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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１１月１日（水曜日） 

   開 会 午後 ２時０８分 

   閉 会 午後 ２時５０分 

  

○調査事項 

 今後の運営方法について 

  

○出席委員（７名） 

 小委員長   大 渕 紀 夫 君     副小委員長   宗 像   脩 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（０名） 

  

○説明のため出席した者の職氏名 

 助     役    三國谷 公 一 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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◎開会の宣言 

○委員長（大渕紀夫君） ただいまより白老町立国民健康保険病院の運営に関する調査小委員

長を開会いたします。 

お諮りいたします。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第 16 条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。 

本日の小委員会の日程について、事務局より説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご苦労様でした。本日の小委員会ですが、今後の運営日程につ

いてご協議いただく予定になってございます。その前段として、三國谷助役の方から小委員会

のメンバーの方に、ご報告１件ございますということでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） それでは、この機会をお借りいたしまして、町立病院の待合室の設

置について、ご報告をさせていただきたいと思います。 

議員の皆様ご承知のとおり、町立病院におきましては、人間ドック等の検査における待合室

の設置が求められておりまして、18 年度の事業として予算措置をさせていただいている所でご

ざいます。つきましては、現在まもなく工事を発注する予定にしておりますけれども、当初の

予定より作業が遅れておりまして、その経過を含めまして、私の方からご報告をさせていただ

きたいと思います。まず初めに、事業が当初の予定から相当遅れておりますことに深くお詫び

を申し上げます。 

遅れている主な要因といたしまして、実は今年特に特別養護老人ホームと消防庁舎の建設と

いう大型事業が重なりまして、建築の方で、年度初めの期間においては事業に手を着けられな

かったということがございました。当初、待合室の出入り口を、出入り口として予定しており

ました壁、いわゆる壁をぶち抜いて出入り口を造るということで予定していたのですけれども、

実は設計を進めていく中で、施設の構造上、重要な体力壁ということになっておりまして、そ

ういうことからこの体力壁を残すことで、設計変更を余儀なくされたということがございまし

て、この設計変更にも相当の日数を要したという事がございました。 

これは言い訳になってしまって申し訳ないのですが、いずれにしましてもこういう経過から

遅れたということでございまして、現在は設計積算を終えましたので、まもなく工事を発注い

たします。しかし、今後工事を進めるにあたりましても、改造する分が検査室でありまして、

通常の業務やってございます。 

そんなことで、平日は出来ないということで、今の所、土日、祝祭日を利用して、今後工事

を進めなければならないということで、一定の工事期間が必要となりますけれども、現場の方、

こちらの方、綿密にそういった打ち合わせをしながら、創意工夫をしながら、何とか年内もし

くは正月明け、この検査室が稼動出来るような、そんな努力をしていきたいというふうに考え



 3 

ております。そんなことで、待合室の設置によりまして、少しでも患者の皆さんに快適に検診

を受けていただく環境づくりに努力して参りたいと考えております。 

作業が遅れておりますことに、改めてお詫び申し上げまして、経過報告させていただきます。 

以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、病院の人間ドック待合室工事の状況について、助役から説

明がございました。何か皆さん、ご質問ありましたらどうぞ。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、この件についてはよろしいということでありますので、

ご苦労様でございます。 

 それでは、今後の日程について、一定限度詰めておきたいと考えております。ただ、詰める

状況にあまりなっておりませんけれども、詰めていきたいというふうに思いますので、最初に

局長からシミュレーションの報告の関係について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 担当部署等々とちょっと話もしていまして、経営シミュレーシ

ョンにつきましては 10 月末で委託完了ということで、手元に今日届いているはずです。 

それで明日、内部で一回協議したいと。来週の９日も２回程度。明日は内部だけです。９日

の日の委託業者来まして、最終詰めをしたいということでございます。町側の方としては、委

託成果品あがったのを町も１回も確認しないで、右から左に議会にということにもならないと

いうことで、出来ればその後にシミュレーションをお渡ししたいということでございました。 

ですから、逆算して考えますと、いずれにしても 13 日から皆さん視察に行きますので、17

日に自治基本条例の特別委員会予定しておりまして、その席上で全員の方にご配布出来るのか

なと思います。当初、11 月１日にシミュレーションの報告ということで予定しておりましたが、

20 日以降にならざるを得ないかなと思っております。私からは以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） シミュレーションにつきましては、資料が配布される予定が 17 日

であります。そうしますと、その週が明けなければ、この議論をすることが出来ないというこ

とであります。 

それで、20 の日ということも考えたのですけれども、皆さんのボックスに入っていますけれ

ども、20 日の日、長隆氏が主催をしている、医療のシス研という株式会社がございまして、視

察に行った３班の方は東栄町でシス研の責任者の富田という女性とお会いしたと思うのですけ

れども、そのシス研が主催をするセミナーがＪＲタワーホテル日航札幌 36 階で、長隆氏がご

挨拶に来て、皆さん知っている埼玉県の職員だった人で、今は城西大学助教授の伊関友伸とい

うのがいるのですけど、この人も来まして、講演会があるのですよ、会費１万円なのだけど。

それが、20 の日の午後からなのですよ、札幌で。私は、ぜひ行ってみたいなと思っているのだ

けれど、皆さんが行かないというのであれば、20 日にやっても構わないし、行かれるというの

であれば 21 日と考えたのですけど、21 日議長がいらっしゃらないということもありまして、

そこら辺の調整を図りたいという事であります。22 日以降は東京白老会あります。やるとした

ら、あと 24 日と。24 空きましたので、17 日にあがりましたから。20 の日のシス研の関係を
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皆さんどう考えていらっしゃるかということと、それからシミュレーションの日程をとりあえ

ずまず決めると。その後、病院との関係を含めて、講演会含めてどうするかというような所を

議論していきたいと、こういうことであります。20 日の件はどうですか、これ。セミナーの関

係は。地方議員、地方自治体職員のためのセミナーとなっているのですよ。東京では、本当に

やっていて、東京ではものすごく高いのですよね、２万。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の所は、個人案内にさせてもらっています。予算を組んでい

ませんので。 

○委員長（大渕紀夫君） 全員が行くということにもきっとならないと思うのです。例えば、

個人で行きたいという方、個人負担で。それとも、それ以外の方法の考え方があるかどうか。

ちょっとそれは無理だと思うけど。行くとしたら、民生常任委員会で行くとか、考えられるの

だけど、それの整合性がきちっと取れるかどうかということがありかますから、ですから私は

個人負担ということを言ったのです。だから、個人負担であろうとも、この日取れないとした

ら、この日にシミュレーション出来ないわけですから、日にちをずらさなくてはいけない。別

に 20 日って決まっているわけではないから、初めから 24 日って決めれば良いだけのことだか

ら、別にどうということないですけどね、それは。誰も行けなかったら行けなかったというこ

とにしかならないはずなのです。 

○委員（熊谷雅史君） 24 日にしましょう。17 日なのでしょう、大体目途として、来るのは。  

それから、読み合わせして、自分たちもチェックしなければならないから、24 日でいいので

はないですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、熊谷委員からシミュレーションに関する調査特別委員会を 24

日にすると。20 日はとりあえず、行く行かないは別として空けると、こういうことにしたらい

かがという意見がありましたけど、いかがですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 良いですか。それでは、11 月 24 日 10 時から特別委員会を行って、

シミュレーションをやると。20 日の件につきましては、個々が勝手に事務局に申し込んでいく

というふうにしますか。それとも、まとまって行きたいという人がいたら、まとまって行くと

か。役場の職員で行く人がいるかどうか聞いてみて、一緒に行くとか、そういうことは考えら

れるのですけれども。どうですか。今、議長、私関係ないのですけど、民生常任委員会として、

札幌まで１万円出してくれと視察に行くのは、議会としては無理でしょうか。私、委員長では

ないですけども、代わりにちょっと聞きます。自分のことではないから勝手に聞ける。 

○議長（堀部登志雄君） 全員で。 

○委員長（大渕紀夫君） 民生常任委員会。小委員会で行くというのも、変な話でしょう。何

か理由が立てば、６名、議長入れて７名だけど。この講座は私ぜひ聞きたいと思っている。議

会で行けないなら、個人で行くけれども。議会で行く仕掛けにはならない中身ですか。 

○議長（堀部登志雄君） よく分からないけれども、正直って、この間の長さんの人間性、そ

ういうのは良く分かるけれども、皆さんもそれぞれ分かれて研修に行って、いろんな方、それ
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ぞれの地域、それぞれの該当するようなそういう人が結構いて、そのような話を聞いてきてい

ますので、改めてそこへ議会として行かなくても、私はあれではないかと思うのですけども。

たっての望みであれば、予算的にもあれであれば良いとは思うけれども、そこまでの必要性ね。

日本全国歩いて、その人の流れの汲むとこも、きちっと把握してきている状況ではない。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、議長の意見ございました。ほかの委員の方。たまたま私、民生

のメンバーの代わりに聞きましたので。どうですか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私は自分では、自己資金まで出して行きたいとは思っていません。 

なぜならば、まだ意識が私自身の中に非常に低いです。こういうものに対しての理解度が低

いと言ったら早いと思うのです。ですから、どれだけ必要性があるのかというのも、正直言っ

てよく分かりません。ただ、こういう素晴らしい方がいらっしゃって、わざわざこういう講演

があるということは、つまり議員一人一人の資質がどうのこうのという話しではなくて、やは

り今、白老町議会が直面している問題に対して、どこまで多くの議員が意識向上を図れるかと

いう意味では、私は行った方が良いのだろうなというふうにだけは理解しています。ですから、

議長のそこまでやったのだから、もういいのではないかというのであれば、私はちょっと違う

のではないかなというふうには感じております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか。それでは、個々で対応するということで良いですか。それで

は、政策推進室等含めて聞いてみまして、もしそちらの方で行く方がいれば、議会の方とも一

緒に行ってみたらどうかと。もちろん、個人で行くという意味です。というふうに思いますの

で、行きたい方はそこら辺を事務局にも言ってもらって。いつまで。 

○事務局長（上坊寺博之君） 早くした方が。どういう施設か分からないですけど、ホテルの

大広間か。やっぱり入る人数制限あると思いますので。 

○委員長（大渕紀夫君） それなら、そういうことで対応してみてください。24 日までの件に

ついてはよろしゅうございますか。それでは、その後の件なのですけれども、一つは以前も議

論になりました、町立病院の院長先生との懇談や幹部の職員の皆さんとの懇談。また、院長先

生を交えての勉強会。それから、特別講師による勉強会。これが、一応このスケジュール表見

ていただければ分かりますけれども、11 月に組んで考えているのですよ。それで、そこら辺に

ついてご意見ある方、ちょっと出していただきたいと思います。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 前回も言ったとおり、要するに経営分析の結果も出ました。それから、

我々も全部行って、報告会終わりました。るる懇談しても、意見のばらつきはないと思います

ので、相手のあることですから、病院の院長含めて都合の良い日に合わせてやられた方が良い

のではないですか。 

○委員長（大渕紀夫君） それは、幹部職員との懇談という意味ですね。 

○委員（熊谷雅史君） そういう意味です。だから、このシミュレーションについてもいろい

ろ返答来ていますけれども、こういう所どういうふうな検討するのですかという話しにもつな

がってくるのかなと思いますので。 

○委員長（大渕紀夫君） 今日の報告では、トップ会談が近々あるということですから、それ
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終われば構わないと思うのですよ。ですから、ただ、どんな形でこれやるか、全員議員集まっ

て、ああいう所でやるのか、小委員会が懇談するというふうにするのか、そこら辺も含めて、

かなり専門的な今度は話しになってきますから、そこら辺含めて議論しておかないといけない

かなと。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 小委員会ですが、小委員会の設置の目的が日程管理なのですよ

ね。どういうような形で運営していくかという、管理を委任されているので、そこまでやると

すれば 24 日の特別委員会、シミュレーションのときに、それだけ別に委任も確認という意味

でとらないと駄目だと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ただ、今日の診断結果で、いろんな方の質問を聞いていて、やっぱり

院長がどう係わっているのかとか、そういった全体的なもの、それからリーダーの人達の対応

の仕方というのは、皆さんが興味を持って、どういうふうに関わったのかというのがあると思

うのですね。議会としては、全部含めた意見を述べていますから、そういった意味では行き違

いも出てきてしまうのかなと思って聞いていましたので、やはり特別委員会で皆さん勉強して

きて、いろんな意識を持っているわけですから、院長の考え方、この委員だけだと、やっぱり

行ってきた方達もいろんな思いであると思うのですよ、思いの中にいろいろ。だから、懇談し

て、院長の考えをまた十分理解するということも、地元の一番身近かな人の意見ですので、私

は全員で聞いても良いと。形はどういうふうになるか、質疑形式になのかどうかちょっと分か

らないですけども、ちょっとその辺が難しいのかなと思うのですけど。お話をしてもらうとな

るのかどうなのか、シミュレーションを見て、それでそのことを含めてやった方が良いのか、

その辺の持って行き方が難しいのかなと。 

○委員長（大渕紀夫君） 院長に講演をしていただくなら良いけども、勉強会の。ただ、院長

に質疑をするというのは、やっぱりちょっとなじまないと思うのです。やっぱり、こっちは応

援団だと言ってみても、そうはならないですよ。ああいうふうな形にならないにしても、やっ

ぱり聞く中身がそうなるでしょう。それはちょっと懇談というふうにはならない。まして、１

対 20 何ていう仕掛けだったら院長は来ないと思う、多分。だから、そういう配慮を議会がき

ちんと出来てやれる場を作るということでないと、やっぱりちょっと難しい。だから、考えら

れるのは、やっぱり院長の講演。もし、最大限出来て向こうと話しがつけば、講演が終わった

後、皆さんと懇親会をやりましょうと。懇親会ですよ、懇談会ではなくて。一杯飲みながら、

懇親会やりましょうという範囲。そこでは一杯飲みながら、少しぐらい話しが出ても良いだろ

うというぐらいのことまでしかいかないのではないかと思うのですけども。院長個人にしたら。

公式な場でというのは、なかなか面倒だと思いますよ。 

○議長（堀部登志雄君） 今、委員長が言ったように、病院の問題点とか何とかについての講

演をしていただくと。そして、一般的に講演の後、最後に講演者に何か質疑はありませんかと、

２人か３人大きな所でやっているような。ああいう程度の形でやってくれるというのであれば

案外。それで、その時に例えば質問する方が小委員会の委員長であったり、民生の常任委員長
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であったり、そういう形でこれをそれじゃあ聞いてみようというような、改めてきちっと整理

しておいて、そしてやるような形であれば良いけど、先ほど言ったように、１対 20 でもって、

今日みたいな形でやるとなると、ちょっと大変ではないかなと、相手に対しても。それで、懇

談会みたいな形式でやるのでしたら、やはり民生常任委員会なりの小グループで各代表集まっ

てやるとか、そういうふうな形の方が良いのかなと、全員って、向こうも全員来てお互い言い

たいこと言い合いましょうなんというのは、なかなか難しいのかなという感じがするのですけ

ど、皆さんのもうちょっと良い方法。何らかの形でこちらの意思も思いも伝えて、向こうの思

いも聞きたいという思いもありますよね。だから、その手法としてどういうようなあれか。た

だ、めいめい勝手にこの問題について取り組んでいるけど、どこかでやっぱり、ごく真摯的に

話し合い、意思の疎通を図る場所があっても良いのかなという感じがするのだけども。 

○委員長（大渕紀夫君） ここら辺が、かなり重要な部分なような気がしてどうにもならない

のですよね。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今の時期だから、私たちも視察行ってきているわけですよ。当然どう

いう形であろうと、そういう話しが出るというのは、病院長もきっと。全然出さないと、何な

のだというわけではないけど、病院は結局私たちを無視しているのかということにもなっちゃ

いますよね。だから、そういう話しも出て良いような形、反対に。やるのであれば良いような

形で十分配慮をして、どういうメンバーが良いのかという、さっき言ったように１対 20 とい

うふうにはならないと思うのですよね。だから、行った班の何名か代表で出るのか、そういう

報告をしながら、私達が議会で報告をしましたけれども、そういった自分達が行った報告を聞

いていただいて、医者の見た目というのは違うと思うのですよ、私達が見た目と。そんな意見

を伺うとか、そういう形にするか、こういう時期だから全く触れないとおかしいでしょうし、

またあんまり深刻になって話ししてしまうとおかしくなってしまうでしょうし。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） それと、今ちょっと思いついたのだけど、この間我々、３班に分か

れて行ってきた。白老と同じような状況で赤字になって、ある時をきっかけにぱっと今の体制

変えたわけですよね。その時に、議会の果たした役割ってどこ行ってもあんまり議会が投じて

やったというあれがほとんどの所ないのですよね。僕も例えば黒川とか、方針が二転三転、出

したら駄目、出したら駄目、出したら駄目で最後に４回目かそこらで良くなったと。それまで

したら、あれだけ出してどこに関わりあったのだというのほとんど見えないのですよね。だけ

ども、向こうの人は異口同音に、議会の協力がなかったら絶対これ出来なかったのですという

部分があるのですよね。だから、うちらの場合、それに当てはめてみると、どういう形でこの

問題。その時はきっとした何か、中間的に行政組合なり何なり中間に入る人がきちっといて、

上手く両方意思の疎通図らすように誰かしたのだけど今、白老町にそういうようなものが何か

無いのですよね。実際に第３者的にそこできっと仕切る人がいない中での、今回のこの問題の

解決のための方策だから、どうやってこれやって。だけども、議会の意思と向こうの意思と全

然離れた所でやっていれば、最終的に話しにならないし上手くいかないから、その辺の中に入
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るコーディネーターみたいなものが何とかいないのかなという感じがするのですけど。それを

小委員会に任されて、なかなか難しいし。 

○委員長（大渕紀夫君） だけど、いずれにしてもこのまま今、議長言われたように、ずっと

いくなんていうわけにはいかないですよ。ですから、どこかでやっぱりアクションを誰かが起

こすと。それが、公の形で例えば院長に講演してもらうというのは、公の形で誰が聞いても何

もおかしな話ではない。どうぞどうぞフロアにも来てくださいと、役場の職員も来てください

ということでやるのであれば、何も問題ないわけでしょう。だから、そんな形で接触して、そ

の後は懇親会やると、どこかで場所作って会費でやれば良いわけだから。そして、院長が出れ

るときに、懇親会やればその後、いろいろな話も出来ると。別に強制しなくてもいい、出たい

人だけ出ればいいわけだから。そんなような形が一つあるかなと。あと、民生常任委員会でや

るとしたら、やっぱり民生常任委員会が病院に行って、病院の各幹部の方々にちょっといろい

ろ教えてほしいのだよと言って、病院に我々が行って薬局長とか検査技師長だとか、その中に

院長先生ももし来ていただければというような格好でやるということは、それは民生常任委員

会としては出来そうな感じがするのだけれど。 

○議長（堀部登志雄君） どうですか、中間に入って、いろいろ橋渡しするような政策推進室

みたいなところで、何とか上手い具合に両方の中とって、こういうふうな形でやるというのが

出来ないのかな。議会でああやりましょう、こうやりましょうと行くのは何か。議会でただこ

うやってやる格好になってしまっても、その辺はどうなのかなと思って、政策推進室あたり。 

○事務局長（上坊寺博之君） 政策推進室の役割全然違います。町の改革プランのやつに入っ

てこないというのもそうですから。病院の改革するための政策推進室ではないです。町長が判

断するための今動きですから。 

○議長（堀部登志雄君） 今回の研修した形の中でいろいろ考えて、経営診断のあれは別とし

て、病院は病院として今後のこと、いろいろ考えているのだろうから。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 局長が言っているとおり、小委員会の性質というのは議事日程だとか、

特別委員会の運営方法ですから、そのことを冠にして病院職員との懇談会を日程調整のためす

るという形を、一回とった方が良いのではないですか。分かります、言っている意味。それで、

どうですと。内容的には 20 人の前でそういう講演を含めてしますかということも、一つのた

たき台として。我々病院、二人ずつ行っているわけですから、こういう経緯もありましたよと

いうのも、ちらっと耳に入れるという形で。当然、経営分析のシミュレーションというか、答

え出てきているわけですから、これについての詳細もそこで聞ければ。同じような質問が例え

ば講演会やったとき出てくるかもしれないけど、ということだってリサーチ出来るわけでしょ

う。その答え方を見て、これは危ないなと思ったらそこで止めれば良いことだし。ただ、一回

は持たないと駄目だという。前回僕は駄目だといったのは、何も投げて来ないのに行ったら、

向こうは駄目になってしまうよという言い方をしたわけですから。今回出たわけですから。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員の言っている意味は良く分かるのだけれど、僕はやっぱり
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院長がきちっと出来る立場を作った後に病院に行くというふうにしないと、我々が先に病院に

行って職員と懇談した後に院長というふうにはならないでしょう。だから、先にやっぱり院長

の講演なら講演と、そういうものをセットした後に我々が動くというなら良いのだけれど、と

りあえず院長先生をこうしないと、やっぱりまずいような気がする、先に。 

○委員（熊谷雅史君） 小委員会として、院長先生含めて、幹部です。師長さん、それから薬

局長、それから事務長。その辺のレベルの人達とまず懇談をするということですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） だから、僕が言っているのは、その懇談をする前に議会が院長の話

を聞くべきではないかと言っている、その前に。そうでないと院長が主体的に動いているとい

うことにならないでしょう。要するに、院長先生、うちで講演してください。議員、やっぱり

町立病院のこと分からないから、ぜひ一つ講演してくださいという形で一回講演やるというこ

と。その後ということ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） そういうことであれば、この小委員会に委員長、副委員長が院長先生

の所に日程調整について、打ち合わせについてということで、この代表としてお二人ぐらいで

行かれて、実際に打ち合わせをされた方がいかがなのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） ただそれは、病院の事務局に言えば良いのでしょう。 

○委員（西田祐子君） そういうことではなくて、こういう内容について。日程調整ですから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 院長は、言葉伝えではなくてやっぱり行った方が良いと思いま

すよね。特別委員会の委員長行くのか。 

○委員長（大渕紀夫君） それは特別委員会の委員長行かないと。議長と、特別委員会の委員

長が行くというのは。それは、立場上から言ったら、特別委員会の委員長と議長行くべきもの

だ。それぐらいないとちょっと調子悪い。 

○事務局長（上坊寺博之君） 事務局から向こうの事務局行ったら、下手すれば何でそんな所

行って話すのとなりそうな感じがしますよね。 

○委員（西田祐子君） 特別委員会の委員長さんと小委員会の委員長さんと議長さんと三人で。 

○委員（根本道明君） 院長は、ぜひこういうようなことで呼んでくれというのは、前は。 

○委員長（大渕紀夫君） だから、そういう状況であれば良い。そういう状況作りたいという

ことだけ。だから、こっちから変なこと言わないで、ちょっと議員の今こういう状況だと向こ

うは知っていますよ。知らないわけないのだから、知っている中身で話してくださいというこ

とでやると。 

○委員（西田祐子君） 日程調整ということで行けば、いろんなことを調整して来られるので

はないかと思います。例えば、講演終わった後に、質疑するかしないかということについても、

質疑しないならしないというふうに、代表で行かれた方々が院長とそういうふうな打ち合わせ

をちゃんとしてくれれば良いのではないかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長、どうですか。 

○議長（堀部登志雄君） 要するに、こういう内容で講演していただくかということについて、

向こうで、議会でこういうことやっているというのは十分承知。だから、それにまつわる院長
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の思いだってあるわけだから、それ含めて言いたいということで話してもらえば。院長から見

た今後の病院運営のあり方でも何でも、議長がこう考えるよというものがあれば、そういうこ

とを話ししてもらえれば、病院院長こういうように考えているのだなというのも分かるし、あ

の人は専門家だから。 

○委員長（大渕紀夫君） 13、14、このメンバーで院長行きますから、いろいろ話し出来ます

ので、そういうことも十分考慮しながら。しかし、そこで話しするのも失礼ですから。事前に

そういうことは話ししても良いけども、正式なものは正式なものとしていくというふうにしな

がら、24 にシミュレーションの関係の特別委員会が開かれますから、その後出来れば今月中に

一度そういうことを計画するということで良いですか。日程についてはもちろん、向こうの都

合もございますから、月曜日は 100％駄目でしょう。手術日ですから、まず月曜日は絶対駄目。

それ以外の日でなければいけない。夕方からでも多分駄目ですから。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、この週しかないです。議会は入っていますから。  

○委員長（大渕紀夫君） 28、29、30 あたりでちょっと院長の都合を聞きながら、院長優先

で考えたいと。そのことをきちっとしてから、町とのすり合わせは考えるというふうにしかな

らないでしょう。ばたばたいってもしょうがないから、とりあえずそこの所、13、14 民生常任

委員会が院長と一緒に行くということ。それから、24 日にシミュレーションの勉強会というか、

特別委員会やるということと、その次の週、26 日の週で院長の講演を出来ればやっていただけ

るような形で段取りを取るというような形で進めるということで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） あともう特別な講師による全体学習会は、これはちょっと無理だね。

講師を派遣するということを含めて、時間が無いです。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例えば、14 と藤沢へ行ったときに、当然向こうでも聞いてくる

のですけど、民生しか聞いてないから、あそこの院長が許せば来てもらうとか。多分、佐藤町

長も出席したいみたいな話しちらっとしていたと。白老との陣屋の関わりあるものだから、出

たいみたいな話ししていたというのです。その時に町長にお願いすれば、時期は分からないけ

ど可能かなという気はします。 

○委員長（大渕紀夫君） 町長、院長どちらでも構わないから、来ていただければ。７つの施

設が全部適用ですから、そんなこと含めて話ししてもらえれば、役立つかもしれないなと思っ

ているのだけれど。多分、全適だって管理者は町長でしょう。それぞれ管理者いる。 

○事務局長（上坊寺博之君） 院長でしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 院長だったら院長来てもらった方が良いな。そうしたら、全体的な

勉強会については、そういう状況を見ながらということ。それから、町民の意見を聞く云々等々

もございますけども、そういうことも小委員会の皆さん考えて、13、14 視察ございますので、

そういう中でも一打ちしておきたいと、院長中心に、そういうことも考えていますので、今日

は院長の話までいきましたので、シミュレーションの日程決まりましたから、その程度で終わ

りたいと思うのですけどいかがですか。 



 11 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと最後に確認させてもらいますけど、11 月 20 日のＪＲ

タワーホテル、これもしか、この中で行かれる方がいれば、明日私の方に電話いただければ、

ファックスしておきたいと思います。政策推進室が行けるかどうかはちょっと分かりませんけ

ど、そういうことでお願いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか、ありませんか。無ければ以上で小委員会を終了いたします。

ご苦労様でした。 

（午後 ２時５０分） 


