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○議員（須藤武保君・登壇）：５番、須藤。 

通告書に基づいて６問質問いたします。 

始めに地方交付税や税収入の減等、財政難が厳し

い中、村民の健康を守るため医療のみならず、福祉

・介護等様々な施策を講じていますが、今日猿払村

国保病院を始めとする多くの病院では多くの課題を

抱えております。医師や看護師の不足や診療報酬の

マイナス改定により病院財政の状況は厳しいものに

なっております。このような中、道は昨年８月、道

内を３０区域に分けて地域医療体制の維持を図ろう

とする自治体病院等広域化・連携構想案を示してお

ります。この構想案は医師不足や自治体の財政難に

対する市町村の区域を越えた広域な連携体制を確立

し自治体病院の規模や機能見直しを行うといった、

道から市町村、住民への提案ということで示されて

おります。道としては今後この構想を踏まえて地域

の住民が深まり、住民に身近な医療提供体制づくり

に繋がることを期待すると、地域自治体が主体的に

検討を行うことを求めています。一方この構想案は

各自治体病院ごとに規模縮小や診療所化等の方向性

が示されており、財政経営面からのみの改革を強く

意識したものとしか受けとれません。確かに村国保

病院も診療報酬のマイナス改定等で経営的に厳しい

状態です。 

しかし、財政経営面からのみで病院をとらえるこ

とは大きな疑問があります。地方において地域医療

等、社会保障が破壊することは過疎化に一層の拍車

がかかり、猿払という地域の破壊に繋がり兼ねませ

ん。地域を守るということは、将来の安心・安全を

担保しなければなりません。そのために将来の医療

等、社会保障をきちんとしていなければならないと

考えます。未来永劫、産業を守り、地域を守ってい

くためにも、自治体病院の問題について行政と地域

住民とで多くの課題について真の自治体病院のあり

方を地域から議論していく必要があると考えます。

この連携構想案は道内を３０の区域に分けており、

猿払村は稚内を中心とする圏域に入っております。

天塩・幌延を加えた北宗谷の自治体で、宗谷地域自

治体病院等広域化・連携検討会議を設けております

が、この連携検討会議における構成、検討会議の開

催回数や議題等、その検討状況と議論の内容につい

て明らかにされたい。 

そこでお尋ねします。今年５月、宗谷地域自治体

病院等広域化・連携検討会議が開催されたと思いま

すが、会議の目的、構成、村からの参加者、会議の

開催回数をお伺いしたい。問題等、その検討状況と

議論内容等を伺いたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：自治体病院の広域化

・連携構想の関係でございます。お答えを申し上げ

たいと存じます。 

この関係については一回しか実施されておりませ

ん。このような広域的な大きな問題を一回しか実施

されていないということ自体が私はおかしい、そう

いうふうに感じます。それも市町村職員を集めての

会議です。このような重要な問題をこのような形で

行って良いものか、どうなのかと非常に疑問を感じ

てなりません。批判ではこれはありませんけれども、

私は単なる国に対するアリバイづくりをしていると

しか考えられないと思っております。もしそうでな

ければもっともっと内容を中身を詰めた会議をやっ

ても良いのではないかというようなことも考えられ

ますし、私は単なる会議であってはならないと、や

はり広域行政というものは道が担うべき、道の広域

行政は道が担うべき性格なものであって、道の職員

が各構成市町村にあれだけの人数が居るわけです。

出向いてやはりその意向を聞き取る、そういうよう

なことがあったって私はしかるべきだと考えます。

そういう意味から全ての会議に、道がやる会議につ

いてはこの会議ばかりではなくして同じような手法

でやられているということに対しては果たして広域

行政に対する考え方だとか、地方分権に対する意識

だとかというものがまるっきり欠けているのではな

いのかとこのような感じがしてなりません。 

やはり道の職員がですね、支庁の職員が出向いて

来て行政の意見を聞くなり、やはり地域の村民の住

民の意見を聞くなりして、そこで改めてやはり問題

等の発掘が出来るのではないのかと私は考えている

ところでございます。やはり、その調査等これらを
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こういう連携会議、広域化を図るのであればそのよ

うな調査等を明確にやはりしていただいて、構成町

村の意見等を十分に把握することがやはり必要であ

る。単なる会議だけで済ませること自体問題である

と私はそう考えます。その場で意見の出ない町もあ

るでしょう。そうなるとどうなるのですか。これは

大変な問題だと私は思います。検討とか課題をやは

り発見するためには、為す術は私はこの会議ではな

いと思っております。それが道の手法と言えば手法

であると考えざるを得ない、そういうふうに私は思

います。道職員が市町村を回って歩くところにやは

り検討材料とか課題が見つかるものであります。こ

の会議ばかりでなく全ての会議等、この手法でござ

いますので、道職員はもっともっとやはりそういう

今の道財政も含めた行財政改革も含めた形の中での

危機管理意識をきちんと持った形の中でやらなけれ

ばならないと思います。このような自治体病院等の

広域化・連携構想についても行財政改革の一貫であ

ると、道の行財政改革の一貫であると私は認識をし

ているところでございます。そういう意味におきま

しては、道の職員をやはりどんどんどんどんとやは

り地域に降ろす、そして地域の直接会って意見を聞

くなり何なりしなければやはり明確なこの連携構想

何て出てこないと私はそう考えております。一回し

かやっていない、まだ今だに何も伝わっていないと

いうことはどういうことなのかと、まずそこを私は

考えなければならないだろうと思っております。こ

れが重要なものであるのであれば、もっともっとや

はり早急に会議を煮詰めてどんどんどんどんとやっ

ていかなければならない問題であろうと思います。 

従って先程言ったように単なる国から降ろされた

アリバイづくりに過ぎないのではないのかなと言っ

たのはそこにあるわけでございまして、決して道を

批判するつもりはございませんけれども、その手法

に私は問題があるのではないのかなと考える次第で

ございます。 

よろしくその点ご理解賜りたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：一回しか実施してい

ない、道の手法が悪いと村長の答弁ですが私もそう

思います。村長の話聞いていると道は何をやってい

るのだろうかとそう思います。 

 続いてその中の議題とか、検討、議論内容等をお

伺いしたかったのですが、これではお伺いするのが

ないですよね。分かりました。良いですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：若干また補足的な説

明をさせていただきます。 

 この会議には当村の二津事務長が参加していると

ころでございます。構成町村は先程議員もおっしゃ

ったように稚内市・猿払村・豊富町・利尻町・利尻

富士町・礼文町・天塩町・幌延町の８市町村の構成

となっております。浜頓別・中頓別・枝幸町につい

ては、上川北部というふうになっているところでご

ざいます。検討会議は稚内市で５月１９日一回のみ

の開催で、この会議については先程言いました事務

長が出席しておられます。そういう状況の中でうち

の事務長が質問に立って、その問題点等を十分説明

あった問題点について質問をした結果、道の職員は

黙りこくってしまったという実態も事務長から報告

を受けて、復命を受けているところでございます。

やはり道としては、稚内市を中核とする周辺町村立

病院を診療所化にするという考え方がありありと見

えると、これが一つの検討材料の大きな目的であっ

ただろうと思うところでございます。このような地

方分権を無視するような動きに思われる地域医療の

崩壊に繋がり兼ねない内容であったということであ

りますし、事務長はそういう考え方には立っており

ませんし、そういう意味におきまして質問をしたと

ころ道は黙りこくってしまって後は進まなかったと

いうことも事務長から復命を受けているところでも

ございますので、その点も合わせて報告をさせてい

ただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：事務長が出席したと、

でも事務長が質問しても答弁がないということでよ

ろしいのですね。地域医療の放棄という感じですか。

大変遺憾なことです。 

 続いてこの中で、道はこの連携構想案の住民の集
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約を各自治体が行うものと見解を示している。道の

連携構想にしても総務省の経営改善ガイドラインに

しても多くの地域住民がその内容を認識しているか

疑問である。村はこのことについて村民へ周知、住

民の声を集約する考えはありますかお伺いしたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 私、前段での道の見解として集約を各自治体が行

う等、これはもっての他だというふうに私は考えま

す。道が国から指示されてこのような考え方に基づ

いてやられていること、これはやはり道が広域行政

として、道がやるべきことであって、先程も言った

ようにやはり何で市町村がこれをやらなければなら

ないのかということですよ。この問題に関してはや

はり道は道としてのきちんとした行政をやってもら

わなければならない。道庁にはこれに対する責任と

いうものがあるわけですよね。単なる市町村に対す

る責任の転嫁でしかないと私は考えます。そのよう

に考える中で村におきましては、道がそのようなこ

とをやる前に村は、自分達の出来ることは自分達で

という形の分権の主旨に基づいて住民の声を集約す

ることはこれまで幾度か実施しております。平成１

６年にはまちづくり会議、村民１１名と職員・委員

６名で有床の診療所について協議・検討していただ

きました。提言では一概に無床の診療所への意向は

考えづらい、病院の問題を議論すると安心感を取る

か、金を取るかという選択になってしまいます。結

論としては病院の存続が必要であるという結論付け

がされております。こういうような提言を貰ってお

ります。また、平成１８年度に実施した病院のアン

ケート調査、これはインフルエンザの時だったと思

いますけれども、回答者４１０人の自由記載欄にも

診療所化するという希望する意見はまるっきりござ

いませんでした。 

従って住民の意見集約は、現段階ではするつもり

は私としてはございません。あとやっていただくの

であれば道がきちんと自分の道の責任においてやっ

ていただくということが私は必要であろうと考えて

いるところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：今の村長の答弁では、

現在は集約をするつもりはないということで良いの

ですね。 

○村長（森 和正君）：はい。 

○議員（須藤武保君・登壇）：分かりました。 

 この連携構想は自治体病院ごとの規模縮小や診療

所化の方向が示されている、また昨年暮れに総務省

が公立病院経営改善ラインを示し、公立病院の経営

改善を求めているが、経営面だけではなく真の自治

体病院のあり方について地域から議論すべきと考え

るが理事者の考えを明確に伺いたいということで、

これの答弁いただけませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 この連携構想案は、自治体病院ごとの規模縮小や

診療所化の方向が示され、総務省は公立病院の経営

改善を求めていると、経営面でなく真の自治体病院

のあり方について地域が議論するべきことと考える

と、これは当たり前のことだと私は考えます。これ

が私の理事者としての当たり前のことだということ

で、自分達のことは自分達で行うということがやは

り基本に立った形の中でこういう問題はきちんと整

理していかなければならない問題だろうと考えてい

るところでございます。 

また、先程申した住民の意見集約の関係ですけれ

ども、これはあくまでも診療所化希望する場合につ

いての意見の集約であって、その場合についてはや

りませんよということでございますので、その点そ

のように思っていただいて、いただければと思って

いるところでございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：村長の言うことは十

分分かります。もうこれはそのとおりだと思ってお

ります。この連携構想は、北海道の押し付けで村長

が日頃おっしゃっている地方分権に反するものであ

ります。今日の自治体病院の課題というものは、上

から押し付けでなくガイドラインを示し公立病院経

営改善プランの提出を求められていますが、総務省
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のガイドラインに添って病院のあり方を検討するな

らば、病院経営の面からだけの検討となるのではな

いでしょうか。村の財政から考えますと病院への助

成は１自治体では限度があります。地域のあり方に

ついて、地域住民を巻き込んだ議論をすべきと考え

ます。総務省の公立病院改善ガイドラインは特例債

にふれておりますが、そのお考えはありますか。お

伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一つ須藤議員さんに

お伺いしたいのです。特例債の意味というのは何か

お調べになったことございますか。 

○議員（須藤武保君）：特例債を使うのか、使わな

いのか。 

○村長（森 和正君・登壇）：使うのか、使わない

のか、特例債の意味というのは。 

○議員（須藤武保君）：私は知りません。 

○村長（森 和正君・登壇）：特例債というのは要

するに不採算病院、そういうような赤字の部分にこ

れを不良債務ですね。不良債務を抱えている病院に

対したもの、これがやはり特例債ということであり

ますので、うちの場合についてはそういうようなも

のは抱えておりませんので、特例債の必要性という

のは私はないと考えているところでございます。色

々とこれから病院を経営していく上において色々な

問題がまた色々と発生してくるとは思います。こう

いう制度も国の方でもってもらっても私は当然のこ

とだろうと考えているところでございます。 

しかし今の段階としては、特例債は使う必要性はな

いと考えているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：私もちょっと聞きた

かったのは、これからの病院経営には特例債も使っ

ていかなければ成り立たないのかなという気持ちで

質問をいたしました。 

今後、今のことろは特例債を使う必要がないとい

うことですね村長。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：そこで冒頭私お伺い

したのは大変失礼とは存じますが、特例債の意味と

いうのはお分かりですかと聞いたのはそこなのです。 

従って病院で不良債務を抱えているという場合に

ついて特例債が発行出来るということなので、うち

の病院の場合、不良債務というものは抱えておりま

せんので特例債を使う必要性はないということでご

ざいます。そういうことでございますのでよろしく

お願いします。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：私も病院経営の実態

を再三村長の方から聞いて分かっておりますが、あ

る程度こういう赤字財政になっていないということ

は伺っております。 

今後こういう状態が出た場合には、その赤字財政

とかこれに向かって病院経営をやっていくためには

その後、特例債を使ってでもまだ今の病院を現状維

持しなければならないのかなということを聞きたい

のです。分かりますか言ってること。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私はこの特例債の関

係につきましては、一応現在不良債務を抱えている

病院に対して２０年度限りの時限的な取扱いでござ

いますので、その後の問題についてはまた別に考え

なければならないものだと考えておりますし、やは

りその不良債務を出さないような形の中での病院経

営というものをやはり今後目指していく、それが本

来の責務であると私は考えているところでございま

すので、その点はご理解を願いたいなと思っている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：分かりました。 

 赤字財政を出さないように、これらからも本来の

責務、村長に本来の責務を遂行していってほしいと

思います。 

続きます。次にさるふつ温泉についてお伺いした

いのですが、平成１０年１０月から始まったさるふ

つ温泉についてです。 

当初３５０円の入浴料が５００円に値上げされた。

その後の利用者数がどうなっているかお伺いしたい

のであります。 
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例えば、３５０円から５００円になったので今ま

で鬼志別辺りから入浴に来た人が５００円になった

ら車代が負担になってとっても行くような状態では

ないとありますが、その辺は利用者数どうなってい

るかお伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：質問の途中ではあります

けれども昼食のため１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５３分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当初から入浴料は５

００円に値上げされたが、その後の利用者数がどう

なっているのか伺いますというようなご質問だった

というふうに午前中記憶しております。 

本年４月から公共料金の見直しをさせていただき

ました。利用者数の変化ですが、改定後が４月から

８月までと数値でございます。前年度同期と比較し

た結果、１９年度では１万４，９５４人であったも

のが、平成２０年度では１万２，００８人、約２割

の減少となっております。主な要因は１８歳以上の

入館者が２３％減少しているものの、高齢者の入館

数は若干ではありますが約１０％程度伸びておりま

す。回数券購入状況等も同様、１８歳以上の落ち込

みに対しまして、高齢者は約４割の伸びを示してい

るところでございます。料金の関係ですが、１８歳

以上で約１０％の伸び、高齢者の分については約５

３％伸びを示しております。 

また、入館者の推移、判断基準といたしまして回

数券の購入状況について調べたところ前年度比では

約２６％減少しているところでございます。入館者

が１８歳以上、１日券、回数券双方が落ち込んでい

ること、高齢者の購入が増えていることは値上げに

よるものなのか、どうなのか判断はちょっとつきに

くいのかなというのが今の現況かなと思っていると

ころでございます。値上げ以外の要因としては、や

はりガソリンの高騰等始めとしたやはり生活関連の

諸物価の高騰も大きく左右されているのではないの

かなと思っておりまして、マスコミ等でもよく報道

されておりますけれども、やはり近くに憩いを求め

るというようなことが大きく報道されているところ

でございまして、そういうような関係もあった形の

中で、さるふつ公園への全体的な入り込み数も減少

したのかなという関係があると思っているところで

ございます。観光客や昨年から比べまして自衛隊の

利用の減少とこういうことも見られるような状況に

もなっているところでございます。 

よろしくその点ご理解賜りますようお願い申し上

げたいと存じます。 

因みに、道の駅利用者、全体では４万３，４８４

人と対前年比で約２４％の減、キャンプ場では６１

１人で３４％の減、バンガローにつきましては１９

６人で約２２％の減少となっております。これらの

関係につきましても、先程申したような関連性が出

ているのではないのかなと思っているところでござ

います。ただ単純に値上げだけではというふうには

考えられない部分もあるのかなと考えているところ

でございます。 

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：さるふつ温泉の減は、

観光客が今年度は減っているのでその部分もあった

のかなと思ってはおりますが、自衛隊も少なくなっ

たということで良いのですね。 

 それでふるさとの家の方も同じポンプを使ってや

っていますよね。その辺はどうなのですか利用者。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応ふるさとの家の

関係につきましては、データ等はちょっとつかんで

おりませんけれども、この前も社長とお話しをした

時については若干の落ち込みがあるというようなこ

とは聞いているところでございます。管内全体的に

落ち込んでいるというような一般的な見方だという

ふうに考えているところでございます。 

よろしくその点お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 
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○議員（須藤武保君・登壇）：観光客も少ないしと

いうことですが、ふるさとの家の利用者の中に百寿

大学の関係もありますよね。その辺は利用者はデー

タとってますか。百寿大学の関係も温泉利用してい

ますよね。温泉の方。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 今、百寿大学と言いましたけれども、百寿大学は

温泉特に固定的に使うということではなくて、社会

福祉協議会の方でふれあいの方だと思いますので、

その辺ご了解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：教育長、百寿大学が

あれですけれども、そしたら高齢者の方の利用、教

育委員会でやっている、利用しておりますよね。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：百寿大学では恐らく

利用はされていないと思っております。社会福祉協

議会、保健福祉センターでやっておりますけれども、

この関係については一応利用しているというような

実態に高齢者の方達はあるとそのように伺っている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：質問の仕方が悪くて

すいません。 

 福祉の方の老人の人達がふるさとの家を使ってい

ますよね、実際に定期的に使っていますよね温泉を。 

○議長（山須田清一君）：小林産業建設課長。 

○産業建設課長（小林勝彦君・登壇）：今の須藤議

員の質問ですけれども、先程も村長も言いましたけ

れども、社会福祉協議会の方から入浴の免除申請あ

げて年２回程入浴されていると思っています。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：すいません私の勉強

不足で、続いてさるふつ温泉なのですが、大体入り

数とかそういうのは村長の答弁で分かりました。 

それで今後ポンプが故障した場合、入替え費用が

８００万円とか言われていますが、その後故障した

場合にはふるさとの家の方はどういうふうになって

いくのですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ちょっと確認させて

いただきたいのですけれども、今温泉が故障した場

合に温泉施設じゃなくて、ふるさとの家がどうなる

のかということですか。 

○議員（須藤武保君）：さるふつ温泉についてです。 

○村長（森 和正君・登壇）：だから今、ふるさと

の家がどうなるのかということだったものですから、

ちょっと確認したかったのですけれども。 

○議長（山須田清一君）：ちょっと休憩します。 

 

休憩 午後 １時１０分 

再開 午後 １時１１分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：ふるさとの家は入り

込み数が確認していないということ解らないという

ことですね。その後、さるふつ温泉について、今高

齢者のことで言ってたのですが、私の勉強不足でち

ょっと質問の仕方が悪かったかなと思います。お詫

びいたします。 

 続いて②ですが、ポンプが故障した場合入替え費

用が８００万円かかると言われているのですが、そ

の後故障した場合に村長はどのようにお考えですか

ということをお伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ポンプの温泉のポン

プの故障の関係ですが、大体２年耐年として２年か

ら２年半、これはどこの町村も大体そのぐらいの時

期で故障が起きているというのが実態があるようで

ございます。従いまして、以前からの見積もりから

いたしますと大体ポンプから電気系統からやぐらを

組んで管を全部引っぱり上げてポンプを上げなけれ

ばなりませんので、大体１，５００、１，６００ｍ

の所にあるわけですから、今は大体６００ｍから７

００ｍの所にポンプを置いていますけれども、そう
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いうような状況で上げなければならないということ

になりますと、かなりなやはりお金が掛かるという

ことが今までも７、８００万円かかっておりますし、

場合によっては故障の程度によっては１，０００万

円かかるかもわかりません。そういう状況の中でそ

ういう金額に置いた形の中でこのような金額が２年

か２年半に毎年かかっていくような状況であるので

あればですね、やはりちょっと問題なのかと、今の

財政状況から考えていきますと果たしてどうなのか

なと私は考えているところでございます。これらの

関係につきましても、やはり温泉は今の施設はなく

はいたしません。ただ銭湯にするか、それとも湯花

を使った温泉にするか色んな手法があろうかと思い

ますので、そのような方法も考えていかなければな

らないのかなというふうなこともありますけれども、

普通の銭湯で良いのだというのであればそれはそれ

としてあそこを憩いの場としての用途として使って

いく必要性があるのかなと思っているところでござ

います。 

従いまして、これらの金額につきましても、不透

明な部分がかなり多いということもございまして、

果たしてそのやった業者に対する信用度合いという

問題も私もちょっと問題もあるのかなとも感じては

おります。従いまして、これらの部分について今後

その金額等につきまして十分私は考えた形の中で、

議員の皆様とも協議をしながら進めていかなければ

ならない問題であろうと考えているところでござい

ます。 

その点よろしくお願いいたします。いくらだった

ら実施します、いくらだったら実施しませんよとい

うことは今の段階としてちょっと申し上げるのは無

理かなと思っているところでございますのでよろし

くお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：さるふつ温泉、今の

機械が故障した場合にはもう続けられないというこ

とですね、村長の考えは。銭湯みたいな形でもって

であれば続けていけるということにとってよろしい

のですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 その辺につきましては金額の問題も当然あります。

従いましてケースバイケースで、やはり議員の皆様

と協議をしながら進めていかなければならない問題

だろうなと考えておりますし、またいつかの時点で

はきちんとはっきりと明確にしなければならない時

期が来るのではないのかなとも考えているところで

もございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：これで私の質問終わ

ります。 


