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平成１８年白老町立国民健康保険病院の運営に関する調査小委員会会議録 

 

平成１８年１０月１３日（金曜日） 

   開 会 午前 １１時０４分 

   閉 会 午後  ０時２３分 

  

○調査事項  

 今後の運営方法について 

   

○出席委員（５名） 

小委員長   大 渕 紀 夫 君     委  員  熊 谷 雅 史 君 

       西 田 祐 子 君           吉 田 和 子 君  

        根 本 道 明 君     議  長  堀 部 登志雄 君 

  

○欠席委員（１名） 

副小委員長  宗 像   脩 君 

 

〇説明のため出席した者の職氏名 

 政 策 推 進 室 長   二 瓶   充 君 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

 事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

 主     幹   中 村 英 二 君 
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○委員長（大渕紀夫君） 白老町立国民健康保険病院の運営に関する調査小委員会を開会いた

したいと思います。 

視察の報告会の関係を最初にしておいてしまうというふうにしたいと思います。それで、い

ろいろございましたけれども、ちょっと後でも出ますけれども、10 月の 30 日。これは、一応

病院で時間とってありますので、まず、視察報告会を 10 月 30 日、10 時から行いたいと。 

シミュレーションとどちらを先にやるかということですから、こちらを先にやるということ

であります。 

ちょっと、吉田委員長の所は期間がまた２日間短くなりまして大変ですけでれども、長隆先

生に習って短時間で精力的にまとめをしていただきたいということであります。 

この後、日程については 30 か１日ですから良いのですけど、この後についてざっと言いま

すから、それについてはまずご意見ください。 

それで、一つは、職員の皆さん、マスコミの皆さん、町民の皆さんの傍聴を当然認めるとい

うことになるのだろうけど、これは呼びかけてなるべく職員の皆さんも参加していただいた方

が良いのではないのかなということで、この取り扱いをどうするかということです。まず、第

１番目。 

ちょっと、順不動ですけど。それから、各班が今の言う町側の席に出て、そして報告をそこ

で全員で行うというふうにしていかがかということの提案であります。そこには、一緒に行っ

た町の職員の方も座っていただいてやったらどうかと。報告する方は、どなたでも構わないと

思うのだけれども、そういう形でやる。一班、30 分位の報告。短いということであれば後で言

ってください。１ヶ所 30 分であれば、１時間になる、報告。私考えているのは、全体で 30 分

でいかがかと。１ヶ所、例えば２班で言えば、佐賀関と千葉で 15 分ずつで報告がどうかと。 

短かったら、もっと増やしても良いのですけども。30 分から 40 分、質疑を受けると。徹底

して質疑を受けると。議員さんは自分の行った所を含めてどんどんどんどん質問してもらうし、

ということで、質疑は 30 分から１時間と見たのだけど、１時間なかったら 45 分位まで。おお

むね、時間制限無しということで行きます。 

そこで、フロアからの質問は認めるかどうかと。例えば、職員の方、行ってない方いらっし

ゃるでしょう。そういう方々の質問をどうするかと。マスコミの方からは質問は無いと思うの

だけど、町民の方からの質問があったらどうするかということも、ちょっと話をしておいたら

良いかと。そんな面倒なものでなくて、資料として出した方が良い、相手からいただいたもの

も含めて、これは出たら白老で良く分かってくれますよというようなものがあったら、各班で

出したらどうかと。ただ、フロア何人来るか分からないし、膨大な量というわけにはいかない

から、何ぼ多くても２枚から３枚程度と、一つの班が。こんなものを出したら、こっちの方が

財政的なものまいっちゃいますから、そんなことは出来ないでしょうけども、それ位は良いの

ではないかと、私自身は思っているけど、どんなものですかということです。それから、報告

の方法については各組自由としますけれども、なるべく多くの人に報告を作ること。報告その
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ものにも参加していただいたらいかがかと。別に委員長が限って、どうしても報告しなくちゃ

いけないとか、そんなのではないというふうにしたらどうかということです。 

ですから、うちの班で言えば、まだ分かりませんけども、小西委員と西田委員に１つずつ報

告してもらって、残った人達に補足するという報告の仕方もあるでしょう。例えば、うちの所

で言えば３人なら３人、西田委員と小西委員と３人でそこで議論してもらって報告を作るとか、

といようなことで考えられるでしょう。それは、僕が勝手にそういう案を考えているだけで、

どんな考え方でも良いですけども、そんなような形でなるべく報告する人を増やすと。それは、

その人が自分のものとして報告しますから、そういうふうにした方が良いのではないかと。 

それで、事前に先ほど議長とちょっと、お願いを議長にしましたけれども、そういう形で報

告会を開くということであれば、議員個々のレポートは出さないと。なぜ、レポートを出さな

いかというと、考え方は報告会の中で述べてもらうと。レポートを出すというのは、例えば感

想でここまで行くのが遠かったとか、そういうことを書いたって全然意味ないのですよ、そん

なの。ですから、屋上屋を架すようなことはしない方が良いのではないかと。私は、今回のこ

とについては、行く時に２回の勉強会。終わってからはまとめのための、僕たちは 17 日あり

ますけども。そういう形できちっと全議員の意見をまとめて、報告もなるべく多くの人にして

もらうというのは、そういう形で同じことをレポートに書いたり、行った感想を書いたって労

力の無駄になるということで、私はそういうことが必要無いのではないかということで、若干、

議長とは相談しました。私の班は、個人のレポートはそんなことやる必要は全く無いと、そん

なことやったって全く意味無いじゃないかと。個々のことを言うのだったら、どうぞその中で

言える場を作ってどんどんどんどん言ってもうと。それで議論した方が、議会全体の意思統一

にはなるだろうと。レポートも全員に渡るわけではございません。これは、議長に出すわけで

すから。今までだってそうでしょう、全員にレポートは渡ってないですよね。 

ですから、常任委員会については、もちろん現在の状況踏襲ますけど、今回については、そ

ういうことはやらなくても良いのではないかということで、ちょっと私が個人的にお話をしま

した。うちの班はそういうことですから。ただ、皆さんの中でレポート出した方が良いという

ことであれば、それはまたこの中で検討するということで、私が気が付いたのはそれ位の点で

す。ぜひ、報告会、30 日ということで、日にち決めてやりたいものですから、その中身につい

ての議論をお願いしたいと思います。以上。 

○委員（熊谷雅史君） 小委員長が言われた中身で、了解出来る中身は報告会は賛同したいと

思います。ただ、多くの人に発言の機会を与えるという考え方、それは確かに必要かもしれま

せんけど、やはりルールですから、これは。どんな形であっても個人のレポートは提出すべき

と思います。やはり、視察の反省を３つに分けたという中身も、多くの所を見て、多くの研修

をすべきという点ですから、大渕小委員長がおっしゃるように、ああ疲れただとか、そんな感

想はあるのかもしれませんけれども、そんなのは研修の項目にはありませんから、それは班の

中でよく揉むべきかなというふうに思います。うちの班については、一応皆さんには、研修内

容を感じ取ったありのまままで書いてくださいと。それを持ち寄ってまとめをしますと。それ
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で、相対的な報告は私がしようというふうに、今は考えています。 

例えば行った班員の中で、氏家委員にしてもらうとか、そういうことは考えてはいません。

もし、そういう考え方が事前に分かっているのであれば、またやっぱり対応の仕方が違ったの

かなと思いますので、今回はそれは、ちょっとやっぱり、一応そういう作業にまた時間がかか

るかなと思いますから。分かります、言っている意味。行った班の中で、そういう作業をやる

ということについては、また時間がかかるということになりますので、今回はスケジュールも

こうやって詰まっていますし、研修内容も事前に勉強した中身で、こういう質問をしようよと

いうことで臨んでいるわけですよ。ですから、そこらは良いと思いますけども。ですから、報

告会は今言ったように、１ヶ所 15 分程度で、30 分でまとめて、全員で質疑を受けて、答えら

れる分は答えるというスタイルで良いのではないかなと。それで、他の行ってない班の方々に

周知をしてもらうと。それから、理解をしてもらうという方法で、やっぱり我々の会得したも

のということで展開していった方が良いかなというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 人数少ないので、個々の意見どんどん出してください。 

○委員（根本道明君） 今、１班と我々２班なのですけど、２班の考え方、やり方でそれは良

いのではないですか。そういうふうな２班のやり方で進んできたわけだから良いと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 心配なさっているような中身というのもあるのかもしれませんけれど

も、結構、今回の視察研修については、非常に実りあったなというふうに思うのですよ。だか

ら、うちの病院の今後の運営に関しての、それがきっちり枠組みの中に入ったらそうではない

のですよ。こういう考え方もある、こういう視点もあるということの見聞が広がったというの

は、我々にとってはすごくプラスだなというふうに思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） そういう点では、全くそのとおりで、私たちも同じです。ただ、僕

の発想は、もちろん事前になぜそういうことがあるならという意見もあるかと思うのだけど、

僕は行った中でそういうふうに感じたというだけですから。ですから、従来の延長線上で物事

を考えないということが、今回の視察の中で一番僕が得た教訓ですよ。それは、従来の延長線

上だけでものを見ると、やはり今のような状況を延長せざるを得なくなるから、私はやはり違

った方向でやれるものは、どんどんどんどん取り入れて、議会も改革しているわけですから、

そういう中で、もちろん２班は２班でそうやってやるのは全然構いませんし、さっき言ったよ

うに報告も自由ですから、時間さえ決まった時間であれば、それは構わないです。ただ、レポ

ート何かにつきましても、２班はレポートを中心にまとめるのだから、レポートなかったらま

とまらないでしょう。僕らはそれより生の声でどんどんどんどん議論戦わせて、それでどうす

るかという方向を白老町の、私たちの場合たまたま清水看護師長が行ったということもあるの

だけど、そういう違う側面もあるからだけど、そういうこと戦わせて、やっぱり報告文書作ろ

うじゃないかと。その時に、さっき言ったように、皆さん方はそのレポートがベースになるで

しょう。僕らのとこは、それをベースにしないということなのですよ。そうしたら同じこと書

いたって、そんなの意味ないじゃないかという結論。だから、合理的にやろうということで許
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してもらえるのであれば、そういうふうにさせていただきたいと、こういうことであります。 

○委員（熊谷雅史君） 結論的に、小委員長の提案の形で各班が進めるのではなくて、報告会

はすると。これについては、うちもそういう腹づもりでいますので、時間を区切ってまとめて

くださいと、そして質疑を受けると。それは、班全員がこちら側へ来て、反対に皆さんがいて、

それで職員からの質問も当然町民も巻き込むわけですから、町民からの質問も答えられる範囲

であれば、僕はした方が良いと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今、お話伺っていて、私たちはこれから行きますので、２回勉強会し

た中でも質問を出してくださいと言っても出さない議員もいますし、だからそういう部分でい

けば、行くときに報告は誰がするか分かりませんと、しっかり報告が出来るように聞いて来て

くださいと、そう言って出発すれば、みんな気持ちが違うのかなと思って聞いていました。や

っぱり、委員長がやるのだろう、班長がやるのだろうという感覚がどこかにあれば、自分達は

それなりの感想を言えば良いということではなくて、２回勉強会した中では、かなりの議論を

しました。こういうことをやっているけど本当にこうなのだろうか、なぜこんなこと出来るの

だろうかとか、そういう疑問に思ったことを質問に出してくださいったら出て来なくて、出し

た人が何人かいるのですけど、それを中心にまた自分の質問を必ず持って行ってくださいとい

うことは言いました。 

そういう中で、ただ質問だけしてくれば良いのではなくて、自分の病院をバックにして、そ

れを何か活かせることはないのかということの質問になっていかないと私はいけないと思って

いますので、やっぱりみんなが誰が報告をするのか分かりませんと。まとめて誰かにやっても

らうようにしますねということで行けば、責任の持ち方というか違うと、姿勢が変わってくる

と思いますので。これからですので、今お話されたこと参考にして、全員が責任持って出来る

ように。その上でレポート出すかどうかは、みんなの意見を聞きながらまたやりたいというふ

うに。視察終わった時点でもうきちっとある程度まとめしようという積極的な委員さんもいま

すので、そういうことを含めながら、反省を含めながら次の日はどうするかということもやり

ますので、そういうことも行く前に事前にやっていきたいと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） 大体そんな所で議長よろしゅうございますか、報告会は。それでは、

ちょっとまとめます。日にちは 10 月の 30 日 10 時から。職員、マスコミ、町民の方の傍聴は

認める。報告は町側の席で行うと。２ヶ所行っていますけれども、２ヶ所で 30 分程度の報告

としたいと。30 分から 45 分、これは時間的にフリーですけど、一応目安としてはその程度の

質疑は最低受けましょうと。 

それから、今、熊谷委員からございましたけれども、フロアからの質問も認めるということ

でよろしゅうございますか。フロアからの質問は認めると。それから、文書で出すものは事前

に出す。たくさんではなくて、少し出すと。 

それから、報告の方法については、各班自由に時間内で行うというようなことでよろしゅう

ございますね。あと、レポートについては各班の判断で、今回については出す出さないは認め
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るということでいきたいと思います。よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、30 日の報告会はそのようにいたしたいと思います。それ

では、報告会については以上のことで行いたいというふうに思います。次に今後のスケジュー

ルの件なのですけども、ここの所はかなり難しい部分でございまして、今、町の職員の皆さん

と我々が一緒に視察に行って、それがマスコミにもどんどんいろんな形で取り上げられており

ます。病院側の意見や動きが全く報道を含めて我々にも見えてきてないですよね、病院側の動

きというのは。改革案も出ていませんし、シミュレーションも今月の末あたりに出るのではな

いかということであります。こういう中で、このまま議会だけがどんどん、この 30 日の報告

会を含めて、先進地視察をした中身が表に出てくと。町民の中に出てくということになります

ね。そうすると、病院と我々や町民、理事者とのかい離が生じないかということの心配という

のではなくて、本当に白老の町で町立病院をどうしていくかということが、病院も巻き込んだ

形の中で議論がされてくということに組み立てなくては、議会の側も考慮して組み立てなくて

はいけないのではないかというふうにちょっと感じているのですけれども、以前から話が出て

いたのは、例えば院長に勉強会に来ていただくということや、特別講師招聘による講演会を職

員や町民を巻き込んでやってはどうかというようなことや、ちょっと私が記憶違いだったので

すけど、今お話聞いたら、病院側がアンケートはやりたいというような意向もあったやに聞い

ております、そんなこと。当然、この状況の中でいきますと、特別委員会を開いていただいて、

町長とのやり取りも出てきますよね。これやらないとすり合わせする所、どこもありませんの

で、最後までいって議会の考えこうだ、町の考えこうだやりますよ、こんなことにはなりませ

んから、10 月には無理にしても 11 月中には特別委員会開いて、町長来てもらって、いろいろ

話しするというようなことが出て来ますでしょう。そうすると、病院との係わり合いが、我々

が極めて少なくなっていくということになりますので、小委員長なり特別委員会として、病院

側との意見交換が必要ではないかと思うのですけれども、そこら辺についての意見をいろいろ

伺いたいと。特にスケジュール上の問題でそういうことが必要ではないかというふうに考えて

いるのですけれども、この点についてのご意見をお聞かせ願えればというふうに思います。議

長、最初にちょっとそこら辺のこと、情報が入っていれば。例えば、病院でのいろいろ動きが

あるとか、理事者と病院とで何か話しているとか、我々には全くそういうのが無いのですよ。

どうぞ、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 特にその辺については、無いですね。今後の中で、こうあるべきで

ないかとか、こういう機会でこう考えているということがまとまれば、それは話していけると

思いますけど、現時点でこうしてほしいとか、こうやるべきでないかとかという話は特にあり

ません。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 確認したいのですが、経営診断出ましたよね。それを受けて、町立病

院として、各担当側とすごい意見交換をして、それを総括したもの出すと言いませんでした、
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改革案を。それはまだ出てきませんよね。かなり経ちますよね。全然来ていませんよね。シミ

ュレーションは別の会社に頼んで出て来るのですよね。議会が動きだしたから思うのかもしれ

ないけれど。確か、それが出来たら議会に報告するということになっていたはずなのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 一般質問の中で、そういう答弁をしているのです。 

○委員（吉田和子君） 民生常任委員会でも、確かそうふうに言ったはずなのですよ。だから、

民生常任委員会ではやりませんので、この特別委員会がありますから、私はいつ報告するのだ

ろうと思って。シミュレーションと先ほど言っていましたので、シミュレーションとは違って

出してくるはずなのに、私、勘違いしていたかなとちょっと思ったのですけど、そういうもの

を出してもらわないと病院側の考え全然見えてこないですよね、職員の考え方。やっぱり、そ

の辺を見ながら、私たち勉強してきたことがすごく活かせると思うのですよ。それが、きちっ

と全部でなくても良いですから、事務長とのいつになるか、きちっとスケジュール確保しても

らわないと、こっち側がどんどん進めて、あなた達どうしたのということにならないようにし

なくてはいけないのかなというふうには思うのですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今、吉田委員が言ったとおりだと思いますよ。それに付随して議会が、

これはやはり我々もきちっとしたスタンス取らなきゃならないということで、この特別委員会

立ち上げたわけですから、民生の委員会ではないと、これは全員で取り組むべきだということ

で合意でこれ作っているわけですし、当然、病院の中の丸山病院事務長の説明も鑑みてみると、

病院内でも検討会なりいろんなヒヤリング含めて改革案に向かっているものだというふうに僕

は思っていましたから。ただ、小委員長がおっしゃるように、やっぱりドクター含めて職員の

皆さんとのかい離が出ちゃうと非常に問題な部分はあるなというふうに思います。ただ、向こ

うも持ってくる物持って、うちらも持つ物持ってのぶつかり合いというのは、いつかは必要だ

と思います。だけど、それがいつ良いのかというのは、ちょっと今判断しづらいのかなという

ふうに思いますね。 

○委員長（大渕紀夫君） 逆に言うと、なぜ今まで改革案が出て来ないのかと考えたときに、

我々が取るべき判断は何かということだって言えるでしょう。もちろん、そこまで考える必要

ないと、議会側としては考える必要ないと言われたら、それはそのままだ。ただ、これが全部

視察行って報告会やって出て来なかったら、ちょっとこれはまずいような気がしている。だか

ら、改革案というのは、皆さんの意見が多分一致すると思うのですよ。 

長隆さんの話し、今行ってきた所のスピードの話しを聞いてきたときに、３月 18 日に分析

結果が出ていてということになるでしょう。だから、それを待つと。そのことを成形しながら

町幹部会との懇親会というか、話し合いの機会を場所を持つべきなのかという所も考えなくて

はいけないかなというふうに思っているのです。それは、行ったらきっと一番分かると思うの

ですけど、病院長と事務長の果たしている役割というのはすごいでしょう。そういうことから

考えたときに、我々が取るべき態度というのは、かなり微妙な所だなという気が。出せ出せと

いうだけでいいかというあたりだ。議会としては当然だ、出すと言ったのだから。 
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○委員長（大渕紀夫君） どうぞ吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 経営分析にしても、お金かけてやっているわけです。議会もそれを承

認しているわけです。そういったものを、出した結果として出すと、これは確か９月と言った

ような記憶あるのですよ。言わない私たちもおかしいのかどうか分からないですけど、今シミ

ュレーションの話しをしたら、それも 10 月中に出すと言ったの出て来ないと。それは、本当

にお金払って業者にやってもらっているわけですよ。私たちもあまり勉強してなかったので、

向こうもきっと言わないできたのかも。いろんなの読んでいると、夕張もきっと大変だという

ことになったら、白老だって絶対夕張みたいに大変でなくないなんて言えないわけですよ。２

週間で長隆さんは結論を出したわけですよ。だから、私なぜきちっとそういうこと言って来な

いのかなという。きちっとやっぱり計画に則って、このシミュレーションだって、何ヶ月間か

余裕あるはずですよ。それで、遅れているのは、なぜ遅れているのかということは言って、予

定どおり出さないのだったら割引きなさいというようぐらいなこと言わないと、お金かけてい

るわけですから、厳しい中で。そういうことを、きちっとやっていくことが、それが改革につ

ながると思うのですよ。そういう考え方を持つことが。だから、あえて言ったのですけど。何

か、私たちも真剣に勉強し始めると本当に大変だなというふうになお一層思うようになりまし

たから、だから視察行くにも、今までの視察行く以上に何かすごい心構えで行くのですよ。だ

から、そういう思いで行ったものの、報告だけ聴いてもらって質問してもらってとか、そんな

ものじゃないと思っているのですよ。やっぱり、同じふうに歩んでもらわないと両輪にはなら

なし、どたばた進んで行っちゃうような形になると思うのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） そこで、吉田委員の言うとおり。そこで、議会だけが進んで良いか

どうかということになるわけ、今。大切なのは全体で進めることだと。そうすれば、そのこと

を理事者に言うべきか、我々がイニシアチブをとって病院の幹部と懇談するというような場を

設けて、そして本当に病院の話も我々は十分聞く気はありますよと。ですから、どうぞ言って

くださいと。それについては、我々も厳しい意見も言うかもしれないけども、しかしその場が

無かったら、病院は批判されるだけで、どんどんどんどん孤立するでしょう。こっちの見方は

厳しくなるばかりですから。そういうこと言って良いのかどうか分からないけど、それで向こ

うが孤立してしまって、例えば医局の問題だとか退職の問題が出始めちゃったら、それは改革

とはちょっと違う形になるから。だから今、病院との話し合いが必要かどうか分かりません、

僕には。だけど、話をした方が良いのではないかなというふうに僕は思っているものだから、

それでちょっと投掛けたのですよ。そういうこと考えなくて良いというのであれば、それはそ

れで良いのだけれども。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）確かに、委員長の言っている意味合い分かるのだけど、結局、話の内容

のレベルの問題になっちゃうと思うのですよね。今言ったように、研修を重ねる度に、当然、

吉田委員が言ったように、うちの町立病院をバックにイメージしながら話をしているのだけれ

ども、ぼけてくるのですよ、段々話していると。えっ、あっそうなの、じゃあ切り口としては

どうなのだろうという話になっちゃうと、こういう話を聞いてきましたよ、先生どう思う、職
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員どう思うという話に行っちゃうのか。それとも、病院で今どういうふうに捉えているのです

かという、一方的な聞き方か。上手く話が進めば、そういう話もあったよというレベル位の話

しか出来ないのかなと思うのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 僕が言っているのは、我々が、じゃあ町立病院の話をどれだけ知っ

て議論しているかということ、同時に。本当にあそこにいる職員、僕は今回、清水看護師長と

行ったからなおのことだけれど。我々自身が、何か町立病院のこと知っているみたいだけど、

直接話を聞いたこと無いでしょう。だから、そういうことが必要ないかって、単純にそういう

ことですよ。 

その中で今、熊谷委員が言ったように、それはおかしいのでないかとか、これはどう思って

いるということが出るかもしれない。それは、出たってしょうがないと思う。だけど、それを

やらないで側でやって、事務長だけに来てもらって、お前おかしいのではないかって言って、

それだけで良いのかと、我々の果たす役割が。だから、我々も病院のことをきちっと知った上

で議論した方が良いのではないかっていうことも含めて。だから、幹部と言っている。薬局長

とか検査の長とか。あと、医者５人だけと話しするとか。だって改革というのは、院長だけ来

てもらったってやったって改革にならないわけでしょう。だから、お医者さん全部と話しする

と。今までやったことないこと、従来の延長線上で考えないで、そういうことをやるのが改革

だと思うから、それが良いかどうかの判断含めて皆さんと議論して、これで足りなかったら何

回も議論して、そういう方向付けを議会は議会として持つべきでないかというふうに思ってい

るのです。必要ないということであれば、それはそれで構わない。特別委員会があるわけだか

ら、特別委員会で院長呼ぶことだって、看護師呼ぶことだって、町長呼ぶことだって出来るの

だから、それ以下は分からないけど、そこまでは絶対呼べるわけだから。手法はいくらでもあ

るのです。 

○委員（吉田和子君） 私は、そういう話しはいずれは必要になるだろうと思う。ただ、経営

診断出されたときに、本当に一人一人全部にまで考え方をきちっと徹底をして、今回の診断に

対して。そして、その上で意見を聞いて、集約するって言ったわけですから、その上がってき

たもの見てから話、懇談したいという思いあるのです。どういう考え。こういう、一人のひと、

全部に行き渡ったもので、みんながこんなふうに考えているけれども、じゃあ、事務長も病院

長も薬剤の長もこういうことを基盤において言っているものなのか、全然かけ離れているもの

なのか、見えないうち、上の人達話だけすっと聞いちゃっても、私は何か。 

○委員長（大渕紀夫君） 職員の皆さん、誰か知っている人の話聞けば直ぐ分かりますよ。分

かるでしょう。そういうことなのです。だから、出てこない。だから、出てこないということ

は、出てこないのだから、現実的に。だから、出てきたものがどういう中身かって分かるでし

ょう。 

○委員（熊谷雅史君） それも無いのに話して、変に関係が悪化するという方が懸念されるの

ではないかと思う。逆に、議会がイニシアチブ取るという、我々は善意的な考えでオープン的

な考えでいっても、向こうはそう取らないという方が可能性の方が強いのではないかと、今の
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状況。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 武さんて、大手の病院だから改革出来たって言われたのだけど、勉強

した中では。一人一人の意識改革から始めたって、まず。本当に先になって働いている一人一

人の意識改革から始めた。そういうやっている方法、全部読んでいて、私はやっぱりそうだと

思うのですよ。上の人がこうだと思っても、下の人が動かなかったら、病院ですから、患者さ

んと一番接するのはその最先端で頑張っている人達ですよ、きっと。そういう人達の、ものの

考え方がきちっと徹底してないうちに、議会はある程度学んでこうだと言っても、何か押し付

けになっちゃうような気がするのです。だから、そういうものが出てきてからじっくりと懇談

出来るならというふうには思うのですよ。ほかの方がやってなくて、少し勉強したからって押

し付けるというのではなくて、やるって言ってきたことですから。それはやっぱり最低限やっ

てほしいなというふうに思うのですよね。 

○委員（熊谷雅史君） だから、さっき言ったように、向こうも持ってくる物持って来る、こ

っちも持っている物持ってくると、その中の懇談をやっぱりすべきだと。だから、今はばさっ

とやっちゃうのかもしれないけど、小委員長の考えているそういうウェートというのか、そう

いう雰囲気づくりは必要だと思うのですよ、何かの形では。だけど、正式に特別委員会の中で

呼べるのだよ、出来るのだよという話の中でかみしも着ると、向こうがやっぱりさっき言った

ように、善意で受け取って、我々も一緒にという感覚に持ってくれるのなら良いのだけれども、

逆に離れてく懸念性が強いのかなと。だから、出すと言っていたものをやっぱり見て、特別委

員会としてはそれをある程度委員全員が理解した中で懇談すべきかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか。どうぞ。 

○委員（根本道明君） 改革案は多分、病院の中でやっていると思う。だけど、これは多分の

話。どこまで進んでいるかというふうなことを、この小委員会の中で聞くことは出来ないです

か。 

○委員長（大渕紀夫君） それは、構わない。 

○委員（根本道明君） 現実的な話で、もし時間があって出来るのだったら、呼んで聞いても

らったら。どこまで進んでいるのか、いつ出していただけるのか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会議録見て、確認してから。最終的に今皆さん言っているのは、

自分の思い込みで話する部分無いとは言えないんで、会議録でいつまでというの明言している

か、それ確認を元に聞いてみないとならないかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時、休憩します。 

休憩 午前 １１時 ４２分 

  

再開 午前 １１時 ５２分 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開します。 

○事務局長（上坊寺博之君） 内容をお読みします。 
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結果は出ましたが、この結果はただ受け取って、はいそうですかというのであれば、この診

断業務を行った意味は全くございません。現在、全部署の職員に対して、この報告を持って受

け止めました指摘事項について、一人一人どうやって考えているのか、この事実をどう受け止

めていくのか、今後どうしたら良いのか、そういったことを全部署、全職員の課題として、今

検討中であります。昨日も３回目の検討会議を開きまして、この報告書で指摘を受けている事

項について共通認識を持つということと、共通の課題をどうやってクリアしていくかというこ

とについて、今協議を進めています。７月中には、この報告書を受けて、病院として何をして

いかなきゃならないのか、その辺もきちんとまとめ込んでいきたいと、このような作業を進め

るような状況にあります。 

これが一つ目の、総括として冒頭に、向こうから発言された項目です。次に２２ページ、ち

ょっと飛びますが、これは説明終わりました後の質疑事項に入っての文章であります。下段の

吉田正利議員の部分ですね。下から２番目の部分です。 

先ほど、事務長がこの診断結果に基づいて内部の会議を３回ほど開催したという話を伺いま

した。これはもうやはり診断結果でございますので、当然、早急に内部の改革を進めるという

意味では、そのような会議をどんどん開いていかなければならないと思うのですが、この会議

の内容そのものですね、３回開いてどのよう会議を、どのように行って、そしてこの診断結果

に基づいて、何を内部で実行していこうとしているのか、その辺の経過を知らないと、やはり

診断結果は活きていかないわけでありまして、それを例えば何らかの方法で公表することは考

えていないでしょうかという質問に、丸山事務長が答えてございます。最後の方ですね。３回

目の段落の辺から入っているのですよね、主旨が。３回目ずっと来て、もう一つは病院機能評

価をどうしていくかと、こういったとこについて来週また話し合おうと進めてございます。そ

のつめが終わった段階で、この経営分析の内容について、私たちはこう理解をしてこうしてい

きたいというものをきちんとまとめ上げて、一応、院長と病院運営審議会に報告をして理解を

していただきたいと。この中に病院審議会も出ていますね。具体的に、その中で決まった事項

について、今後の問題として、例えば部会なりこの種の検討会、院内の検討会を開いて、具体

的な作業に入っていきたいと、こんなスケジュールでいきたいなと思っています。それもあま

り遅くならないうちに、出来れば９月には個別な検討委員会も立ち上げていきたいというふう

に考えてございます。公表については特に考えておりませんでしたけれども、考え方を取りま

とめまして、院長、病院運営審議会にも出しますので、当然要請があれば機会があればこうい

う形で病院の職員がこういう考えで、この分析を起こしたことについて、こういうふうにとり

まとめをしようとしたことについて公表することはやぶさかでございませんので、請求いただ

ければ、まとまりましたら公表したいというふうに考えております。 

この部分が回答になっているのかなと思います。ですから、７月と９月とちょっと時間的な

ずれがありますが、意味としては７月までまとめて、９月までに検討委員会を立ち上げると言

っているのか、その辺はちょっと。 

○委員長（大渕紀夫君） これを読み取れば、７月まで改革案をまとめて、それに対するどう
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改革案を実行するかという部分を９月に立ち上げるというふうに、そういうふうに読み取れる。 

○事務局長（上坊寺博之君） 個別的なとりまとめを７月までにしているのだと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 改革案が出てこないというのは変だよな。町にも出てないのか。改

革案というのは、町かどこかに出るものでしょう。まさか、議会だけではないでしょう。議会

来る前に行かなきゃおかしい。 

○事務局長（上坊寺博之君） 当然、病院にも入っているプロジェクトにも係ると思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の認識している所では、基本的に病院の役割と政策推進室の

役割違うのですよ。前に政策推進室立ち上がるときにご説明あったとおり、政策推進室に係る

病院の役割というのは、町長が今年度末、判断をするための情報収集とかするための組織です。

ですから、今改革をしようとしているプログラムには直接は係るのでしょうけど、直接は係る

部分じゃないという部分感じています。ですから病院の基本的な改革のプログラムは基本的に

は病院だろうと。こっちの政策推進室というのは、こちらの部分じゃなくて、大きな中の判断

するための部分の情報収集なり、そういう判断材料になるものを集めているという部分ですか

ら、関連性は絶対ないとは言えないと思いますけど、そういう役割だという部分。だから、政

策推進室が改革に積極的にサポートして係るという部分ではないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） シミュレーションは出る。吉岡から来るから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私が知り得ている段階では、一応、９月末に出て来る予定らし

いです。だから、９月末に出て来る予定だったのが、ちょっとずれ込んでいると。ですから、

10 月中にはお渡し出来ると、議会にはという病院のご解答です。ただ、政策推進室はその辺を

心配していて、内部で議論をしないもの出せないのではないかという話を。 

室長、来られるそうです。 

○委員長（大渕紀夫君） ご苦労様です。今、議論していたのですけど、一つは議事録精査し

ますと、病院の事務長が改革案を７月中位にまとめて、９月位に検討委員会立ち上げてという

答弁しているのですけども、この改革案というのは町に出されているかどうかという確認が一

つです。内部改革。 

○政策推進室長（二瓶 充君） これはちょっと、前の報告していた分ですね。それは、先日、

病院の人達の意見をまとめて、報告は理事者の方にしていると。もう、まとまったのだそうで

す。病院の審議会、そちらの方の報告をしてからということなものですから、そういう部分で、

私共も見ていないのです、それはまだ。 

○委員長（大渕紀夫君） 理事者には報告されていると。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 報告されているように聞いています。ただ、私共、プロジェ

クト持っていますので、そういう部分も参考にさせてもらうという部分、当然なりますので、

運営審議会の方の報告をしてからというふうには聞いていますけども。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員、どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今、お話伺っていて、プロジェクトがあって、それをどうかって揉ま
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ないで審議会にかけるものなのですか。審議会にかけても、プロジェクトで揉んだり出来るん

ですか、簡単に。 

○政策推進室長（二瓶 充君） それは、あくまで前の報告書について、議会といろいろ議論

している中で、病院の職員についてもいろんな問題意識を持ってやっていきましょうという中

で、事務長の方から、職員から提案、報告みたいのを出させますよという話はしていましたよ

ね。それは、まとまった部分については、やっぱり運営審議会に報告するというふうに聞いて

います。ですから、それがまだ開かれてないのではないかなと、私共の方にはそういう、まだ

その後の報告が来ていませんので。 

○委員長（大渕紀夫君） これ言っているのは、我々が言っている改革案と称するもの、要す

るに吉岡の経営分析に基づく改革案と我々が称しているものですよね。 

○政策推進室長（二瓶 充君） どのように職員が受け止めているかという部分ですね。そう

いうふうに私も認識しています。 

○委員長（大渕紀夫君） このプロジェクトというには、メンバー誰々ですか。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 私共のプロジェクトですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 病院の関係のプロジェクト。何という名前ですか。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 町立病院・・・・。メンバーは両助役、それから、病院事務

長、健康福祉課長、健康福祉課参事、経営企画課長、総務課長、私共と、それと町民課長とい

うメンバーです。 

○委員長（大渕紀夫君） これ、何回か開かれたのですか。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 開いています。先月末ですね、開いていまして、うちの方で

も当然、議会の方も動きありますけども、私共の事務担当として行きますので、その情報をプ

ロジェクトに報告するという形で対応することにしています。それと、要するにうちのプロジ

ェクトの中で、方向性をやはり町長の判断する部分、当然具体的にやっていかなきゃならない

わけですが、専門のコンサルタントにお願いしている部分、これまでも、こういう言い方した

らちょっとあれかもしれないですけが、報告書の部分で先の見えない部分で２回目のまで委託

したという部分ありますし、そういう経過見たら、やはり議会もこれだけ一生懸命やっている

中で、ある程度の方向性きちっと見えたものという部分で、私共は期待している部分あるので

すね。 

ですから、そこの部分を行政の方で、コンサルタントの方で、はい出てきました、はいこれ

ですよという形には私はやっぱり検証しなければならない。町の方として、当然議会の要望と

いうか、そういう部分でさらに一歩詰めたという部分でやってったときに、それなりの内容で

なければ議論という部分で、何だ、またこんなものしかというふうに、私はなっては困るなと

いうふうに思っているのですよ。 

ですから、浅い部分、もっと深く表現してほしい部分、もっとこういう部分ではこういう結

果になり得るよとかって、そういう部分をやはり最終報告の前にいただく必要はあるだろうな

と。その中で、今考えているのは、プロジェクトの中にも、プロジェクトのメンバーが中身を
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勉強した中でコンサル呼んで、ちょっと聞いた中で、最終的な報告に持って行きたいと。ただ、

当初コンサルタントの方にも、吉岡の方にも言っていたのは、９月位でどうだろうかという話

ししていたのが、大丈夫だと思いますという部分で言っていたのですが、先日事務長聞いてい

ただいた中では遅れると、中ぐらいになるというふうには報告いただいたのです、視察に行く

前に。ですから、恣意的にどうするこうするというのではなくて、本来今、この動いている中

の病院の状況見ていたら、国の医療制度改革見たときに、こういうことが考えられるという部

分の所を、やはりきちっといただきたいなと、専門家として。そういうふうに考えていると。

それを出てきたものと実際に私共が行った研修の部分というのを勉強してきたもの、それをす

り合わせて、より具体的に選択出来る報告書になれば良いなというふうには考えています。 

そういう方向で、当然、病院の方も今、発注するときの仕様書や何かも見せていただきまし

たけども、それについては、そういう方向性の仕様書でしたので、中身が実際にどういうふう

になってくるかという部分はあるかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） プロジェクトの責任者は。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 三國谷助役が座長で、私共が事務局ということですけども、

財政も含めた広い意味での私共が事務局をやっていく。実際には、現課と言いますか、担当課、

病院の事務の方も当然、責任持つようになっていますので、これは２つの課は連携的にいかな

きゃならない。 

○事務局長（上坊寺博之君） 病院運営委員会には報告されているようです、10 月５日に。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか、聞きたいことありますか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 経営シミュレーションが、聞いたら９月末に出来ると言っていたのが。  

○政策推進室長（二瓶 充君） ９月にというのは、月末にシミュレーションというのは、私

共言っているには、どういう形態なのかという粗々の成果品ではなくて、粗々の部分を出して

もらって、私共がその中身を。 

○委員（吉田和子君） そうなのですけど、それのスケジュールは、最終的にはいつ出しても

らうということになっているのですか。 

○政策推進室長（二瓶 充君） それは、納期は 10 月いっぱいです。ですから、そこの部分

で、制度の改正なり何なりがあって、非常に難しい部分あるのかもしれませんけども、私共で

き次第その部分については中間的な部分いただいて、うちの方でプロジェクトで内容詰めたい

なというふうには思っております。 

○委員（吉田和子君） シミュレーションが 10 月末に出来るということで、契約しているの

ですか。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 納期はそう聞いています。 

○委員（吉田和子君） 遅れているわけではないのですか。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 中間というのは、私共の中の資料として事前に。 

○委員長（大渕紀夫君） 例えば、プロジェクトの中で出た意見がきちっと盛り込まれて、成

果品として出るのが 10 月末まで出るかどうかということですが、これは出ないね。 
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○政策推進室長（二瓶 充君） それは、まだ確認してない。 

○委員長（大渕紀夫君） まだ、シミュレーションの中間報告来てないのでしょう。それを、

いろいろな意見言って、補強する分補強して、それが成果品として出るとしたら、半月じゃ無

理でしょう、どんなこと考えたって。 

○政策推進室長（二瓶 充君） それは、まだ断定しないでください。ちょっとコンサルの方

と連絡とって、なるべくとは思っています。私共の方も期間が定められていますので、なるべ

くそういう部分では早めに対応していきたいと。議会の方でもこれだけきちっと進めていただ

いていますので。 

○委員長（大渕紀夫君） うちはもう報告会の日取り決めている。 

○政策推進室長（二瓶 充君） いつなのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） １日。だから、成果品が間に合うかと言っている。 

○政策推進室長（二瓶 充君） そしたら、ちょっと今日、事務長に話した中で、ちょっと確

認させてもらいます。 

○委員長（大渕紀夫君） もちろん、そのことで慌てる必要はないから、我々の方は移せば良

いだけのことだから、別にどうってことないから。ただ、我々は 10 月いっぱいで出るという

から、それはすぐ聞いて対応したいということなのです。 

○委員（根本道明君） 委員長、最初に職員と改革案をやっているのかどうなのかというふう

なことから話が進んできたと、吉田委員から。それで、この議事録を見たら、要請があれば議

会にも職員と話し合ったことを報告をしますよと、そういう用意がありますよというふうにし

て、ここにちゃんと答弁しているわけなのです。しかし、要請をしない我々が、言ってみれば

あれなので、きちっと要請をして、あるいは来てもらってどういうふうなあれになっているの

かということを、やはりきちっと確かめるべきでないかと思うのですけど。シミュレーション

の方も業者に委託した部分で今話されていますけども、原点は。 

○委員長（大渕紀夫君） 改革案については、いずれにしてもプロジェクトに係らない限りこ

ちらには多分来ないと思う、無理でしょう。 

○委員（吉田和子君） 今、プロジェクトのメンバー構成を聞いたときに、助役も入っていて

組んでいて、病院の改革の報告が先に病院審議会の方に行くというのも不思議でしょうがない

のですけど。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 審議会は、その前のですよ。前の報告書に対する部分ですよ。 

○委員（吉田和子君） 経営診断に対して、職員の隅々まで行き渡るようにして、一人一人の

意見を全部くみ上げて改革案を作りますと、そういう事務長の答弁だったのですよ。私たちも

こうやって進んでいますから、病院との懇談ももしかして出て来るかもしれないという中で、

じゃあ改革案出来たのだろうかという話になったのですよ。今、お話伺ったら、もう 10 月５

日の病院審議会にかけられたって、でもプロジェクトもそれは出て来るはずだってお話しまし

たよね。今、それを聞いたときに、審議会というのはある程度、決算報告なんかもありますけ

ど、最終報告なのかなと思っていたのですよ。病院審議会にかけてからいろんな議論をしてい
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くものなのですか。その辺がちょっと不思議でしょうがないのですけど。それだけのメンバー

のプロジェクトがあって、病院から出てきたもの審議会にかけられて、その審議会でいろんな

意見出たものを、今度こっちへ持って来てまた議論するのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 二瓶室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 直接的な部分の担当からその辺はお聞きしたらと思うのです

が、私共、今の改革の事務局している者としては、それは職員からのこうしたら良いというの

は、報告出してもらっている。これはすぐやれば良いのです。そして、これにやることについ

ては、私共町側の部分も支援出来るものは支援すれば良いと思うのです。それは、当然我々が

議論していく部分で、最終的にどういう方向性が今後残されているのかという部分の所では、

一つのやはり病院スタッフなり何なりの部分では重要なポイントになりますけど、これが出来

なければこれがだめですよという部分ではないと思うのですね。ただ、吉田委員がおっしゃる、

この問題はどこの部分がまずきちっと押えてやっていかなきゃいけないのかという部分の所を

私は聞かれているなと思っているのです。ですから、それについては当然、私共も改革進めて

いる立場の者としては、当然そういう方向でやらないと、形だけやっても進んでいかなんでな

いかという、そういう部分ありますので、進め方の部分については非常に留意をしていかなけ

ればならない、今の視点は、そういうふうに考えています。 

○委員長（大渕紀夫君） 13 時から総務文教常任委員会が委員外議員を含めて拡大で行われま

すので、ちょっと今日の議論は中途半端ですけれども、30 日までの報告までとします。 

改革案についての病院事務長が議会でやるというふうになっていますから、それがいつ出来

るか分かりません。今の話では。これからプロジェクトかかるということですから、かかれば

すぐ報告出来るのかもしれませんけれども、それは病院の中身ですけから、その改革案につい

ては報告をしていただくように、議会として病院の方に請求します。とりあえず、そこまでと

します。ちょっとこれ、継続的にやらないといけませんから、時間が全くありませんけども、

そこら辺も含めて考えたいと思いますので。とりあえず、今日はこれで終わります。ご苦労さ

までございました。 

（午後 ０時 ２３分）  


