げてきている

ところでありまして、今後におきましても同様に行われていくものと認識しているところでござ

います。 

以上、答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

          [静内病院事務長 米田一治君登壇] 

○静内病院事務長(米田一治君) 川合議員からの新ひだか町の病院経営にかかりますご質問につ

きまして答弁申し上げます。当町におきましては、町立静内病院、三石国民健康保険病院、三石

国民健康保険病院歌笛診療所の２病院１診療所を配置して、地域住民の生命と健康を守るため、

内科、外科、循環器科などの外来、並びに入院治療を行っているところでございます。 

 ご質問の１点目の、新ひだか町の病院の果たすべき役割についてでございますが、これは平成

28年度に策定いたしました新ひだか町新公立病院改革プランの中でも触れておりますが、当町の

公立病院の果たすべき役割といたしましては、内科、外科などの基本的治療体制を維持しながら

心臓をはじめとする循環器疾患の対応を日高中部圏域内で完結させ、患者様やご家族の精神的・

時間的、また経済的な負担を少しでも軽減可能とする診療体制をつくり、併せまして２次医療機

関などとの連携を密にすることで、いわゆる地域包括ケアの一端を担い、町内外の他院への転院
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や受け入れ、住みなれた地域の中での治療、在宅復帰に向けた調整を速やかに対応することを目

指してございます。また、平成 25年 10月で日高中部及び西部地域で診療科が途絶えてしまいま

した婦人科におきましても、平成 26年度より静内病院において常勤医師による外来診療体制を整

えまして、年間約 4,800 名の患者様の診療行い、5,000 件を超える産科・婦人科健診を実施して

いるという状況にございます。平成 29年２月からは、循環器領域と併せまして疾病管理が必要な

脳神経外科についても、週一回ではありますが、毎週月曜日、北海道大学病院からの出張医を招

きまして外来診療を実施し、月平均 30名程度の診療にあたっております。町立病院では、今後も

地域住民の医療ニーズと収益性なども考慮しながら、地域に不足する最適な診療科目の対応に取

り組んでまいりたいと考えてございます。 

 ２点目の、病院事業の経営改善の取り組みの進め方でございますが、病院経営改革につきまし

ては、総務省の要請により平成 20年度に最初の新ひだか町立病院改革プランを策定し、経営改革

に取り組んでまいりました。これは、平成 21年度から 23年度の３カ年にわたるものでございま

して、主な取り組みとして薬剤購入を全国的な取扱業者のデータを調べ、ベンチマークとさせて

いただき、積極的な価格交渉に活用したほか、町内で他に診療施設のある眼科・耳鼻咽喉科につ

いて休診をするなど経営改善を行いましたところ、経常収支における本業の収入となります医業

収益・医業外収益の合算額で計画初年となります平成 21年度、これと、３年目にあたります平成

23年度を比較いたしますと１億 684万 6,000円の増額となるなど、経営改善の成果を上げること

ができました。その後、平成 27年３月に総務省から再要請がございまして、平成 29年３月まで

に新ひだか町新公立病院改革プランの策定を行い、これと並行しながら平成 28年度を初年度とす

る５カ年間の収支改善目標を定め、材料費などの経費削減や新たな医業収益の確保など、経営改

善の取り組みを開始してございます。経営状況を示す指標の一つとして、町からの繰出金のうち

赤字補てんのための義務外繰出金の額があり、収益事業と資本の合計で、平成 26年度は１億 7,716

万 8,000円、平成 27年度は３億 2,195万 2,000円、直近となります平成 28年度決算では２億 1,376

万 5,000 円となっておりまして、将来的に一般会計からの義務外繰入金を圧縮していくことを目

指していきたいというふうに考えております。また、新改革プランにおきましては、病院経営の

精通者から指導を受けて人材育成に取り組むほか、２病院での診療材料などの共同購入を進める

など、より一層の経費削減と適切な収入の確保を目指してまいりたいと考えております。 

 ３点目の、今後の事業計画の進め方についてでございますが、先に申し上げました新ひだか町

新公立病院改革プランによる経営改善の取り組みはもとより、直近では、来年、平成 30年４月に

行われようとしております診療報酬改定及び介護報酬の改定は、６年ぶりとなります同時改定で

もございますので、国が進めようとしている医療・介護施策への方向性を見極めるとともに、各

保険者が平成 27 年度からレセプトデータや特定検診データを活用し策定するデータヘルス計画

における健康管理目標なども視野に入れ、保有する人的・物的な医療資源を有効に活用し経営改

善に取り組んでまいりたいと考えております。また、住民の生命の危機に大きく関わります循環

器系の疾患におきましては、急性心筋梗塞をはじめとする心疾患への対応は町立静内病院で平成

18 年に循環器科開設以来、この 10 年間で一定の成果を上げることができたものと考えておりま

す。しかし、脳出血・脳梗塞などの頭部疾患への対応は、日高医療圏、特に日高中部圏域では十

分とは言えない状況にあり、今後、町立静内病院で進めていこうとしております(仮称)循環器セン

ター構想におきまして、緊急の検査や基礎治療の対応を目指した診療体制の確保について取り組
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んでまいりたいというふうに考えております。なお、北海道が策定いたしました地域医療構想に

おきましては、現状の日高圏域内での病床数は維持することというふうにされておりますが、病

床機能の見直しが必要となっておりますことから、当町の新改革プランに基づく経営改善と並行

して取り組んでまいりたいと考えてございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20番(川合 清君) ご答弁いただきました。それで、それぞれ何点か再質問をいたしますので、

よろしくお願いします。 

 まず、介護保険についての再質問の１点目ですが、現年で 98.4パーセントと。滞納分について

は 5.65パーセントの収納率ということでございますが、介護保険制度が始まってだいぶ経つんで

すが、今お答えいただいたように、１年滞納すると、１年半滞納すると、２年滞納すると、大変

厳しいペナルティーが課せられることになるんですが、我が町でこういう納入状況ですが、ペナ

ルティーを課している適用者はいないということですが、それは、滞納を不能欠損処理しないで

ずっと引っ張ってって、払ってください、払ってくださいということを続けているということか

というふうに思いますし、介護サービスを利用しなきゃならんときには、ご家族だとかそういう

ところで滞納分を解消しないと大変ですよと。月払いでも結構ですから何とかそのペナルティー

を課すような条件にならないように頼みますと。払ってくださいと。こういう対応をしていると

いう理解でよろしいですか。 

○議長(細川勝弥君) 伊藤健康推進課長。 

○健康推進課長(伊藤信夫君) ただいまの収納の関係につきましても広域連合のほうで所管して

ございます。中身としては、今、議員おっしゃられたような話で聞いてはおります。内容として

は、サービスを利用する前に納めていただいたり、あるいは分割して納付していただくというよ

うなことで対応しているというような状況で伺っております。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) その理解は、例えば介護サービス事業は我が町の事業としてやってる。広

域連合のほうから、この人はペナルティー課すべき人ですよというような通知が来ないから我が

町の介護サービスはペナルティー無しで実施している。こういう関係にあるという理解でよろし

いですか。 

○議長(細川勝弥君) 伊藤健康推進課長。 

○健康推進課長(伊藤信夫君) サービスを利用するときには、実際、広域連合のほうで手続きして

いますので、サービスの提供については、広域連合での手続きが終わったあと、サービスの事業

者のほうとなりますので、町がどうこうという状況ではない。その間には、町として広域連合か

ら通知を受けて、町がどうか対応するというような状況ではないということです。 

○議長(細川勝弥君) 渡辺健康生活部長。 

○健康生活部長(渡辺洋一君) 補足させていただきますと、実は、ペナルティーを実施している市

町村では、このペナルティーに応じて被保険者証を変えます。この方は、２年以上未納があると、

３倍とってくださいと書かれます。それを事業所が見て、そのとおりお金を取る。ただ、広域連

合では、そういったペナルティーをかけている人が一人もいませんので、１割負担で済んでいる。

そういう状況です。 
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○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20番(川合 清君) もう一つお聞きしたいんですが、例えば３年間、実は滞納しているんだと。

我が町は３年分、納めてもらって結構ですよ。２年分、１年分に分けてもらっても結構ですよと、

こういうふうにされてるんだというふうに思うんですが、非常に厳しい町は、不納欠損で落とし

てしまったから、あなたはもう未納されていますと。もう、３割負担にされてます。これの、回

復させるというのは、ものすごい厳しい条件しかないというふうに、ちょっと私、聞いてるんで

すけど。そういう実態にならないように我が町としては、構成町としては、そういう努力をして

るんだと。だから、ペナルティーを課せられるような人を生まない。厳しく言えば、ペナルティ

ーを課せというふうに国から言われる事態が出てくるかもしれませんけど、それまでの間につい

ては、介護サービス利用についてペナルティーを課さないように最大の努力をしてると。こうい

うふうに現在の段階では理解してよろしいんですね。 

○議長(細川勝弥君) 伊藤健康推進課長。 

○健康推進課長(伊藤信夫君) ペナルティーを課す、課さないの判断につきましても、ここの町で

は、保険者である日高中部広域連合のほうになると思いますので、そちらのほうでそういった判

断がこれまでもされたんだろうと思いますし、今後につきましては、広域連合の所管ということ

で、現在、どうこう言える立場ではないのかなと思っております。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 時間に限りありますからあれですが、新ひだか町長として、そして連合長

として、酒井町長に、今の対応を何としても極端な話、生きていくのをやめれというふうに言わ

れるところまでのペナルティーは課すことはないというふうに思われているもんだというふうに

理解しました。それで、第１階層で年額２万 2,000円何がしというお金は、ひと月にすると 2,000

円近くなるんですよね。国保の７割軽減の部分と何も変わらない非常に重いものになると。介護

保険を利用しない人も介護保険、高い、高いというふうに、そういう意見はよく聞かれます。で

すから、課長の答弁にあったように、一般財源からの投入も含めて、こういう未納者を生まない

ように、そして、払える介護保険制度にするために、これらについては是非、どういう形になる

かわかりませんけども、場合によっては厳重な申し送りをするとか、そういう努力をされるよう

に強く要請したいというふうに思います。それで、併せて、一番の低所得者、月額にすると１万

5,000 円未満の年金者、あるいは年金がない人がこの滞納をしているわけですから、これに対す

るペナルティーを課すという今の国の方針を、これは地方自治体の首長として許されないことだ

と。早急に、せめて介護保険並みの、市町村に対する裁量権を認めるようにと。こういう働きか

けを是非、町村会を通じたり、いろんな場で働きを強めるように求めたいというふうに思います

が、町長の、この問題についての見解を伺って次に進みたいと思うんですが、いかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 川合君。今の質問ですけども、広域連合の所管に関する質問と思われるんで

すよね。 

○20番(川合 清君) いや、違うよ。 

○議長(細川勝弥君) 違いますか。 

○20 番(川合 清君) だから、町村会を通じて、町として、町民に対するペナルティーを課せる

ようなことをしないように、ということですので。町の所管の範囲だというふうに思いますし、

町民が心配してることだというふうに思ってますので。連合長に申し伝えます。 



 

 - 40 - 

○議長(細川勝弥君) 町長、構成町として、町長、ご答弁できますか。 

 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今、種々、ご意見・ご指摘がありましたとおり、介護保険においても、苦し

い生活状況にある方々にとっては非常な負担になるということで、そういったような課題が起き

るということも理解できますし、今、この未納になってる人あたりもそういう状況にある方かも

しれません。そんなことで、こういったことは、道内の全体の市町村からも声が寄せられてくる

ものだと思っております。町村会の中に総合建設、それから農林水産、それから文教厚生という

町村会の中の組織がありまして、それが、政策懇談会を開いて意見をまとめて、そして、北海道

町村会として国に物申すというようなところがありますので、こういった懸案がその場で、どう

いった形で上がってくるかも見ながら意見を国に通していくというか、申していくというか、そ

ういうような活動については、念頭に置いてやってまいりたいと思っております。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 次に移ります。壇上でも申したんですが、特に町立静内病院に対するいく

つかの町民からの疑問が増えているというふうに述べたんですが、その中身について質問をいた

します。 

 まず１つは、私は、いわゆるかかりつけ医を町立静内病院にしようというふうにして１年近く

になるんですが、大変な目に逢いました。失敗したと思いました。予約診療だからということで、

そういう事情を話して、受診したいんだと言ったら、４時ぐらいに来たらっていうふうに言われ

て行ったら、終わったら６時過ぎっていう。患者はほかにもだれもいない。最後の、最後の、最

後に見てもらってというのが始まりでした。それで、去年の公営企業会計決算審査特別委員会の

審査意見の中に、静内病院では段階的に完全予約制を進めており、待ち時間の解消や病床利用率

の向上を図るほかっていうことで、完全予約制を実施するという方向で述べられてるんですが、

この完全予約制あるいは現在の予約制というのは、新しい患者を迎え入れないための方策としか

考えられないんですが、なぜ、こういう体制を考えたんですか。他のクリニックにしても病院に

しても、一定の予約はありますよ。検査日で検査時間を指定されてくるとかっていうのもありま

すけど。ちょっと風邪ひいたと、早目に病院にかかって治そうとか、何だか具合悪いっていうふ

うに行った人は最後の最後まで待たされてしまうと。これは、何かの目的がなかったらこういう

体制は取らないと思うんですが、どういうことなんでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

○静内病院事務長(米田一治君) ただいまの完全予約制の取り扱い並びに考え方の部分になろう

かと思いますけれども、もともと完全予約制というよりも、特に、来院される目的を持って一定

の診療科に来られる患者様が特に集中する曜日ですとか、午前午後、こちらの対応は、さばきき

れないぐらいの患者様がいらっしゃってしまって、特にそれが頻回に起きてしまいますと、受付

開始をしていた当時、午前８時に玄関を開けて８時半から受け付け開始というような形をとって

おりましたけれども、受付スタート 10分以内に受け付けを行った患者様が 30人超えということ

が起きてしまっておりました。それで、私、朝一番に来たのに診療を終わって帰る頃には午後２

時頃になってしまってというとんでもないような状況になっておりました。それで、既往症を抱

えて、ある程度月単位でそれぞれのスケジュールが立てられる方については、次回の再来院日を

予約、時間も含めて。そして、予約の時間のおおむね 30分ぐらいまでに来ていただければ、先生
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の指示で採決を行い事前の検査をしたあとスピーディーに診察に移って精算までとなると、おお

むね１時間以内には終わるでしょうというような対応ができるようにということで、予約制を、

今現在は内科、循環器科、それから今、出張医でご対応いただいております呼吸器内科のほうと

いう部分で対応させていただいている状況でございます。ただ、もともと、外来の患者数のそれ

ほど殺到しておりませんでした診療科につきましては、随時、必要なときに来ていただいて受け

付けをするという対応を継続してございますので、そちらのほうでご不便をかけることはないん

ですけれども、ただやっぱり、シーズン、特にインフルエンザシーズンですとか、そういった部

分につきましては、どうしても予約外の患者さんも殺到なさいますし、そうなりますと多少余裕

見ながら、１日の受け付けのサイクルを定めておりますけれども、やはり、さばき切れない状態

になってしまう。それで、予約の患者様の合間、合間に新患のご対応をさせていただいてるとい

うことで、何とか調整をさせていただいておりますけれども、それでもご不便をかけてしまうよ

うな時期がございます。これも、今後、対応の中で考えていかなければならないことだというふ

うに痛感してございます。それから、予約制の一番のメリットは、外部から来ていただいた紹介

患者様の対応のスケジュールを組みやすいということもございましたので、特に、循環器科なん

かには、おおございますけれども、外部からいらっしゃる紹介患者の処理をスムーズに行おうと

いう目的でも予約制は機能しているというふうに考えております。また、予約制だからといって

新患の患者さんを一番最後にということはやっておりません。なおかつ、看護師が外待合にお持

ちの患者様で、高熱で、もしくは相当ぐったりなさっている方がいれば、必ずお声がけをさせて

いただいて診察順をなるべく早く繰り上げるようなそういった対応もさせていただいております

ことをつけ加えさせていただきます。以上でございます。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 私、予約制がだめだっていうふうに言っているつもりはないんですよ。た

だ、検査日の予約っていうのがあるし、検査を受けて、そのあと医者に検査結果やなんかを聞く

っていう、こういうものは当然なんですが、事務長のご答弁ですけど、今の町立病院の実態は、

予約があってもなくても同じぐらい待たされるっていうことなんです。この間、私の前に３人の、

同じ科を受診する３人の方がいましたけど、何時間待ってますって言ったら、２時間、私も２時

間、私は予約時間に 30分ぐらいずれあったから１時間半と。そういうような実態は、予約制とい

うものではないということなんです。そんな、２時間も待つんだら、ほかの病院ならもうとっく

に終わってしまう。患者で来て、インフルエンザで急に熱出した、あわてて順番繰り上げて診る

っていうのは、これは当たり前のことで、待ってる患者だってわかるんです。それと、いわゆる

特別診療みたいな呼吸器科だとか、そういう外部のお医者さんの予約というのはわかるんです。

あとは、内科、特に内科でずっと待たされてしまう。循環器も先日、浦河時代の知人が久しぶり

に顔見て、どうしたったら、心臓でここの病院に救われたんだ、この間、予約日に来れなくて午

後から来たら４時過ぎてもまだ待っていたっていう。そういう事態は、これは今やられてる予約

制とは縁もゆかりもないことだというふうに思うんで、なかなか理解できないんですが、完全予

約制も含めて患者サービスに努めてもらいたい。新しい患者も、そうしないと町立病院にかかれ

ないんです。ちょっとした風邪ひいたようだっていうのは、町立病院にはかかれないっていうこ

とになってしまうので、新たな患者を獲得するという点でも、それから、やっぱり町立病院なん

だから町立病院にかかりたいっていうふうに思っている町民も結構いるので、ぜひ一番いい方法
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を検討していただきたい。 

 もう一つ意見が上がってきてるのは、元になるんですよね、院長同士が相互診療で、循環器を

三石病院で、小児科を静内病院で月に何回かやるというのは大変喜ばれた措置だというふうに思

っているんですが、それが今、やられていないというふうに聞いて、何でだと。今まで三石国保

に行けば心臓の状況をきちっと見ていただいて、必要な薬を出していただいたのに、静内まで来

いっていったら大変なのだという人がいたんです。そういうものもやっぱり、町民がああ良かっ

たっていうふうに思われたことが、何でやめるんだというふうになってしまうんですよ。それで、

何か聞くと、いろいろ事情があるそうですけども、これらについては再度復活するというふうに

なりませんか。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

○静内病院事務長(米田一治君) 私の記憶が正しければ、平成 25年からスタートをさせていただ

きまして、平成 28年度いっぱいまで対応しておりました相互診療。具体的には、当院の循環器の

ドクターと、それから三石病院の小児科の対応ができるドクターと、それぞれ月に２回ではござ

いましたけれども、木曜日の日に、午後に、それぞれの病院に出向いていって診療をするという

ような形を続けさせていただきました。それで、今回、28年度をもってそれを一旦、休止するよ

うな状況になったのは、お聞きになってるかどうかちょっとあれですので、軽くふれておきたい

と思いますけれども、まず、担当してくださっておりましたドクターの高齢化と体調不良等がご

ざいまして、人的な部分の問題で、続けるのが困難かなという判断をせざるを得なくなったこと

と、それから、当院でも循環器にかかる患者のニーズが増えてきた。並びに、外部から救急で対

応を要請されるケースも実は非常に増えておりまして、お一人の先生がオペ中に急性心筋梗塞等

の患者様が入ってきたときに対応できなくなってしまうというようなことで、今後、新たな医師

獲得等の諸条件の部分に力を入れて、体制が好転いたしましたら再開も含めて考えていこうじゃ

ないかということで、地域の方々にもご説明をさせていただいて、何とかご理解いただいて休止

に至ったということでございまして、これは完全にやめたということではございませんで、また、

状況がゆるす、対応できるような状況ができた段階で、また再開を検討していく項目にしていき

たいなというふうに考えてございます。以上でございます。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) もう一点、この問題でお伺いしたいんですが、もう一つはこういう声なん

です。救急車は、町立病院にたまに来てるけど、もっぱら静仁会の病院でないか、何でだ、とい

う声なんです。それで、消防署に行ってお聞きしたんですが、昨年、救急搬送が 669件、これは

新冠も入っての数字だというふうに思うんですが、その搬送のうち静仁会が 411 件で、町立病院

は 177件。半分以下しかないんですけど、救急で一定の条件を付しているんですか。例えば、循

環器だと思われる患者は町立病院へ、その他は静仁会へというふうな、あるいは、夜間は静仁会

へというような、そういうようなことで、町は消防署に、町立病院としてこういう患者はこの期

間、受け入れるというふうになってるんですか。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

○静内病院事務長(米田一治君) 救急隊の搬送の受け入れに対する部分の実績の比較をお伝えい

ただきまして、救急対応、どのようになっているのかという部分でございますけれども、これは、

病院の事業の取り組みの質にもよるんですけれども、町内の医療機関のほうにつきましては、救
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急指定を受けて、24時間、年 365日、当院が受けてまいりますというふうにご対応くださってい

る病院ということで、救急隊としても、例えば交通事故だとか怪我だとかというような形ででて

くる一次救急の部分については、専ら静仁会さんにお願いをして、というふうな対応をなさって

いることを聞いております。それから、私どもの病院は、救急指定を町立病院は受けておりませ

んけれども、ただ、時間外診療という形を掲げさせていただいて広報などでも周知させていただ

いておりますが、毎週、月曜、水曜、それから第２、第４の土曜日曜、週末の対応という形で、

ここは特に条件なく受けましょうと。ただ、当院をかかりつけにしている、特に循環器系の患者

様につきましては、いろいろな治療や投薬などを行ってる関係も当然ございますので、かかりつ

けになっている患者様、これは、曜日・時間問わず当院に来てくださいというような対応をさせ

ていただいております。また、病院規模も違うこともございまして、これだけの差になっている

のではないかというふうに思いますけれども、決して条件をつけてということで対応してるもの

ではございませんので、その辺、付け加えさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) あと、もう一点伺わせてください。脳神経外科の、いわゆる診療科ってい

う部分、常設になっているからいいのかもしれんけど、私らの感覚、勤医協の感覚では、特診日

っていうふうに言って、定期的に月１回とか、２月に１回とかっていう、それこそ専門の先生に

来ていただいて、地元でいろいろ検査・診断を受けれると、こういうものをやってるんですが、

循環器科も含めて脳神経外科っていうのが、町民の認識っていうのは、今までは、それらの病気

は、倒れてしまったかっていってから気が付くっていう、それを早期にその危険性を発見して必

要なところで対応すると。こういう体制は非常にいいことだなっていうふうに思っています。先

日、私の自治会の福祉部の中で、めまいするとかなんとかって、よろけるとかっていうふうな人

がいて、すぐ脳神経科で検査しなさいと言ったら、脳動脈瘤あって、２回の手術をやって、倒れ

る前に阻止できて大変よかったというふうに思ってるんですが、そういうことに対する、私が言

うところの、今後も特診日っていうふうな、必要なね。例えば、今、内科医がなかなか大変でっ

ていうふうになったら、胃カメラ専門の、医大なり何かから派遣されて、胃カメラ専門に検査し

てもらうとか、そういうことも考えられるかというふうに思うんですが、そういう計画的みたい

なものはあるんですか。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

○静内病院事務長(米田一治君) まず、心疾患の対応には、議員もご存じのとおり、この 10年間

で、本当に急性心筋梗塞で相当危険な状態の方々でも対応できる常勤医をおいて、少なくともそ

れに関しては 24時間対応できるような形になっておりまして、浦河日赤を初めとする他院からも

患者様をお連れいただくというような状況になっております。ただ、心筋梗塞と同様に、のっぴ

きならないと言うか、予断を許さないような状態になる疾患というような、やっぱり、脳疾患と

いうことで、それの対応が何とか初期対応ぐらいはこの地元でできないかということで考えてい

るのが、循環器センターの中でその取り組みはできないかという部分にもつながっております。

それで、今現在、週に１回ではございますが、北大から脳神経外科の先生方お二人が交代で来て

いただいてるんですけれども、お一人が脳のほう、もう一人が脊椎のほうのエキスパートの先生

ということで、例えば、日常の生活の中で片麻痺が出てないかとか、言語障害が出てないか、そ

れから、半身動かなくなることないか、下肢が動かなくなることがないかということで、ご家族
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が心配なさったときに、まずどこに相談しようということで、わりと町立病院のほうにも相談来

られてたんですけれども、当院にドクターがいないということで対応ができませんでした。それ

で、昨年年末に北大の病院のほうから、新ひだか町立静内病院に出向いてっていいよというよう

なご提案をいただきまして、それまで小松院長から北大の院長先生にアプローチをかけて、何と

か週に１回でもいいからというお願いをしていたものが実現に至ったということだと思うんです

けれども。それで、来ていただいている先生方は、日常生活でご家族が気がついたことに対して、

それに基づいて問診を行い、すぐ対応が必要なものはすぐ送りましょうということで、そのあと

の治療につなげていただけるような対応もとっておりますし、それから、脳梗塞などで都会の大

きな病院で治療を受けたあと、その予後の診察の対応もやっていただけるということで、非常に

好評を得ておりまして、ひと月に 30人から 40人ぐらい、月曜の午前中のみの診療でございます

けれども、地域の方々に利用いただけるというような状況でございましたので、やはりこれは、

もともと需要があった診療科であったんだろうというような判断に至っております。ただ、いか

んせん、町立静内病院では、脳外に関する領域の検査、治療は恐らくは無理だと思うんですけれ

ども少なくとも初期治療のための検査に使うＭＲＩですとかそういった機材がございません。64

列のＣＴも心臓のために導入したものでございますので、そういったことを考えると機材的にち

ょっと力不足かなというふうなことを考えておりますので、逆に先生方も含めまして、この設備

の水準の中でもご対応いただけているのが非常にありがたいことだなというふうに考えておりま

す。以上でございます。 

○議長(細川勝弥君) 川合君。ここで休憩したいと思いますがよろしいですか。 

○20番(川合 清君) はい。 

○議長(細川勝弥君) よろしいですか。では、暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

          休憩 午後 ３時０８分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 ３時２０分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 時間はだんだんなくなりますから、少し端折りたいんですが、２番目の、

病院の経営改善についてお伺いしたいのですが、いわゆるバーチャル病院構想というふうに言わ

れて、だいぶ経つんですが、なかなかこういうふうになりましたというのが町民にも私たちにも

見えないんですけど。現在、どういう状況になってるのか。それから、今後、数年以内にこうな

りますというふうな状況にあるのかどうか、まず伺いたい。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

○静内病院事務長(米田一治君) バーチャル総合病院構想に関しますご質問でございますけれど

も、バーチャル総合病院構想は、町内の限られた医療資源を有効に活用するために患者様の診療

情報ですとか病状に関する情報をネットワークで結んで、それぞれの役割を担う医療機関同士で

相互に活用できないかということで進めてきたものでございまして、平成 24年に、今現在フィル

ム等を使って撮影していたエックス線装置などのフィルムレス化に取り組みまして、その後、平

成 25年に電子カルテの導入事業を行い平成 26年から院内、それから三石病院、それから各福祉

施設の中で、町営の施設の中ではネットワークが完成して、患者様それから各施設入所をして医
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療を必要とする入所者の方々の診療情報を相互間でやりとりできるまでになっております。それ

から、新冠町の国民健康保険診療所、こちらの無床化に伴いまして先方の外来から当院への入院

患者様というような患者の引き継ぎが行われたときに、外来のときの診療情報を当院で行う入院

の診療に生かせないかということで、それまで新冠もフィルムレスに至っていなかったんですけ

れども、今回のネットワーク化に伴いまして各医療機器に関するフィルムレス化、ペーパーレス

化を導入し、当院と少なくとも医療情報の中、例えば血液検査ですとか、それから投薬情報です

とか、エックス線、ＣＴなどの診療画像を当院でも見ることができるということについて今年度

内に実施できるような、そういった流れで来ております。これによりまして、日高中部の中での

医療機関同士の情報のやりとりは可能になったと言ってよろしいかと思います。その後、このあ

と目指す部分については、管内、他の医療機関、それから２次医療機関ですとか３次医療機関と

同様なことができないかという部分に踏み込んでいくわけなんですけれども、既存のネットワー

クを使いながら患者様の個人情報の最たるべき診療情報などのやりとりを行う上では、どのよう

なセキュリティーの高いネットワークを使うかだとか、それから、先方でお使いただくネットワ

ーク上の端末、どんなコンピューターを備え置いていただくだとか、調整事項が多く、そちらの

ほうについて現在、研究中にあるというような状況です。ただ、昨今の技術革新に伴いまして、

これもあと数年のうちに実現が果せるのではないかというふうに考えております。この部分を町

立病院で取り組むというわけにもいかないものございますので、そういったものに期待しつつ、

バーチャル病院構想のすその根を広げていくといったものに取り組んでまいりたいなというふう

に考えております。以上でございます。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 今ちょっと聞き取れなかったんですが、町内、日高中部の医療関係とのネ

ットワークは終わったというふうにお答えいただきましたか。それを確かめたいのと、この経営

改善の問題で、法定外繰入れが１億 7,000 万、３億 2,000 万、２億円というふうに続いているん

ですが、これは法定外繰入れの金額ですから、この中には、資本的収支の関係の償還元金、これ

の入った数字なんですか。償還元金については、この法定内繰り入れというふうに理解して、そ

れは省いてるということですか。どちらでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

○静内病院事務長(米田一治君) まず、バーチャル総合病院構想の部分の補足をさせていただきま

すけれども、新冠町国民健康保険診療所におきましては、昨年から先ほど言いましたフィルムレ

ス化、それから各検診データのペーパーレス化に取り組みまして、それが年度内に完成しており

ます。ただそれは、新冠町さんの診療所内だけの話でございまして、それと当院とを結ぶネット

ワークの構築と運用開始を今年度内に行いたいと。そのめどが立ちつつあると言ってよろしいか

と思います。それから、経営面の部分の説明でございますけれども、壇上の説明でさせていただ

きました経常収支における本業の収入となる医業収益・医業外収益の合算額での部分で、ここで

入ってきている繰入金の扱いについては、俗に言う３条繰入金の中の基準外のことを説明させて

いただきました。４条分は入っておりませんので、その旨お答えをさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) なぜそんなこと聞くかっていったら、実は、静内病院が圧倒的な償還元金

を占めているわけですけど、私の感覚では移管を受けたときに償還元金分は全部基金として道か
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らもらったというふうになって、それを先食いしてしまったから、今、一般財源から繰入れてい

ると。それはちょっと病院会計としてはずるいんでないかというそういう認識を持つもんですか

ら聞いたんですけど、要するに、資本の投入にあたって、いわゆる収益にどれだけ返ってくるか

っていう見通しは、病院会計としては非常に甘いんじゃないかという認識を持っているんです。

町立へ移管を受けた当時、もう議員やってましたから、それで、赤字補てんがあるうちにという

ことで、相当無理して赤字を大きく見せるための方策やなんかにも加わったという意識があるも

んですから、病院会計については質問しにくくてしょうがなかったんですけど、そういう、当初

から資本の投入に見合って、経営がこういうふうになります。基準外の繰り入れは、この程度で

抑えるというタガをきちっとはめていなかったというところに一つの問題があるというふうに思

ってるんです。それを今も続けていたら経営改善はできないということを厳しく指摘をしておき

たいと思います。 

 時間がなくなってきましたんで、最後、循環器センターについても触れたかったんですけど、

それは次の議員に譲るとして、データヘルス計画にどういう関わりかたをするのかということに

ついて最後の質問にしたいというふうに思っています。 

 それで、町内の医療機関に付き添いその他でよく行くんですが、どこの病院でも特定検診を受

けましょう、無料ですっていうポスターがあったり、肺炎球菌ワクチン定期接種とか、それから

町長の大事な施策である肺炎球菌、インフルエンザワクチン、健康づくり商品券でお返しするや

つだとか、そういうポスターっていうのは結構貼ってあるんですけど、町立病院をみたら１枚も

ないんですよね。だから、特定検診を、受診率が低いって言っているときに、私は病院の関わり

かたが非常に大きいというふうに思うんです。それで、お医者さんや看護師さんから特定検診を

受けてくださいよというふうに、１年近くなるけど一度も言われていないんですよ。そして、私

の検査データでは、肝機能のデータはないんです。特定検診を受けていないから。そういう状況

では、やっぱり、町民の保健、それから、早期発見、早期治療、医療費の増加を抑えるっていう

ところで、私は町立病院が大きな力を発揮しなきゃならないと。健康推進課長が言っても、保健

師さんが言っても、そんなもの知るかっていう人でも、お医者さんや看護師さんにちゃんと受け

ないとだめですよ、こういうふうになりますよとか、あるいは、レセプトで、やったってあれは

請求書ですから予備軍のところは何も出てこないと思うんです。ところが、あなたは糖尿病予備

群ですよって先生に言われたら、どういう注意をしたらいいんですかっていう指導やなんかは、

やっぱり、病院が大きな役割を果たすというふうに思いますので、前の質問で健康推進課、国保

の担当者のほうから、そういうデータヘルス計画というものが出されてますので、そこに大きな

役割を病院として関わっていただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

○静内病院事務長(米田一治君) データヘルス計画の部分に入ります前に、私、先ほどの答弁で誤

りがありましたので、訂正をさせていただきます。申し訳ございません。 

 壇上の説明で平成 26年度に１億 7,700何がし、それから平成 27年、３億 2,000何がし、それ

から 28年度直近で２億 1,376万 5,000円とご説明をさせていただいた部分につきましては、これ

は義務外繰出金で、なおかつ収益事業、いわゆる３条と資本の事業４条の合算額でありますとい

うふうに訂正をさせてください。申し訳ございません。ほかのところに気をとられて間違って説

明してしまいました。申し訳ありません。 
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 それから、データヘルス計画の部分にまいりますけれども、今回、私、保険者、健康保険のほ

うと、それから保健指導の保健センターのほうにまいりまして、私どもの町の保健事業実施計画、

いわゆるデータヘルス計画の資料を入手させていただきました。実際、診療報酬請求書、いわゆ

るレセプトが電子化されてから病院としては請求事務がスムーズにできるようになったというよ

うな印象だけであったんですけれども、電子化したことにより被保険者の病気の予防、並びに健

康の維持、それから保健指導というものに役立てるものになっていたんだなということを実は初

めて知りまして、ちょっと勉強不足でございました。申し訳ございません。ただ、こちらのほう

につきましては、病院から提出されるレセプトに基づいてまとめられるということがわかりまし

たので、こういったものを病院としても知りおいた上で、それから、当院の中で健康診断の励行

といった部分、確かに保健センター、老健、病院という３施設の合築施設であるという部分の弊

害なのか、それは保健センターの持ち分というふうな部分がやっぱり心の中にあったのだと思い

ます。こちらのほうにつきましても、私どもの病院の中で予防医療に対する、それから定期的な

健康診断に関する必要性という部分につきまして、今一度確認をさせていただいて、周知等につ

いて院内でも力を入れてまいりたいなというふうに痛感した次第でございます。私からは以上で

ございます。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 私もちょっと訂正をお願いしたいのですが、介護保険のペナルティーの厳

しさについて、せめて国保並みにというふうなものを介護保険のペナルティーが非常に厳しいと、

介護保険並みにというふうに言ったそうなんで同僚議員から指摘がありましたので、介護保険は

せめて国保並みの市町村に対する裁量権を認めるようにというふうな発言でございますので、訂

正をお願いします。 

 最後に、町長にお聞きしたいんですが、いわゆる町立病院についての質問をしてきたのですが、

私は議員になってから救急医療調査特別委員会、それから道立病院移管の検討委員会、もう一つ、

病院構想の特別委員会、３つあったと思うんですが、そういうのに参加したんですが、経営移譲

も含めて町立病院としてどういう役割を果たすのか、役割を求めていくのかっていうことを相当

長い年月調査いたしました。その中で言われたことは、病院経営については、病院の目的につい

ては町長の姿勢がすべてを左右するというのが、あちこちの病院長から指摘されたことです。特

に厳しかったのは、八雲の国保病院ですか、町立病院ですか、そこの院長に言われたんです。そ

ういう意味では、うちの病院が一つの分かれ道っていうんですか、そういうところに来ていると

いうふうに思うんです。内科、外科をしっかり守って、町民の身近な健康を守りぬくというのと、

一次半あるいはもっと高度なものをという目標もあるんでしょうけど、やっぱり資本投入は続け

るけど、病院経営についてはなかなか改善されないというそういう事態に今あるんでないかとい

うふうに思ってます。そこで、大きな力を発揮するのが町長でございますので、町長がこういう

病院を、我が町の病院はこういう方向でやるんだってことを確固として示し続けることが大事だ

っていうふうに思っています。それで最後に、町長にその点についてのお考えを伺って終わりに

したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 私どもの町の病院ですね。町立静内病院また三石国保病院とありますが、こ

の市街地にあります町立病院については、特に、小松院長先生がもう 10年を経過しておりますが、
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かなり入っていただいて、いろんな面で取り組んでいただいたり改善をされたりしております。

そこで何といっても、町立という名前をいただいているということからして、町民の皆さん方は

大きく頼りにされるだろうということで、それにお応えして基本的な内科、外科といった診療科

目、また、それにプラスして呼吸器科ですとか婦人科ですとかやってきたわけですけど、小松先

生の得意とする循環器科と言いますか、これもいろいろな分野があって、私は専門外ですので、

ひっくるめて循環器科と申しますけれども、これについては町民の皆さん方から感謝の言葉が寄

せられたり、また、町民のほかの例えば東部のほうの町の方々からも苫小牧、札幌まで行かなく

て済むというような評価を得ております。そんなことで、今の院長の敷いている路線を私も当然、

何と言いますか、応援と言うか、それをよしとして進めてまいってきたところですので、引き続

きこれはそういったことで取り組んでまいりたいと思います。そのために、税を投入してやって

いくってことは、町民の皆さんの理解を得てるから大きな声として上がってはきていないんだと

思いますけれど、あまりにもその状態が長いものですから、少しでも経営改善のためにどうする

べきかということは絶えず今までも協議してまいりましたが、これからも、町立病院というその

名前を冠していることをしっかりと念頭に置いて町民の皆さん方の健康保全、また予防とか健康

づくり、そういったいろんな保健分野について取り組んでまいりたいと、このように思っており

ます。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20番(川合 清君) 終わります。 

○議長(細川勝弥君) 説明員の入れかえございますので、そのままお待ちください。 

          休憩 午後 ３時４３分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 ３時４４分 

○議長(細川勝弥君) では、次に進みます。 

 ８番、白尾君。 

          [８番 白尾卓人君登壇] 

○８番(白尾卓人君) 通告に従いまして、壇上より質問いたします。今回は、大きく２項目につい

て質問いたします。 

 第一に私は、これまで幾度かお尋ねしている地域公共交通網の再構築について伺います。地域

公共交通の諸問題は多岐にわたっておりますが、とりわけ、過疎地域における交通網整備と、福

祉行政としての交通網整備、そして、地方自治体独自の行政サービスの一環としての交通網整備

の３つにだけ絞って、私は質問いたします。 

 この３つの問題点について、私は、早急に対応しなければならないと考えております。これま

でに行政は、各課にて状況が異なる交通網を横断的に分析し、改善に向けたプロジェクトを展開

してきたにもかかわらず、一向にその方向性すら示されないことは大変遺憾であり、この問題を

真剣にとらえているのか甚だ疑問であります。また、私は、定例会にて提言していた民間事業者

の活用方や、受益者負担の原則等についても見守って、方向性さえ示されておりません。一体ど

うなっているのでしょうか。まず、総論としての答弁を求めるとともに、我が町だけではなく全

国の地方自治体にとって、この地域公共交通網の再構築及び検討については、重大な問題として

認識されている現状、我が町においてはどのように考えているのか、本当に危機感を持っている
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のか、ぜひ町長にお伺いします。 

 第二に、町立静内病院における循環器センター構想について質問いたします。この問題につい

ても私は、今年３月定例会において、町長及び所管部署を中心に質問いたしました。その段階で

は、今後、調査・検討するとの答弁をいただきました。しかし、私は、この循環器センター構想

には不確定要素が多く、特に、公立病院と民間病院との医療連携を優先すべきであり、患者様の

奪い合いになりかねない現状や、この循環器センターの設立コンセプトの稀薄性、病院運営にお

ける採算性や、または今後の人口動態を考えると、身の丈の病院運営をすべきであり、いささか、

循環器センター構想が唐突に思えてしまうのは、私だけではなく、多くの町民の皆様からも懐疑

的な声を伺っております。さらには、循環器センター設置における投資的経費は莫大な金額にな

るものであり、財政的にも大いに問題があるのではないでしょうか。私が指摘した諸問題につい

ての答弁を求めるところであります。私は、町政における政策は、今後、選択と集中、そして、

無駄・むら・無理を伴う政策は捨てるべきであると考えます。しかし、この循環器センター構想

は、町長の公約でもあり、町長ご自身の政治的判断がなければ遂行できない構想であり、町民の

皆様の意見等も分かれる案件だと思います。それでも町長がこの構想を推進していしていきたい

ということであれば、来年は、町長及び町議会は改選時期でもありますし、一定の意思表示を示

すときではないでしょうか。この構想をあくまでも遂行していくのであるなら、町長のその意思

をはっきりと町民の皆様に伝えるべきであると私は考えます。町長ご自身から意思表示をしてい

ただけますよう答弁を求めるところでございます。以上、壇上からの質問とさせていただきます。

ご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

          [企画課長 岩渕博司君登壇] 

○企画課長(岩渕博司君) 白尾議員からのご質問のうち私からは、１点目の、地域公共交通網の再

構築についての２点をあわせてご答弁申し上げます。 

 白尾議員ご指摘のとおり、新ひだか町における公共交通網のあり方につきましては、平成 26

年度に公共交通庁内検討プロジェクト会議を立ち上げまして、一般公共交通網のあり方とみずか

らバスなどの一般公共交通利用することが困難な方の移動手段のあり方の２つのテーマに分けて

検討を行いながら、これらに対する基本的な考え方をまとめたところでございますが、あれから

約２年、これらの考え方に基づく具体的なアクションを起こせていないことは事実でございまし

て、この点に関しましては、素直に反省してるとこでございます。しかしながら、言い訳になっ

てしまうかもしれませんが、平成 27年１月から運休しているＪＲ日高線の復旧のめどが立たない

状況が続く中、廃線を懸念する多くの町民の声を受けながら、早期復旧に向けた要望活動や関係

機関との協議に奔走しているとこでございまして、庁内検討プロジェクト会議の方針でもある白

紙状態からの協議・検討を表だって行うには、非常にデリケートな局面が続いてること、加えま

して、平成 29年２月には、ＪＲ北海道から日高線の復旧断念と、バス等による代替交通への転換

の方針が正式に示され、その対応を最重要課題として取り組んできたことなど、地域公共交通網

の再構築に向けた取り組みが進んでいない大きな原因と考えております。ただ、庁内検討プロジ

ェクト会議でまとめた基本的な考え方のとおり、既存路線の統廃合による赤字バス路線の解消、

民間事業者の積極的活用、受益者負担の適性などに取り組みながら地域住民が真に求める公共交

通体系を持続的に運営していくことを念頭に取り組んでいく方針には変わりはございませんので、
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ＪＲ問題の解決に向けた動きと並行してどこまでやれるかは明言できませんが、解決すべき重要

課題という認識は常に持っておりますので、今しばらく見守っていただきたいと考えております

ので、よろしくお願いします。以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

          [静内病院事務長 米田一治君登壇] 

○静内病院事務長(米田一治君) 白尾議員からの、循環器センター構想に係るご質問につきまして

答弁申し上げます。 

 町立静内病院では、循環器を中心とした各種医療や血液透析などを必要とする患者様の治療に

ついても日高中部圏域で完結させていこうと、人工透析治療や心臓リハビリなどにも取り組むこ

とができる(仮称)循環器センターの整備に向けて、昨年度、町立静内病院内に設置いたしました町

立静内病院循環器センター整備検討委員会におきまして、管内・町内の患者の状況ですとか、必

要とされる施設等の現状と課題を整理いたしまして、いわゆるたたき台となります基本構想をま

とめ、理事者、財政担当と協議を行ったところであり、３月の定例会での白尾議員の質問に答弁

申し上げたところでございます。本年度におきましては、事業計画の策定作業を進めております

が、基本構想の中で掲げている現状と課題をもとに、町立静内病院が担う役割を明確化するため

の基本方針をはじめ、施設規模や機能、投資規模、整備手法、収支計画、人員確保について、身

の丈に合った運営が可能な事業計画の精度を高めるため、医療経営や医療設備に精通した医療経

営コンサルタントにこれらの項目を精査させるべく委託業務の発注準備を進めているところでご

ざいます。また、町内外との医療連携に関しましては、患者様の紹介・受入れを行う地域連携室

の強化を図り、地域医療連携のための体制の充実を図ってございます。今後とも、患者ニーズな

どに応えられるよう二次医療機関や地元医療機関との連携強化を進めてまいりたいと考えてござ

います。なお、新しい施設の整備・運営面におきまして、来年４月に比較的大きな規模で改定が

予定されております診療報酬の動向、既存施設の老朽化に伴います更新時期との兼ね合い、建物

や設備などのイニシャルコストのほか、技術職員の確保や設備保守等のランニングコストに応分

の財源が必要となることから、町財政当局とも十分協議しながら循環器医療の充実と併せまして

循環器センターの開設に向け努めてまいりたいと考えてございます。以上で答弁とさせていただ

きます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 壇上の答弁は、ひと通り受けましたけれども、町長に、私、答弁求めている

部分もございますので、その部分がまだ私の壇上の通告の質問に答えておりませんので、町長の

答弁を求めるところでございます。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 失礼いたしました。お答えをさせていただきます。この循環器センターの開

設に向けての答弁ということでございますが、このことにつきましては、私も公約として掲げて、

ここ３年半、いろいろと内部の協議を進めてきたところでございます。そこで、今ほどの病院事

務長の答弁にもありますように、また、今議会でもいろいろ論議され、指摘も受けておりますが、

財政の問題もありまして慎重な検討をしなきゃならないということで、ずっと年月を費やしてき

ているという状況にあります。これにつきましては、白尾議員ご指摘のとおり、私自身も相当用

意周到に調査ですとか検討を進めて、いわゆる着手のゴーサインを出さなければならないという
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ふうに考えているとこでございます。この３年半の中でもいろんな循環器医療を取り巻く環境の

変化と言いますか、特に、メイン的施設の一つであります人工透析というここのところにつきま

しては、なかなか、今日、医療技術の進歩等もありまして、大がかりに整備をすると医療の進歩

による医療技術とでも申しましょうか、その進歩による取り組みで、大きな設備投資があだにな

るということにもなりかねません。したがいまして、いろいろ協議の中では、どうしても入院を

されて、あるいは入院をして人工透析をやりながら治療を受けるというようなケースの場合を想

定して、それに対応できるというようなあり方、これを考えたりもしております。いずれにいた

しましても、今ほどのご指摘のとおり、このことは実行するということで進んでおりますが、中

身につきましては、私自身、当初抱いていたものとは、かなり違うと。それこそ、今ほどのご質

問とか答弁にもあった、身の丈に合った運営が可能な、そういう計画を持って進めてまいらなき

ゃならないということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) これで壇上での答弁いただきましたので、何点か再質問させていただきます

ので、よろしくお願いします。 

 まず、この公共交通網の検討、私は、３つの分野で絞って質問いたしました。これは、私が３

年前、２年半前ですか、初めて当選、１期生ですから、そのときから質問していることでござい

ますし、その間で、先ほどの壇上の答弁では日高線の問題があったということでございますが、

確かに、企画の担当課は苦労されているのはわかります。わかります。日高線の部分に関しては、

いろんな議論があった中で、考え方は違えども、もう実際に、代行バス等は走っている。いわゆ

る動脈の部分は走っているわけです。ということは、確かにイレギュラーな状況ではあったかも

しれないけれども、実際には議論を始めたスタートのときからの状況と何ら変わりはないと思う

んですね。その点についてはどのようなご認識がございますでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) ＪＲ日高線を利用されている皆様にとっては、当然、代替バスのほうは、

時間ですとか定時制の関係と速達性の関係ですけども、なかなか列車のようにはいかないという

とこの不便さを感じていらっしゃっている。ですから、早急な対応策を考えなければならないと

いうふうには考えておりますけど、現在、協議会でも、委託にかけながら、いろいろな手法につ

いての検討を進めておりますので、その辺、遅々としてなかなか進んでおりませんが、その辺は

強く感じているとこでございます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) もう一つお伺いします。ある程度の答申、これは横断的に、各所横断的にそ

れぞれの持ち場でのいわゆる公共交通網の、例えば、さっき言った福祉であれ行政サービスだっ

てございますよね。それを吸い上げてある程度一本化するっていう部分でこれまで報告がござい

ましたけれども、今の段階で結構ですけれども、全くゼロベースなのか、それとも、ある程度の

答申がまとまりつつあったのか、その部分をお伺いします。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 地域公共交通の検討会議におきましては、平成 26年度から精力的に町

内の公共交通網の見直しと言いますか、いかにするべきかということで検討を進めておりました。

それで、結論的に申し上げますと、27 年の 10 月 19 日には一応、一般公共交通を利用される方、
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それと、なかなか自力ではバスの乗れない方というテーマの２つのテーマに沿いまして、検討協

議の結果報告を 27年の 10月の 19日に報告書を提出させていただきました。ただ、内容的には、

なかなか課題に対する対策まで検討させていただきましたが、何せＪＲ日高線が止まっている中、

動脈幹線というところの部分がございましたので、すべてをそのままいくわけには、その当時は

まだいかないと。なぜかというと、日高線について早期復旧がいつになるかわからない。そうい

う部分もございます。今現状で申し上げますと、ちょっと、今の現状で申し上げますと、国土交

通省が今進めております路線バスの経営改善の関係で、２年連続、補助金の削減が提示されまし

たが、それは許可されましたけども、それに対する額、バス会社に対する経営改善、要は、幹線

系路線に関する生産性向上の取り組みをしなさいということで地域の自治体、及びバス事業者と

ともに、それは検討させていただいています。ですから、その部分も含めまして、幹線系と申し

上げたので、それも一応、動脈系と申します。国道を走っております。それと、地域内をそれぞ

れ、日高管内の地域内を走っている毛細血管と申しますか、その部分も含めて今後、白尾議員は

３点についてご質問いただいておりますけども、私どもは地域というのも、日高管内というとこ

ろも含めまして検討させていただいておりますので、その辺は理解をよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) なかなか、大くくりでまとめるのも大変ですし、個々の行政サービスの部分

であれ、福祉サービスの部分であれ、これをまとめるの大変です。ましてや、私がよく、前回、

前々回の質問でも静内地区と三石地区の状況も違いますよという部分もございます。また、それ

に伴って、例えばコミュニティバス。これ、行政のサービスの部分の公共交通の部分でとらえて

いるんですけれども、その部分でも、先ほど同僚の阿部議員の議論の中でも費用対効果の部分で

あるとか、または、今度、財政当局にお伺いしなきゃいけないんですけれども、そうした事業の

部分での重要度というものも出てくるかと思います。さらには、移送サービス、これは静内地区

と三石地区では方法が違ってきてる。静内地区では、直の部分、プラス民間事業者の方が参入さ

れて移送サービスを行っている。三石地区に関しましては、直でやっているというようなことも

あって、いわゆるダブルスタンダードに近い形になっているんですね。その分の、いわゆる整合

性・統一性もある程度やっぱり示していかなきゃならない時期だと思うんですね。そこでまず、

福祉行政について、福祉行政としてのその公共交通網についてお伺いしたいんですけれども、今

言いましたいわゆる移送サービス、この部分に関しましては、現在、静内・三石地区で、今言っ

たようにやり方、方法が違う。なおかつ、この移送サービスに関しましては、基本的には無料で

実施されているものでございます。ただし、この無料っていうものも、今後恐らく、後から議論

になりますけど、受益者負担、この部分にもつながってきます。その中で、ちょっとこれは財務

サイドにお聞きしたいんですけれども、いわゆる無料というのは、これは、町独自の部分の政策

なんですよね。自治体によっては、それは有料であったりとか、または、本当に、福祉とかにと

らわれず、高齢者を対象で無料にしている。いろいろなパターンがあるんですけども、その部分

において、現状、あとから議論しようと思っていたんですけど、受益者負担って言葉でましたの

で、その分についてどのようなお考えを持ってるのかということを、ちょっとお伺いしたいんで

すけど。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) 今回の議会のあとに、使用料・手数料の関係でいろいろご協議した
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いと思っておりますけれども、町の、この移送サービスだとか、地域公共交通、これだけにとら

えることではなくて、全体としてそういうサービスを受ける部分については、受益者負担をいた

だくというのは原則だと思っております。ただ、ものによっては、政策として、例えば減免、ど

の程度の程度の減免が正しいかというのはまた別論議として、そういうものも政策としてはあり

得ると。基本的には、使用料・手数料も含み、サービスを受ける場合については、受益者負担を

いただくというのは基本的な考え方であるというふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) これは当然、政策的な行政サービスかと思うんですけれども、やはりそうし

た部分も私は、それこそ、あまりこういうことは、議員としては本当は言っちゃいけないのかも

しれないけれども、応能応益、受益者負担、こうした部分は私はやはりもうこれから言っていか

なきゃならない。財政的な部分もそうですし、やはり、税を納めている方の不公平感というもの

が出てきているんですね。一部の方がそういったサービスを受けられる。これ、無料だと。その

部分では当然、これ行政サービスの一環ですから、当然、そこには納税、負担者がいるわけです。

じゃあ、その方にとってはどうなんだという話になってきます。ですので、私はあえて、それこ

そ財政錯覚にならないという部分におきましても、そうした部分の検討も必要じゃないかと。た

だし、そこでは当然、減免の部分の対象というのもつくらなきゃいけない。でも、反面では逆に、

いわゆる納税高額者でも、納税している分ではやはり、行政サービスを薄くても受ける部分も必

要に、今後なってくるんじゃないかと思うんですよね。それがいわゆる中負担の中政策というも

のになってくると思うんです。今までは本当に、弱者を救うという部分で福祉政策では遂行され

てきました。ただし、今、社会の情勢としては、弱者は、じゃあどこに置くのかということにな

れば、10年前は 400万世代がベースでした。ところが今は、300万前後の方々が一番、山が多い

んですよね、所得者層としては。つまりその方々というのは、グロスの金額ですから、そこから

控除の部分を引けば、実を言うと 200 万円台に近い方々なんですね。そうした方々の所得層が圧

倒的に増えている。ということは、その部分の方々も実は弱者であって、でも、お互いに支え合

わなきゃいけないという部分でいけば、やはりある程度の負担をお願いするかわりに、逆に付加

価値をつける。こうした部分のメリとハリをつけていく政策が私は必要となってくると思うんで

す。その点につきまして、財政サイドはどのようにお考えでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 今、白尾議員が言ったこと、もっともだと私たちも思っております。当

然、弱者救済っていうのは、相互扶助ということを考えると当然、今後も続けていかなければな

りませんし、そういうことで住民の安定した生活を守っていくということもありますが、逆に言

いますと、税金を納めていただいている方々、この方々についても、同じように公平に行政サー

ビスを受けていただかなければならないかという考えは同じ意見でございます。ただ、公平・公

正というところで言いますと、所得が多いから、たくさん税金を納めていただいているからサー

ビスをたくさんということは、今、所得の再配分という言葉を考えますと、すべて、そういうこ

とにはならないということも思っておりますので、財政サイドとしては、負担できる方には、一

定程度の負担をしていただくということは原則としておりますし、負担のできない方については、

例えば政策で減免するとか、他のサービスを受けていただくとかという方法で住民のサービスを

提供していくことが重要でないかなというふうに考えてございます。 
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○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) そうした観点から、そこでいくと議論が合致すると思うんですけれども、例

えば、私は常に民間事業者の部分の話をよくします。これは、今議会でも生産性人口の減少とい

う部分の話も出てました。その中で、やはりこれまで行政というのは、直接雇用の場でもあった

わけですね。それが、嘱託職員か、パート職員かという部分であっても雇用があったんですけれ

ども、トップランナー方式であるとか、または、そうした行革の部分、私は行革ってちょっと疑

問に思うんですけれどもね。それでもやっぱり、そうした国の指針に従ってやっていかざるを得

ない。その中で、逆に、民間事業者の方がそうしたビジネス、または、ＮＰＯであればＮＰＯの

そういう社会的活動の中で、そうした民と官が共同で一つの事業を行う次元に来てるかと思うん

ですね。それで、その中で例えば、静内地区の福祉の移送サービスに関しましては、実際に民間

事業者がもう入ってきてる。実際にもうやっている。じゃあ今度、そこで受益者負担がどのこう

の、どうするかって部分は次の議論になりますけれども、そこまでの部分はこれから検討される

ことだと思います。ただ、三石地区の場合は、直でやっていると。会社もあれば、タクシー会社

もあれば、ＮＰＯ法人もあるということですよね。そこで、ダブルスタンダードが生じていると

いうのが現状です。また、道路運送法の 79条の３項、ここでは、いわゆる福祉の有償運送のいわ

ゆる白ナンバーの部分ですよね。この部分をうたっていまして、これは、主たる事業者は当然、

町でございます。ただし、町は、その部分において、民間事業者、いわゆる有資格者に対しては

仕事を発注できる、そういう解釈になってます。私は、室蘭の陸運局の担当者にも聞いてきまし

た。お話を。そういう答えがでております。つまり、民間の部分の人ができるっていうことなん

ですね。ですので、私は２年前からずっとその話をして、逆に、民間でできることに関しまして

は、民間でそれはやっていただきたいという部分を提言しています。そこで、これはまた最初の

議論になってしまうんですけれども、そうした部分の、もう一度、仕切り直しでないですけれど

も、民間事業者さんとも、町を含めてまして、そうした話合い、公共交通網会議の中でもある程

度の合致はしてると思うんですけれども、そうした部分での仕切り直しということを行う予定と

いうのはございますでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 阪井域振興部長。 

○地域振興部長(阪井典行君) 三石地区の移送サービスの民間事業者の参入ということでござい

ますけども、これまで、この報告書が出てから、私ども、何ら検討してこなかったということで

はございません。してきた中で、いろんな障害、それから、有償化ということも考えてまいりま

した。そういった中で今、実施に至っていないと。議員の言葉をかりるならば、方向性が定まっ

ていないということでございます。結果として、今、立ち止まっているような状況でございます

けども、今、これが立ち止まったという認識を私ども持っていません。ただ、今の状況の検討し

てきた中では、できないなと。今までの考え方の中ではできないなと。であれば、またこれを継

続して、また別な方法なりそういったものを考えながら、有償化あるいは民間事業者等も含めて、

今後、政策としてとっていくという考えは持ってございます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) いずれにいたしましてもこの問題は、もう静内地区では民間事業者、会社で

すよね、そうしたところが入って、実際にサービスを行っている。できることですので、逆に言

うと、行政のスリム化っていう部分になってきます。これが、しいては、先ほどから同僚議員か
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らも議論があったように、政策の集中と選択ということになってくると思うんですね。町長に言

うと失礼なんですけれども、私も客観的に見まして、風呂敷の話で、かなり風呂敷大きくしてた

と思うんです。町長はその辺は、お認めになると思うんです。ただやはり、病院の話じゃないで

すけれども、ある程度、身の丈、それと今後の人口動態、さらには税収、そうしたものをやはり

考慮すれば、どうしても拡大はせずとも縮小になっていくしかないんですね。仕方ないんです。

これは。地方交付税交付金も減らされてる。直接税も減ってくる。ならば、やはり身の丈にあっ

た行政施策を遂行していかなければならない。そこでは当然、施策の見直し。先ほど総務課長か

らは、ゼロか 100 かという話もございました。来年度の予算に関しましては。私は、そうした大

胆な発想がなければ、本当に、あれもしたいこれもしたいと言っても、やはり集中しすぎちゃう

と財政負担が伴ってくる。このことがやはり、一番、町民の方々も懸念されてることなんですよ

ね。うちの町の金庫は大丈夫なのかということなんです。ですので、来年度の部分は、骨格予算

ではございますけれども、今の段階では。そうした部分を踏まえまして、民間にできる部分はや

はり民間に。ただし、公共、いわゆる社会インフラの部分、最低限の社会インフラは、安心・安

全の担保を保つという部分では、やはりそれは町が、そうした部分では力を発揮して、積極的な

部分も当然、出てくるでしょう。配管の更新であるとか、そうした部分もあるでしょう。そうし

たものは、ある程度必要な経費としては認めつつも、ほかの政策に関しては、今一度、吟味する

必要が私はあると思うので、その点は提言いたしますので、よろしくお願いします。それと、こ

の公共交通網の話でもう一つ、受益者負担の話は先ほどしましたけれども、よく、町民の方から、

三石の方からも実は言われているんですけれども、コミュニティバス、温泉行きのコミュニティ

バス、あれが、夜のバスが走ってますよね。それが幽霊バスだって言うんですよね。幽霊バス。

誰も客が乗っていなくて、中の照明がついてて道路を走ったら幽霊バスに見えると。これね、本

当に、幽霊バスを走らせて費用の部分はどうなんだというお話もございます。そうしたコミュニ

ティバスの部分というのも、私はそうした政策の議論が分かれるところだと思うんですけれども、

それを拾うのか、それとも捨てるのかという部分の話にもなってくると思うんですね。それは確

かに、地域の足でもありますよ。あるんだけれども、受益者負担のさっきの話が一つですよね。

それともう一つは、費用対効果の話です。この二つなんです。やはりこうした部分も地域の方々

は、やはりあればあったにこしたことはないんですよ。あればあったで。ただし、それこそ本当

に費用対効果の部分って、逆に客観的に見てる町民の方もいらっしゃるんです。その分に関して

は、やはり私は、抜本的な見直しが必要じゃないかと。そしてもう一つ、道南バスのいわゆる町

内循環バスもそうです。これも時間帯によっては、病院のちょうど民間病院さんをまわって町立

病院に行くときの朝の時間は混んでます。ところが、昼になったらまたこれも幽霊バスなんです。

で、夕方になって今度、高校生や中学生が帰るとき、このときはまた乗ってます。買い物客の方

も乗ってます。つまり、この真ん中の時間を走らせる意味があるのかなという部分を、私は、こ

れも町民の方から言われています。何で空バス走らせるのと。つまり、そうした部分でいったら

やはり、必要なんだけれども、費用対効果の部分も本当にもう実証、いわゆる検証をしていかな

ければならない。ある程度、身の丈に合った部分でいくんであれば、10本走っているところをや

はり、７本・６本にしなきゃいけない部分あるかと思います。そうした部分を含めまして、公共

交通の、その一部ですけれどね、これ行政サービスの公共交通網ですけれども、その点について

どのようなお考えをお持ちでしょうか。 
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○議長(細川勝弥君) 岩城企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 先ほどもちょっと申し上げましたけども、検討委員会の中で自らバスに

乗れる方のグループで、この地域コミュニティバスの検討をさせていただいております。その検

討の中身も、やはり乗客が少ないということで、この路線をどうするかという検討をさせていた

だいておりまして、今後、その検討内容を今後生かせるかどうか、他の路線、例えば、ほかのバ

スを持ってくるですとか、直営にするですとか、いろいろな方法があると思いますけども、その

選択肢の中の対策も載っております。それをこれから今後まだ更に、ほかのコミュニティ、移送

サービス、いろいろな、さまざまな観点をいろいろ織り交ぜながらでないと恐らく、例えば、ダ

イヤを組むですとか、車両の配置を決めるですとか、そういうことも出てくると思いますので、

その辺は十分検討させていただきながら、そういうふうに幽霊バスと言われるバスも、きちんと

乗客が乗れる時間帯にまわすですとか、そういう検討もさせていただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 一番、やっぱり、そうした、先ほどは私も壇上の質問の中で言いましたけど、

無駄・むら・無理、つまり無駄な部分って町民にはみられているんですよ。確かにこれまでの部

分でいったら、一人の方でもやっぱり乗っていただく、それが行政サービスの部分であるという

定義もありました。ただ、もうそういう時代じゃないかもしれません。ある程度の集中と選択を

しなければならない時期だと思ってますので、その部分については、やはり、議論を深めていた

だきたいと思います。最後に、この問題に関しまして、じゃあ実際、いつぐらいに方向性を提示

していただけるのかということになってきます。私は、ある程度壇上でも、質問の中で方向性が

ある程度示されるだろうと、ずっと待っていました。なかなかこの公共交通網の部分では、同僚

の阿部議員と私しか恐らく質問していないはずなんです。その中で私はずっと待っていたんです

けれども、なかなか返答が来ない。提示されない。いつぐらいに出ますでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 平成 27 年の３月・６月・12 月ですか、それらの定例会におきまして、

白尾議員からいろいろご質問・ご指導もいただいております。いまだにこのような状況では申し

訳ないと思っておりますけども、なかなか、私どももいろいろな日高線を含めた交通網の検討を

しております。現在も、先ほど阪井部長もおっしゃってましたけども、停滞しているわけではな

くて、内部ではさまざまな検討をいろいろな方向性を持ちながら、現在進めております。時期的

なものとおっしゃられましたけども、現在のところはちょっと、いつまでと、結論を出す時期が

まだ見えておりませんが、なるべく早急な結論を目指しながら進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) 今、私、いつ手挙げたらいいかなと思いながら。この問題ずっと私、答弁

してきてますんで。入りが広域のＪＲの話から入られたんで、途中から移送サービスって固定の

ものに移った。私、どっち答えていいのか。今の最後の、方針示すって、何の方針を聞きたかっ

たんでしょうか。移送サービスの方針なのか、ＪＲの問題なのか。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 私はＪＲじゃございません。ＪＲに関しましては、これは先ほど最初に言っ

たとおり、今、日高線は不通になってます。電車は走ってないけれども代行バスが走ってるって
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部分でいけば、取り急ぎは、動脈の部分は走っているわけですよ。走っているわけです。だから、

私が、これは本庄副町長ともよく議論した話ですけれども、いわゆる毛細血管の話です。その中

に、いわゆる福祉の部分があり、行政サービスの部分でもありと。その部分の話をしているんで

す。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) わかりました。それで、基本的にその方針を示す、今、移送サービスに特

化しておっしゃられたので、そこについてお答えすると、先ほどお話ししてたのは静内地区と三

石地区、最初は、三石地区はＮＰＯ法人に委託してて、静内地区は社会福祉協議会に委託してま

した。これが、委託はだめよということになって、両側、直営になってます。今も。福祉有償運

送やなんかは、こちらの法人さんがやってる。石井病院さんとか何カ所かやってるところがある

んですけど、移送サービスについては今ちょっと、静内地区のほうは２台では溢れてしまって、

北海ハイヤーさんを併用させていただいてますけれども、基本的には直営でやってます。私ども

がずっと検討してきたのは、特に公共交通機関、そういう法人さんの、あるいは北海ハイヤーさ

んだとかがない三石地区について、ＮＰＯ法人の方々が、何とか民間として地域のことは地域で

やりたいというお話をいただいて、それじゃあやる方向で何とかっていうことで、ずっと、これ

本当に何年にもなりますけど、協議を続けさせていただきました。担当のほうも、この直接の協

議は担当がやってくれてますから、私も何回かお会いして話は聞いてるんですけど、今一番のネ

ックは有料化の問題。これが方針として、住民の方々からも受益者負担としてとって継続してほ

しいという意向があって、町としても受益者負担いただきたいと。ただ、それが、ナンバーの問

題だとかいろんなことがあって、なかなか直営ではとれない。法人さんがやるときにも、今度は

金額の問題が新たに噴出して、なかなか今、直営でやっているものを上回るような要求があって、

それではなかなか民間さんにはできない。ですから、ＮＰＯ法人が移送サービスというか、過疎

地有償運送をやってる同等の話であれば、私たちも財政的にも有利になるし、財源削減になるし、

地域のことは地域で守っていただけるし、ということでずっとやってきていて、それが、移送サ

ービスをやるとなったらそうじゃないんだということになってきたもんで、また、暗礁に乗り上

げてるということで、本当に長い年月かかって申し訳ないなというふうに思っておりますが、住

民の方々は、今も、直営もＮＰＯ法人の事業としても何ら変わらずに運んできてくれています。

ですから、事業としては、確立はしてるんです。ただ、手法としての有料化の問題だとか、そう

いう問題はまだ残されている。これは、最初に申し上げていた問題提起の中での部分については、

解決していないよという趣旨で、私、申し上げておりますので。今のままでいくと、直営を継続

してるもんですから、住民にとっては何の変更もない。これ、ＮＰＯに委託しても何の問題もな

く、同じことになるんです。ですからそこについては、期限を決めてということよりは、今の方

たちが、自分たちのＮＰＯ法人の事業として地域を守るという最初の本当に貴重なものの考え方

を引き続き私どもに言ってくれれば何のことはないんですけど、なかなかそこがまだ相容れない

状態で、何とかご理解いただきたいなと思って、担当のほうもお話を続けているという状況にあ

ります。くどい話になりましたけど、いずれにしても住民の方々には、この移送サービスについ

ては、一切、不便とかそういうことはおかけしていない。もう一つ、コミュニティバスの話もあ

ったんで、ついでにお話しさせていただきますが、コミュニティバスも当初、通院バスと温泉バ

スを単独で目的バスとして走らさせていたものを、何とかうまくローテーでということで、私、
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22 年にいたときに町長の指示を受けて、何とかこれをコミュニティをということで 25 年から試

行を始めたんだと思いましたけど、こういうふうにして今に至ってます。ご指摘のこと、昼間の

１便、要らないんでないかというのは、地域の方から私どもにも届いております。ですから、も

う４年経ちますんで、本当に必要のないものを、空バスを走らせる理由はないっていうのは当た

り前のことで、地域の方が本当に、全員が、いやそれ、財政健全化だから１便削ってもいいんで

ないかっていうような話が了解されれば、それは私ども、どうしても走らすというんではないん

ですけど、公共交通としての役割としては、今、時間割を組んで、何時にここを通過しますよと

いうような便を出してますから、これは、今のところは継続している限り、その便としては同じ

ところをまわって、住民不安がないように、利用者不安がないようにと思ってやっています。で

すから、今最後にご指摘いただいた部分については、今後、地域の方と協議させていただいて、

できるだけ無駄のないようにさせていただきたいなということは、今後早急に協議させていただ

きたいというふうに思います。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 親切なご説明ありがとうございます。私もこの点につきましては、本庄副町

長とは、かなり深い議論をこれまで定例会を通じましてしておりますので、副町長が何をおっし

ゃりたいのか私もよくわかりますので、そこのところは私も十分わかっております。そうした、

いわゆる無駄のない施策を講じていただければと思います。さらには、今後ますます人口動態の

こと、または、そもそもバスの運転手さんも足りなくなってきますよ、これから。そうした部分

でいったら、本当に、根底に何かあるのかってことは、やはり根深い。ただ本当にバスを走らせ

ればいいってもんでもないし、それを安定的に、動脈の部分であれ毛細血管の部分であれ、そう

した雇用の確保すらままならないという状況でもございますので、より、これは先ほどから申し

ておりますように、ある程度の方向性だけは示していただきたいと思っておりますので、よろし

くお願いします。この公共交通網につきましては、質問を終わります。 

 次に、循環器センター構想について、質問移りますけれども、私は３月の定例会でも、ある程

度、私なりの指針を出してます。これは、民間病院との、いわゆる官民の連携である。そして、

先ほど町長もお話ございましたけれども、身の丈の病院経営であるということを私は３月の定例

会でも提示しております。そこで、ちょっと一つ聞きたいんですけれども、メインが透析患者様

の処置にあたるということに、メインとしてはなるかと思うんですけれども、ちなみに透析の１

台当たりの機械のお値段っていくらぐらいなんですか。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

○静内病院事務長(米田一治君) 透析装置の１台当たりのコストっていう部分につきまして、ちょ

っと調べたものがございましたので、ご報告したいと思いますけれども、いわゆるセントラル方

式、メインの機械にいくつぶら下がっているかという集中管理タイプの機械で、規模が小さいも

ので、大体５床タイプというのがあるそうなんですけど、これでいくと、ちなみに、9,000 万円

ぐらい。それから、ちょっと規模が大きくて 15床タイプのものですと 1,600万円ぐらいかかるん

だそうです。すみません。桁間違っていました。１億 6,000 万円ぐらいです。申し訳ございませ

ん。それから、補助的に設置するもので、１台ごとに機能するようなもの、１台ごとに管理をし

ていかなければならないんですけれども、こういったタイプであれば１台当たり 1,000 万円ぐら

いというふうに聞いてございます。わりと高価な医療機器という認識でおります。以上でござい
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ます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) びっくりしました。私、ゼロがね、逆に、最初の 9,000 万が 900 万かと思

いましたけれども、５床で 9,000万、15床で１億超えると。これ、あくまでも最初の購入ですよ

ね。そこから、メンテナンスであるとか、または機器の更新が何年ぐらいかってありますよね。

その辺も教えていただけますか。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

○静内病院事務長(米田一治君) その装置を機能させていくのにどのぐらいかかるか、あと、寿命

は、みたいな感じなんですけれども、大体、医療機器の高価なものの標準的な寿命というのは、

おおむね８年ぐらいでございます。ただ、ものによっては、透析装置の部分を直接聞いたことは

ないんですけれども、おおむね頑張って使って 10 年ぐらいというようなふうに聞いております。

それから、これらの機械を運用するにあたって、各種付帯装置なんかもございますので、そうい

ったものはもうちょっと短いサイクルで更新がくるものもございますし、また、材料として購入

していかなきゃいけないような薬液ですとか、そういったものもかかっていきますので、直接、

ちょっとまだ運用したことがないので、何とも言いかねる分であるんですが、これを使って患者

様の対応をしていくためには、それなりの運転費用がかかるだろうと。ただ、透析治療に関しま

しては、こういったものを踏まえた上で部門的に考えますと、黒字に、今のところとらえること

のできる部門というふうに考えておりますので、透析治療というのはお金がかかるんだなという

ことを、私どももちょっと驚いたとこでございますけれども。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 今、事務長が黒字になる見込みって言うんですけど、逆に言うと、見込みな

んて怖いんですよ。私は、そういう不確定なことはあまり言わないほうがいいと思います。あく

までもずっと、ベースとしてはまず、基本構想のきの字もまだ見えてこない段階なんですよ。だ

から私は、大体機器はいくらですか、メンテは大体どのぐらいですか、いくらかかるんですかっ

て、ざっくりとした部分を私は今、聞いてるだけで、そこの部分の深い話は聞いてませんよ。ま

してや、事務長、そういうふうにおっしゃるのであれば、人口動態考えてください。そのとき、

人は減ってくんですよ。８年から 10年の、例えば、ミニマムで８年とみましょうか、また８年後、

更新するわけですよ。そのときに、８年、８年で更新する。なおかつ、維持費かかりますよね。

これ、莫大な金額になるんですよ。なおかつ、人件費、ドクターですよ、ナースですよ、療法士

ですよ。こうしたいわゆる人的コストを考えれば、私は、10億以上はかかるのかなと。当初の部

分ですよ。まだそれは、海のものとも山のものともわからない漠然とした中の数字ですよ。そう

いうような話が回ってましたので、それを黒字だからっていう部分で言っても、逆に、また更新

費だってかかるわけですよ。だから、黒になっても結局またドンとなったら、ちゃらか、赤にな

るかもしれないじゃないですか。だから私はあまり、その部分は、ある程度具体的なプランニン

グができてからでかまいません。見込みの話は結構です。実際の数字の部分を私、聞きたいんで

す。それともう一つ、これは札幌の場合ですけれども、市立病院で救急医が大量に退職したとい

う部分がございます。札幌圏でも医師はどんどん辞めてってます。大きな病院でも。つまりこれ

から、ドクター、ましてやなかなか医学部というのは、いきなり 100人の定員のところ 200人に

なりませんよ。いいところ５人増えるか、３人増えるかぐらいですよね。過疎の自治体は、医者
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の場合、都市部でもドクター辞めていくんですよ。という場合に、今度、ドクターの確保ってい

う問題もございます。この点については、どのように今のところは考えていらっしゃいますか。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

○静内病院事務長(米田一治君) 安易な答弁をしてしまって申し訳ございませんでした。 

 まず、ドクターの確保についてでございますけれども、これは私どもが、当院院長を頼って大

学病院を訪問させていただいて、出張医の派遣をいただいたりだとかということで、実際、医師

は足りておりません。そういった形で急場をしのいだり、それから、多少経費はかかりますけれ

ども、業者の仲介を使って確保したりということでございますけれども、一応、来てくださった

ドクターが長く継続的に来ていただけるか、もしくは、居ついてくださるかという部分が非常に

難しゅうございます。それから、ある程度循環器医療を確固たるものにするための、その意味合

いとして循環器センターという表現を使わせていただいておりますけれども、これもある程度、

透析医療を日高中央部で満足のいくものを揃えていこうじゃないかといっても、当然、新たな医

師の確保が必要になってまいりますので、これは、事業の進捗が見えた段階で募集をかけていか

ないと、極端な話、間に合わなくなってしまうということになりますので、この辺は、鋭意努力

していく部分だというふうに考えております。また昨年、余談になりますけれども、昨年、当院

にいらっしゃってくださいました内科の先生も昨年 11 月でお辞めになったということもありま

す。ですから、一度来ていただいたドクターがずっと当院にいてくれるという保障はないんだと

いうものを肝に銘じまして、医師の確保等につきまして頑張っていきたいなというふうに考えて

おります。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) もう１点伺います。先般の川端議員の質問に対して、透析の、これは静仁会

さんのことをおっしゃっているかと思うんですけれども、ちょっとこれ、私の認識が間違ってい

なければいいんですけども、静仁会病院さんには 29台、ベッドがあるということでよろしいんで

すよね。そういたしましたら、例えばこの循環器センター構想について、当然、私が壇上質問で

言ったように、患者様の奪い合いになる可能性がある。そうすると、静仁会さんにも当然影響が

出てくる。そうした部分で、静仁会さんとのお話し合いとかされたことがございますか。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

○静内病院事務長(米田一治君) 町内の他の医療機関と相談したことがあるかという部分でござ

いますけれども、私どもが循環器センターと称した事業計画を立てるに当たって、基本的にはま

ず、商業的にいくと、客体になります患者様がどのぐらい見込まれるかっていうところにもより

ますので、そちらのほうにつきましては、道ですとか、国のほう、オフィシャルで発表されてい

る数字をもとに、試算をさせていただいたということでございます。それで、具体的に申します

と、町内で透析治療を必要としてる患者様が。 

          [何事か言う人あり] 

○静内病院事務長(米田一治君) いいですか。静仁会さんと当院で、透析治療を検討しているんだ

ということを相談、もしくは、投げ掛けをしたことはございません。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 先ほど川合議員が、質問の中で救急患者さんを受け入れる中で静仁会病院さ

んが比率的には多いということですよね。つまり、静仁会病院も地域に根差した医療をされてる
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わけですよ。救急医療の受け入れ、24時間体制、そうしたことでいけば、もう地域に根づいた医

療をやってるわけですよ。ましてや、透析の部分でいうと 29床、ベッドがある。その中で、私は

３月でも提起しましたけれども、やはり、そうした部分でいったら連携したほうがいいんじゃな

いかと。その辺につきまして、町長、私はそうした話し合いがあって、ある程度、静仁会さんも

了解した上で双方向でやっていきましょうっていう話だったらまだわかるんです。ただ、その部

分でいったら、私が懸念しているのは、まず、パイの奪い合い。患者様のパイの奪い合い。もう

一つが、ドクターの確保の部分で、当然、静仁会さんだってドクターの確保大変なんですよ。な

ってくると、同じ病院、目と鼻の先の病院で、いがみ合う可能性あるじゃないですか。その辺、

町長、そのようにお考えですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今ほどのご指摘につきましては、確かに懸念されると思います。それで、こ

のことにつきまして、私どもが詰めてって、いろいろ数字的なものも踏まえていったときには、

やはり、町内の医療の連携の関係から、そういったことを考えているということで話し合いを持

っていかなきゃならないと、このように思ってるとこでございます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) これは本当に必要なことですよ。狭い町内で、ましてや、目と鼻の先に病院

があって、同じような透析患者様の受け入れる施設をつくるとなったら、商売敵ができるような

もんですよ。ましてや、救急医療の部分では、私も消防議会に属していますので、いろいろ聞い

てますよ。その中ではやはり静仁会さんが、例えば、二次医療、三次医療の場合はもう札幌まで

行くという場合もございますよ。つまり、一次医療・二次医療・三次医療の部分では、ある程度

確立されてるわけですよ。公立病院たる私は、位置づけと言うのは、地域に根差した本当に身の

丈の病院であっていいと思うんです。それで結構なんですよ。つまり、本当に、例えばもし、循

環器センターをつくるんであれば、大体の患者様は内科の方が多いと思うんです。そうした内科

のドクターを１名確保しようかというほうが、まだ、それこそ待ち時間も少なくなるでしょうし、

患者様の回転率も早くなるかもしれない。そこで迅速な診察ができて、なおかつ町民の健康管理

についてしっかりしたデータベースをつくっていけば、病気予防の啓発活動にもなるし、また、

安心安全な地域の密着医、かかりつけ医にもなるわけですよ。ところが、両方で同じようなこと

をやってしまえば、当然それは、お互いに感じよくないと思うんですよね。どうしてそれ、話し

合いとかされなかったですか。もう一度お聞きします。何かしら接点がなきゃいけないと思うん

ですけど、何か、話し合えなかった事情があるんですか。 

○議長(細川勝弥君) 渡辺健康生活部長。 

○健康生活部長(渡辺洋一君) 歴史的な話をすれば、過去には、町が主催して地域医療救急懇談会

を催しまして、町内の各医療機関、ドクター集まっていただいて、町長を囲んで地域医療につい

て語る場を設けてございました。ただ、ある程度続けてはいたんですが、やはり内部のドクター

から、救急の部分、これについては各クリニックさんは関係ないでしょうと、まして、静仁会さ

んでは救急告示指定を受けている病院である。そういったことがあって、もう、この懇談会やめ

たらどうですかという話が内部からあって、それで、中段しておりました。ただ、これも実は、

町長の指示によりまして、29年、今年の２月に、実は再開してございます。救急の部分は除いた

地域医療懇談会といった場を催してございます。予定としては、年１回、継続して行う予定とな
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ってございます。ただ、参加するドクターについては、なかなか調整がつかないんですよね。開

催しても結局、大きな病院の相手方の院長の都合が悪くて、結局は欠席されている。そういう状

況となってございます。ただ、この地域医療懇談会につきましては、今後においても継続して開

いていきたいとは考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) ここにはそういういきさつがあったんでしょうけれども、こうした事業、い

わゆる医療事業に関しては、やはり、そうした分乗り越えて、腹割って話ししなきゃいけないと

思うんですよね。その分に関しましては、これはもう町長の、町長はそうした分の思いがあった

から再開したと、私は認識してますので、先ほど町長の壇上の答弁の中でもあったように、私は、

町長が積極的にこの循環器センターを積極的に大規模な部分の金額をかけてっていう部分からは

一歩引いたと思ってます。お考えがですね。ただやはり、１台あたりのコストであるとか、また

は、人口動態であるとか、最終的には購入したものの維持費ですよね。ランニングコスト。こう

したものを考えていけば、やはり私は、慎重にならざるを得ないんじゃないかと思います。これ

は、まだ具体的な提示もされてませんので、今後のそうした進捗状況を見て、また議論したいと

思います。 

 以上で私の質問終わります。ありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎延会の議決 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本日はこれにて延会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 本日は、これにて延会することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎延会の宣告 

 本日は、これにて延会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

                                  (午後 ４時５１分) 


