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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特別委員会会議録 
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○説明のため出席した者の職氏名 
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 ◎開会の宣言 

○委員長（吉田和子君） これより、白老町立国民健康保険病院の運営に関する調査特別委員

会を開会いたします。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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君）  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。 

 次に、本日の委員会の日程について、事務局から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 本日の特別委員会ですが、先般の特別委員会のときのシミュレ

ーションにおきまして、追加ケースがあるということで、本日受けておりますので、その説明

をいただく予定でございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） それでは、調査に入ります。病院側からの説明を願います。丸山病

院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） おはようございます。先般の特別委員会の中で、経営主体を替

えた場合、シミュレーションがどうなるだろうかということで、その具体的な内容についてシ

ミュレーションを出してほしいということでありましたので、一応用意いたしました。ただ、

最初にお断りしておきたいのは、具体的に経営をどういう形でやるかということは、まだ決ま

っておりませんし、例えば指定管理者、あるいは何らかでどこをということで想定しているわ

けではありません。それで、今回出しました病院事業の収支予測、これにつきましてはあくま

でも今回の経営シミュレーションの結果報告書に基づいて、再計算してみればこうなりますと

いう形での、資料の提出ということで、ご理解をしていただきたいと思っております。それで

は、病院事業収支の付与条件の方からまず一定の整理をさせていただきたいと思います。今回

の経営シミュレーションの結果報告書に基づきまして、まず吉岡経営センターの方から出まし

た報告書への試算条件の確認を何点かしてございます。読み上げさせていただきます。今回の

試算ベースは、経営シミュレーション結果報告書資料編３の２の１、収支シミュレーション、

パターンＣがベースとなっております。吉岡さんの方で計算を担当しました、シミュレーショ

ンを基に、あくまでも作られているということでご理解をしていただきたいと思います。パタ

ーンＣの設定条件です。パターンＣの設定条件は、一般病床 40 床、療養病床 16 床、これを新

設の 1 病棟体制。病院を新しくして、1 病棟体制にした場合と、こういうような条件になりま

す。1 番目としまして、施設の改築ですが、これ３月の経営診断結果を基に、施設の老朽化を

解消し、各種アメニティーを確保した上で、現行診療報酬基準に基づく看護基準を満たし。現

行報酬基準というのは、18 年４月１日現在の診療報酬基準に基づき看護基準を満たし、また地

域ニーズを満足させることを条件として改築を行うものとして試算をしてございます。医業収

支の予測条件ですが、２点ございます。まず、一般病棟入院管理料。これは、看護配置基準を

10 対１としまして、正看護師比率が 70％以上。療養病棟入院管理料が、看護師配置基準が 25
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対１と、この基準であります。そのほかに書いてございませんが、看護師の月あたりの夜勤労

働時間を 72 時間以内にするという、そういう大きな前提が入ってございます。それがクリア

できないと、この入院管理料はもらえませんので、それは必須条件となってございます。それ

と、職員数ですが、本編におきましては、医師、看護師、補助者。これにつきましては、医療

法に基づく最小必要人員という形の整理になっています。これは、40 名という形になります。

人件費の試算条件ですが、人件費（給与費）、本編に出てきます給与費につきましては、この今

回の収支予測の大前提になっています、人件費を大幅に抑制するため経営主体については公設、

公営以外の地方公営企業全部適用、２番目としまして、地方独立行政法人、３番目としまして、

指定管理者等制度等を採用したものとしての、試算というふうになってございます。それと５

番目の一般会計の繰出金ですが、一般会計からの繰出金を毎年２億 3,000 万ずつという形の整

理になってございます。６番目としまして、病院の改築費用ですが、改築費用を 15 億円とし

まして、全額起債を借り入れして、５年間据え置き 25 年、通算 30 年で償還をするというパタ

ーンで計算をしています。この場合、金利につきましては、初年度 4,573 万 7,000 円ですが、

以降 4,500 万円ずつと。元金分につきましては、６年目からの返還になります。これが、4,102

万円、これは６年目から 25 年間の償還という形なります。それと、今回このパターンＣ表の

中で出されています条件について、若干整理はいたしました。その他の条件という（６）です

が、医業収入は毎年１％ダウンするという形で設定がされてございます。これは、シミュレー

ション結果の試算の中に。これの理由としましては、今後とも診療報酬改定、これはマイナス

の方に動くだろうということですので、その予測を前提として、毎年１％ダウンするという形

になっています。それと、患者数につきましては、高齢化が進んで、相対的に人口減が進むと。

従って、分母が減ることによって、最終的には患者数も減っていきますよと、こういう想定で

作られてございます。それと建設費等の、いろんな機器購入等の整備補助金については、現時

点では一応見込んでいないという形での整理になります。今回お出ししました表の中で、３点

ほど、こういうことも想定できるのではないだろうかということで、条件を若干付加しており

ます。１番目としまして、小児科を廃止した場合。この場合は、医師、看護師等の人件費によ

って 2,196 万 4,000 円の削減が見込まれると。それと、小児科廃止に伴って、薬剤等の材料費

の減が 446 万 4,000 円と。若干、端数の方の整理がありまして、ちょっと数字が後ろの表と違

っている所がありますが、こういう形になりますと。その代わり、小児科を廃止したことによ

って、病院の収入そのものが 1,776 万円、これが減りますと。それを相殺しましても、廃止効

果額としましては、866 万 8,000 円の費用の減という形が見込まれておりますと。これは、あ

くまでも数字上の話しでございます。それと２番目ですが、第１、第３、第５土曜日の診察を

廃止しかつ平日の宿直を出張医から自院医師、町立病院のお医者さんに変更した場合、宿直医

の謝礼、旅費等が全部で 2,500 万円ほどかかってございますが、その分うちのお医者さん方の

日当直の手当てが若干増えます。差し引きをしますと、1,822 万 1,000 円程度の減が見込まれ

ています。ただ、ここの段であらかじめ申し上げておきたいのは、今後こういう形で私共の自

院のお医者さんの宿直が増えるということになりますと、かなり平日の診療等にも支障がきた
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すような状況もあるのかなという懸念があります。あくまでも、数字的には廃止した場合とい

うことのご理解をお願いしたいと思います。それと、シミュレーションの中で、院外薬局は採

用したらどうなのかということがございましたので、この採用効果について、若干検証をして

みました。若干一部数字の訂正をお願いいたします。材料費の減で１億 2,062 万 4,000 円とな

っていますが、624 を 642 に訂正をしていただきたいと思います。採用効果額 31614 を 31596 

に訂正をお願いいたします。院外薬局を採用しますと、薬剤の購入費が１億 2,000 万ほど減り

ます。人件費、当然薬をお渡しする分の薬剤師の数は変わりませんが、３名おります臨時職員

のうち１名採用を控えることができますので、人件費は 260 万程減ります。次の問題は、薬品

収入です。薬品が減った分、薬剤の収入も減ります。薬価差益ということばがありますが、こ

の分で言いますと１億 5,400 万円ほど減ります。ただし、従いまして、最終的には院外薬局を

採用した場合、このシミュレーションでは、逆に 3,159 万円ほど相対として収入が減ってしま

うというような数字が出ております。薬品収入の減少が最終的には、費用削減額を上回ってし

まうと。これもとりあえず、このシミュレーションの中に盛り込んでございます。こういうよ

うな状況の下で、設定をし直しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

次のページの表を見ていただきたいと思います。この表につきましては、パターンＣの表を

そのまま、吉岡さんの方で出した数字に私どもで算定をした、費用の削減効果等に用いて、入

れた数字をそのまま入れている。ベースはあくまでもパターンＣになっています。それで、平

成 19 年度の欄を見ていただきたいと思います。平成 19 年度の欄につきましては、企業債で

15 億を借りて、この年の４月１日に、もう新しい病院ができてしまったと、こういう想定です

ので、現実問題としてはありませんが、あくまでもシミュレーションなので、こういう形で出

ております。実質は平成 20 年度からの欄の説明になりますが、平成 20 年度病院事業収益が８

億 9,200 万ほどございます。病院事業費用が、７億 9,561 万 8,000 円になりまして、この収支

がちょうどこの真ん中の下の方に差し引きをしますと経常収支の欄になります。経常収支の欄

は 9,710 万 7,000 円のプラスで出てまいります。次に医業収益の方を見て、病院収益の直ぐ下

の欄に医業収益６億 8,651 万 5,000 円となってまいります。しかし、この医業費用が、病院事

業費用の医業費用の欄になります。７億 3,181 万 6,000 円ということになります。この差し引

きが医業収支の欄でございます。マイナス 4,530 万 1,000 円こういう形になります。つまり、

病院事業収益、医業収益だけでは医業費用を賄えないと、こういう形になります。従いまして、

ここの欄では、この表の中では医業収支の中に一般会計から２億円の操出をもらって、9,700

万のプラスが出ますと、こういうような形になってございます。医業収支と経常収支の欄をず

っと見ていただきたいと思います。平成 20 年度医業収支につきましては、4,530 万 1,000 円の

マイナスになりますが、次年度以降これがどんどん膨らんでまいります。平成 27 年度には、

１億 3,099 万 1,000 円のマイナス。経常収支につきましては、平成 26 年から建物の起債の元

金部分の返済も始まってまいります。こういうものも入れていきますと、9,700 万ほど 20 年度

であったものが、これを減算していきまして、平成 27 年には 1,370 万ほどに経常収支が悪化

していくと、こういうような試算になってございます。これは、あくまでも試算ということで
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ございますので、こういう形になっていくものと推定されます。ただ、今後の例えば経営主体

がどうなるか。実際問題どこでやるか、どなたが行うかということによって、この給与費、あ

るいは材料費等についても相当な動きはあるものというふうに考えてございます。いずれにし

ましても、このシミュレーションから言えることは、２億円の操出をしても 27 年以降には、

経常収支はトントン、それからさらにはマイナスになっていくと、このようなことが言えると

いうふうに考えてございます。一応、簡単ではございますが、収支の中身については、こうい

うふうになるのではないだろうかというような形での試算でございます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 説明が終わりましたけれども、この件について質疑がございます方、

どうぞ。18 番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） この経営主体が①、②、③となっていますね。③が指定管理者。これ

は公設公営じゃなくて、公設民営になるということでの、前提でのシミュレーションだという

ふうに理解して良いですか。だから、人件費もちろん下がるというのは、そういうことだろう

と思うのだけれども、そのあたりはどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） このＣ表のパターンから言いますと、加藤委員おっしゃったよ

うに公設民営という形になるだろうと思います。例えば、指定管理者でやった場合、建物はご

自分でお建てになるというケースもあろうかと思いますが、今回の場合については、それは考

慮していないということになります。あくまでも、建物が 15 億円程度で建てた場合どうなの

だろうかというような形になってございます。 

○委員長（吉田和子君） 18 番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 公設公営であれば、交付税措置 8,000 万ですか。それで、そのほかに

町の持ち出しが１億 5,000 万ですね。合わせて２億 3,000 万というのが前提になっているのだ

けれど、公設民営になった場合でも町の税金をつぎ込んでいかなければならないのか、建物は

15 億で建ててあげたと。中身は民営ですから、建物の修理や何かは何年か後にはいじらなけれ

ばならない時期が来るかと思う、町が所有しているわけですから。だけど、運営は民間にも関

わらず、公設であるから交付税は来ると思うのですよね。8,000 万位の交付税は来るとしても、

１億 5,000 万をずっと出していかなければならないのか、そのあたりの考え方はどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） このＣパターンの表の考え方は、１億 5,000 万はずっと出して

いくと。あくまでも出していくという考え方です。 

○委員（加藤正恭君） それでも 28 年あたりになると、赤字に転落する可能性があると。ま

た、もとのもくあみに戻るのではないのかなと、28 年頃になると。それまでにいろいろ改善は、

中身ではするでしょうけれども、このままいけばこうなるよと待っているのではなくて、いろ

いろ内部的な改善をするということになれば、赤字転落は避けられる可能性はあるのだけれど

も、それはあくまでも経営主体のやり方によると思うのだけども。単純にこのシミュレーショ

ンだけだったら、ずっと１億 5,000 万の税金を持ち出ししながらでも赤字になるというシミュ
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レーションなのだけれども、果たしてこれをそのまま認められるものかどうか、そのあたりは

どうでしょう。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） あくまでもシミュレーションですので、加藤委員のおっしゃる

とおりかと思うのですが、最終的にそこを理解していただけるのかどうなのか、そこがポイン

トになってくるのかと思うのですよね。この中に、例えば収支予測の中で、正直申し上げまし

て、プラスになる要素というのは、今期待できる要素というのは、一切入れていないのですよ。

ですから、期待できる要素を盛り込んだとしても、例えば 10 年とか 20 年とか、長いスパンで

見ていったときには、これはかなり厳しくなるだろうなということは言えると思うのですよね。

例えば入院患者数も、毎年１％減っていきますよという想定になっていますが、これが現状維

持ということであれば、若干変わってくると思うのですけれども、今の医療環境だとか診療報

酬の環境だとかって考えていったときに、期待を抱かせるような数値の設定というのは避けた

方が良いのではないかなと。厳しい状況でどうなのだという判断をやっぱりする必要があると

いうことで、吉岡さんの方もやるとすれば、こういうパターンしかないでしょうねというパタ

ーンで出してございます。 

○委員長（吉田和子君） 18 番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 結局、公設民営化という考え方で、民営化になったにも関わらず、町

税を１億 5,000 万ずつ、8,000 万ならまだ良いのですよ。交付税が来ていますから、その分を

町につぎ込むということは良いかと思うのだけども、１億 5,000 万をずっと民間に投資と言っ

たら語弊がありますが、それをつぎ込んでいくシミュレーションというのは、果たして町民の

コンセンサスを得られるだろうか。そのあたりはどうだろう。公設公営であれば、これは今ま

でと同じなのだから、それは町立病院だからなということはあるのだろうけども、民間になっ

た場合でも１億 5,000 万をずっとやっていくと。時には 28 年以降になったら、１億 6,000 万

になったり、１億 7,000 万になる可能性もこのシミュレーションではあるわけなのですよね。

そのあたりは、コンセンサスを得られないのではないかと、このシミュレーションではいかな

いのではないかなという気がするのですけども。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） その辺につきましては、理事者方で今いろいろ検討していると

いうふうにお話しを聞いていますので、私の立場からはシミュレーションはこういう形になり

ますというお話ししかできません。 

○委員長（吉田和子君） ほかに。17 番、及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、説明をお聞きしまして、ちょっと引っかかるというか、教えてい

ただきたいのですけども。（３）の所で、条件の所です。院外薬局を採用したときに、3,100 万

位の逆に収入源になってしまうのだという説明がありましたよね。これ、もう少し詳しく説明

してもらえませんか。これ逆に、我々が認識していたものと、ちょっと違う思いが強くしてい

るのですけども。この説明お願いいたします。 
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○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 正直言いまして、私も薬局長といろいろお話しながら数字を作

ってみてびっくりしたのですけども、基本的には院外薬局にしますので、薬の購入が減ります。

買った薬を患者さんに出す場合、薬価がありますよね。購入額と薬価の差が実は結構大きな幅

でございまして、その差額でいろんな人件費だとか、昔は薬何とか倍とかって、薬をたくさん

出すと病院の収入が上がった時代、今そういう状況にはないのですけども、それでも収入があ

って差額があったという時代なのですが、今回薬品を買って、患者さんに病院として渡さない

ことによって、薬価差が無くなってしまうという結果になってしまった。儲けが無くなったと。

それだけ薬を出すことによって実は病院に収入があったのだけども、その分を院外薬局さんに

お出しするので、その分のうちの収入は減ってしまうと、こういう想定なのです。それが、正

直言ってこんなにあるとは思っていなかったのですけれども。こういう結果になってしまった

ということで、あくまでもそういうことになりますということでのお話しなのですが。 

○委員長（吉田和子君） 17 番、及川委員。 

○委員（及川 保君） もう少し検証してみる必要があるのではないのかなと、私は思うので

すね。それともう一つは、上にある第１、第３、第５の土曜日を診療廃止したいと。廃止すれ

ば、今出張医でやっているのですね、賄っているということで、それを自分の医者でやるのだ

と、こういうことなのですけども、現実問題としてこれが可能ですか。非常に今、お医者さん

の負担ということが増えている状況、よく報道されていますよね。これを無理に自分の所の医

師で賄うのだということにしたとしても、これが本当にずっと永続的にやっていけるかどうか、

ちょっと不安な部分が残されていると思うのですが、この辺はどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 実はそこの点、一番危惧をしておりまして、かなり土日にうち

のお医者さん、あるいは平日でも何回か出張医の方にお願いをして、極力最大で５回くらいに

抑えるつもりで、今ずっと。大体一人のお医者さんで４回から５回程度、お願いしているので

すが、それがさらに月 1.5 回から２回程度増えるということになると、かなり厳しい状況にな

ると思いますので、江別の市立病院の実態もやはり想定はしておかなければならないと思いま

す。正直言って思っています。ですから、これは特に平日に土曜日の午前中の診察外してもそ

んなに人件費も下がりませんし、収入も正直言って差ほど無いものですから、そんなに影響は

ないのですけども、逆にそういった方のお医者さんを、自院のお医者さんを確保するというこ

とが、やっぱり非常に困難になる可能性があるということで、それは考えてございます。です

から、一番最初に条件設定でお話ししたとおり、そういう状況もあるということでご理解をし

ていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私も及川委員の質問に関しての関連質問になるのですけども、ちょっ

と単純にお尋ねをします。院外薬局にした場合、臨時職員分の人件費の減というのが載ってい

ますけれども、いわゆる薬剤師さんですね。この方は（１）に出ているように、小児科廃止し
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た場合や医師や看護婦の人件費の減とこういうふうに出ていますけども、この院外薬局にした

場合の薬剤師さんの減とはなっていないと思うのですよ。とすれば、院外薬局をやっても薬剤

師さんは、いわゆる外の患者さんに対する処方はやらないかもしれないけれども、入院患者さ

んだとかそういう方に対してはやるという想定だと思うのですね。僕は、院外薬局をやるにも

関わらず、正職員である薬剤師さんの人件費が減らないというのは意味がないというふうに、

単純に感じるものですから、この辺がちょっとどうなのかなというふうに感じるのですね。そ

れでこの部分がこういう数字になって出てきてしまうのかなというふうに思うのですから、こ

の辺をお尋ねしたいと。全体的には非常に素晴らしい資料提供していただいて、ありがたいと

思っています。 

○委員長（吉田和子君） 暫時、休憩をします。 

午前 １０時２９分 

  

午前 １０時２９分 

○委員長（吉田和子君） 委員会を再開いたします。丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 薬剤師ですが、この件に関しましては現在２名おりますが、２

名の方をそのまま入院患者の投薬治療等に使いたいということになりますので、１名につきま

しては減ということにはならないというふうに想定してございます。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も院外薬局の件、前回のときに私が出した部分だったものですから、

ちょっと数字的には意外な部分だなと思っているのです。ただ、この数字だけ出したときに、

例えば３千幾らかというお金が減収になりますよと。例えば、ほかの民間の事業所さんあたり

は、果たしてこれだけ減収になるものを外に出しますか。僕、それが不思議なのです。通常的

な考え方でいくと、病院という一つの施設の枠の中で、この院外薬局さんが占める割合という

のは、建物自体で、試算 15 億というのは前の試算と変わっていないですよね、病院の建設費

用は。こういったものの全部含めないと、自分がもし経営者だったら、その建物中に薬剤を占

めるスペースがあるとないとでは、全然違うでしょう、建物自体で考えたときにですよ。それ

もやっぱり考慮していかないと、シミュレーションですから、こんなものなのですと言われれ

ば、僕もそれ以上は何も言えないけども、でもやっぱりそういったものを考慮していって、最

終的にはこれを受ける経営主体がどこになろうが、何になろうが、民間だったらこれくらいの

規模で、これくらいでもってできるのではないでしょうかというものがないと分からないと僕

は思うのだけど、その辺についての事務長の考え方は。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、基本的に建物から言うと、院外薬局に出しても、院内で

の薬局というのは当然必要になりますので、大きさ的には差ほど変わらないと思っています。

それともう一つは、ここに採用効果の中に一つ載っていない要素があるというのは、増収の部

分での要素が実はあります。投薬管理料とか入院患者さんに服薬を指導する部分について、こ
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れ本当は数字に載せたかったのですけれども、ちょっとまだ算定できないというような状況で

ございますので、プラスの要素については載せてはございません。ただ、相対的にはそういっ

た要素もあるというふうには考えてございます。 

○委員長（吉田和子君） 11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 同じ質問になるかもしれませんけれども、僕は一番不思議なのは、や

っぱりある程度の民間の病院経営者の方々が、薬局を自分の病院内に設けない、外に出す。こ

れはメリットがあるからやることなのではないのですか。これ例えば、公営企業の中で考えた

らそうなのかもしれないけれども、民間でやった場合に、その方が利益があると、メリットが

あるということで出すのではないですか。メリットの無いもの出さないでしょう。僕はそうい

うふうに思うのですよ。その辺は事務長に聞いても、これはどうしようもないのかもしれない

けれども、もし企業であれば、今までこれだけ厳しい病院経営している所が、これだけの減少

になるものをわざわざ出しませんよ。僕はそういうように思うのだけど、もう１回だけ、その

辺。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 基本的には、考え全く同じなのです。メリットの無いものを院

外に別に出す必要ないと思うのですけれども、基本的に今の状況で言うと、経営シミュレーシ

ョンの中でも院外薬局のメリット、デメリットについては言われているわけですから、そこら

についてきちっとちょっと数字を拾ってみて出してみた結果、こういう形になっているとうふ

うなのですよね。数字を精査していくと、こういう状況が出てきますということでのお話しな

のですよね。ただ、最終的に今言いましたように、プラスの要素をどうやって転換していくの

か、これは、これからの段階になることです。 

○委員長（吉田和子君） 11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは、事務長の中で試算した形の中の数字ですよね。例えばこれを、

民間の病院だとかそういったもので、院外薬局についてのノウハウ、そういったものの知識は

事務長の中には入っていないのですよね。入っていない中の数字だと捉えて良いのですね。分

かりました。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問のございます方、どうぞ。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 設定条件の中で、ちょっとお聞きしたと思います。建物は古いのは分

かりますけれども、当面自助努力で経営したときに、ある程度見通しつく段階まで、改修でい

かないのかなということが１点でございます。それから、医療機器の投資が載っておりません

が、現状の院内の医療設備、医療機械の中でそのままずっと行けるのかどうか、この考えにつ

いてお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、施設の改修ですが、経営シミュレーションのときに前回

お話しさせていただいたものですが、今の２階、３階の体制、２病棟体制では、これはどんな

に頑張っても黒字が出る、あるいはとんとんまでいくような体制にはなっていないということ
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ですので、基本的には１病棟体制をとにかく取るのだということになりますと、現行の２階も

しくは３階を１病棟という形には、施設は幾ら改修してもできないという状況なものですから、

１病棟体制を取るとすれば、やはり新設しかないだろうと。現行のものを改修では無理だとい

うふうな判断をしてございます。それと、医療機器の関係ですが、例えばＣＴにつきましても、

ＣＴの管球がエックス線出す玉が約 1,000 万、実は今年切れました。平成 12 年か 13 年に入っ

た機械で、もうそろそろ機械的には更新の時期もきています。それと実は数字には、形には出

てきませんけれども、例えば血圧計だとか細かいいろんな機械も、我慢に我慢を重ねてきてず

っと使ってきたものがございまして、それもそろそろ限度もきているというような状況でござ

いますので、ある程度病院の方向性が固まれば、そういったものも更新するなり、またリース

で借りるなり、そういったこともしていかなければならない部分が、今の現状では病院の方向

性が決まっておりませんので、極力我慢できるものは我慢してもらっていると、こんな状況に

あるということもご理解していただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） ということは実質的に、今試算した数字に、それらを考慮した数字は

将来的に加わる可能性が非常に大きいという判断でよろしいでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） その数字は、入ってくるかと思います。ただ。起債を借りてい

ろんな設備を整えるか、あるいは更新の状況を見ながらやるためにリースでやっていくのか、

これについては見当の余地がありますが、いずれにしましても機器の更新につきましては、き

ちっと考慮をしていかなければならないという形では考えてございます。この表の中には、数

字としては、入ってきてございません。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問のございます方、どうぞ。５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 総体的に考えて、今 15 億かけて、例えば建物、公設民営にしたとし

ても、赤字がずっと出てくると。もちろん補助金も必要だと。今ここで、小児科を廃止した場

合とかって一例だけど。小児科というのは、ものすごく大切なものだと思う。ここで仮に廃止

して、ほかにしたら約延べで１万人診察している中で、重要な項目というのは順番的にあると

思うのだけれども、１番多いのはどうかとあると思うのだけど。だけど、15 億かけてどうして

もやらなければならない理由というのが見えてこないのだけど、こんな状況であれば。それだ

ったら仮に、私が考えるには、こんな２億も１億 5,000 万もずっと補助金出すのだったら、5,000

万くらい、仮に市立病院のお願いして、5,000 万位払うから、20 床くらい白老のために作って

くれないかとかいう、話しにもなってくるのではないかと思うのだよ。そうしたら、ここには

診療所だけあれば良いのではないかという、そういう比べ方の方がやっていかなければ駄目だ

と思うのだけれど。今このままでは、さっきも誰か言ったけど、27 年、28 年になったらもと

のもくあみだよと、今までと同じだよと言うなら、この病院建てたときも 10 年間は黒字だっ

たというのと同じなのだよ。何も変わらない、進展が無いでしょう。そこら辺を、こういう病

気に対してこうこうこうだと、赤字であってもどうしてもやらなければならないのだというも
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のがあるのだと。だから、こうしなければならないというのならやむを得ないかもしれない、

その内容によっては。その辺が全然見えない。増してや人口も減ってくるから、１％ずつ患者

も減ってくるのだと、これずっとそうだよね、今までも。約１％ずつ減ってきている。収入を

増やすようなことは考えていない。患者を、僕は単純に言って約１万人の患者でしょう。１万

人切っているけど。それが、１万 5,000 人になればペイすると思うのだけれど。ゼロにはなる

と思うのだよね。その 5,000 人を増やすような努力がないと思う。今のままの現状でいって、

小児科も減らすというのなら意味ないでしょうと思うのだけれど、どうですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今回のＣパターンというのは、３月の経営分析。そして今回の

シミュレーションの中でもはっきり出てきていますが、白老町でまず必要な医療ニーズは、と

にかく満足させるのだよと。白老町に必要な医療ニーズというのは、一つは一般病床を確保す

ること。もう一つは、療養ベッドは 16 ベッドを確保していくこと。それと、政策医療の中で、

一次救急と小児科については必要でしょうと。診療科については現行体制の中で一般内科、整

形を中心とした一般外科、それと小児科の３科体制でやったらどうだというのが、今回のシミ

ュレーションのパターンなのです。これは、はっきり言われています。ただ今回、この小児科

を廃止した場合というのは、金額的なことでこれだけお金が掛かっていますけれども、それだ

けの価値があるのだということについては、この経営分析の中にも、経営シミュレーションの

中にもはっきり書かれていますので、今回出したというのは、あくまでも経営的にやったらど

うなのだということでの、ぜひご理解をいていただきたいと思います。それともう一つは、人

口減。そして、高齢化に伴って、先ほどちょっとお話ししましたけれども、少なくても人口が

増えるということはもうないはずですけれども、患者数も先ほど言いましたように１％ずつ下

がってきますよと。これが、例えば現状維持の中で苫小牧に通いきれない人がどうやって平行

にしていくか。これは可能だというふうに考えています。ただ、そこの部分も右上にしてしま

うのか、真っ直ぐにするのか。今回のシミュレーションの中では、あくまでも下がっていきま

すという見込みの中で出てきます。ただ、さっき言いましたけれども、少なくとも患者数につ

いては現状維持は確保していけるだろうなと考えています。それともう一つは、玉井委員言わ

れたように、例えば苫小牧市立病院に分担金を出してという話しもありましたが、それは最終

的に白老の医療をどうするかということ考えたときの、一つの手法にもなるというふうに考え

ております。決して否定するものではありませんし、それも一つの考え方ではないかなという

ふうには、私は理解をしています。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問のございます方、どうぞ。13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤正信君） 職員数の所で、看護師、診療報酬に関わってくる大事なのですけども、

この 70％の比率、正看と準看の差、72 時間労働というような形の原則的な数で言うと、この

Ｃパターンで言うと、人数で大体正準看護師全部入れて何人ぐらいになるのですか。30 人ぐら

い用意しなければならないと思うのですけども、それらの正確な人数がどんなふうになるのか、

あるいはその確保、現状と比べて確保というのがきちっと整えることができるのかどうなのか、
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教えてください。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） その辺の数字につきましては、シミュレーション作成業務報告

書の資料編の２の１の１に数字が実は出ておりまして。これは、医師が７名、看護部門がここ

には 32 名と書いてあるのですが、小数点入ってくるものですから、39 名ですが、この表とし

ては 40 名と。コンマ分出る分は 40 名というような形になります。それで、看護師が 17 名、

32 人の内訳ですね。準看が９名、補助が６名。看護師 17 点何ぼなのですけれど、一応 17 名

と計算しまして、32 名のうち 17、９、６と、こういう数字になります。問題は、今の２階、

３階体制に分けてやると、72 時間がクリアできません。２階、３階に分けてやると、72 時間

がどうしてもクリアできないと。ということは夜勤体制の数が倍いるということになりますの

で、これは人数的には１病棟体制になったら、クリアは可能ではないかと考えています。 

○委員長（吉田和子君） 13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤正信君） １病棟体制になれば、大体これで確保できるのではないかという、細

かいことはよく分かりませんけれども、現状の看護師さんの数から言って、今相当のやりくり

をしているのだろうというふうに思いますけど。今言われた数というのは、現状と比べると大

分減るのですか。看護師の数というのは増えるのですか、減るのですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 看護師、準看護師、補助者全部集めまして、トータルで 22 人

要らなくなります。減ります。今の現状から。医療法から言うと 32 人ですけども、それを１

病棟体制に集約していくとトータルで 22 名不要になってくると。医療法上はですよ。ただ、

若干の余裕付けなければならないので、22 丸々ということはないと思いますけれども。医療法

上の数字から言ったら要らなくなります。 

○委員長（吉田和子君） ２の１の１の資料見て、現状で看護部門 38 人になっているのです

けども、それから 22 人減るということですか。 

○病院事務長（丸山伸也君） ７月１日の時点と現時点違いますから。増えています。  

○委員長（吉田和子君） 今、54 名いるそうです。ほかに質問のございます方、どうぞ。４番、

鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 一つはシミュレーションとして、今は現状の入院患者でやっています

けれども、逆に 56 ですか、そのパターンを決めて、人件費だとか要するに経費だとかとうい

うのは、費用としては出ますよね。そうすると、問題としては収入ですよね。費用対収入で、

56 床で入院患者満杯になる。もし外来患者が幾らにすれば、この経費に見合った収入になるの

かという、逆のパターンというのを一つ必要だと思うのですよ。今のパターンでしかやってい

ませんけれども、もしこういう病院を経営するためには、これ位の患者さんが必要ですよと。

要するに稼がないと、これだけの経営をしていくことはできないのだという、そういうパター

ンを作ってみるべきだと思うのですよ。そうしないと、もし民間で受けるとしても、どのくら

いの患者さんを自分達が経営努力してみることによって、この病院が経営できるかという、逆
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にそういうことを見せてあげないと、受ける方はただマイナスマイナスばかりの話しで、あと

は町からこれだけのお金が出るという話ではなくて、そういうパターンを一つ作って、その中

でやっぱりこれはどうしても無理だから、２千万とか３千万とか５年間でも町から補助してく

れないかという、そういうやり取りというのが逆にあっても然るべくだと思って、最初から２

億 3,000 万ありきでの話ではなくて、建物は建てても良いと思うのですよ。これ見ても最終的

には元金と利息足しても 8,000 万いかないわけですから、これはもう交付税で逆に考えれば、

返していけるのだと考えて、あれを５年間 3,000 万ですか、3,500 万位は払っていって、６年

目位から 8,000 万くらいの支払いになっていきますから、５年間くらいは結構支援できますよ

ね、そういう考え方すれば。やはり、そういうパターンで示さないと、なかなか指定管理をし

ていただくための参考資料になっていかないと思うのですが、そういうパターンを作るという

ことはできますよね。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 実はその辺の話も、吉岡さんの分析された方と話をしました。

それで、このパターンＣの表の中で、仮に指定管理者でうちがやっても良いかなと検討すると

すれば、どこの数字確認しますかと言ったら、二つしかありませんと。それは、パターンＣ表

の入院と外来の収益。この金額は設定シミュレーション、今の診療報酬とベッドの稼働率と、

それと白老での単価は幾らくらいかというのは全部かけて出ているので、収入はこの収入しか

ありませんと。ですから、病院さんは例えば 19 年度で言いますと、医業収益で７億 180 万出

てくるのですが、この金額でできるかできないかという判断をしますと。そこ１点に尽きます

と、そういう話しはされていました。ですから、この７億の中で人件費、あるいは材料費もひ

っくるめて、トータルで本当にできるのかできないのかと。これは間違いなくこの２つの数字

でほぼ 100％判断するだろうと言っておられました。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 僕は民間の人は全くそうだと思うのですよ。ただ、民間の人は経営努

力して考えますので、今の町立病院では入院患者と外来患者はこうかもしれないけれども、自

分達がやることによってもっともっと増やす要素というのか、やれるよというそういう考え方

で、じゃあ自分達がこれだけやれるとしたら、費用はこれだけかかるからという、やっぱりそ

ういうやりとりすると思うのですよ。僕は患者さん減ると言っているのですが、国保の前から

話ししているのですが 13％ですよ、大体、町立病院にかかっているのは。そういうこと、まだ

潜在的に 87％の人が患者さんはいるということですよ。そういう数字だけ見ただけでも、やっ

ぱり民間の人が努力することによって、その病院に患者さんを増やすという、そういうことは

幾らでも要素として考えると思う、民間のお医者さんであれば。だから、ぜひこのパターンの

中で、今の支出は分かるわけですから、支出に見合った収入を得るためには、どういう患者さ

んの数というのですか、そういうことも一つやってみないと全く採算取れないことを指定管理

者の方にやってくれませんかと言ったって、誰も指定管理者の方は受けないと思いますよ。マ

イナス分っていてやってくださいと言ったって、誰も受けないでしょう。だから、これだけ以
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上頑張れば採算取れますという、採算ラインをちゃんと見せてあげないと、なかなかこれは指

定管理者と言ったって無理ではないかと思うので、やはりそういうパターンを一つ作って見る

べきだと私は思いますので、ぜひそこら辺、検討して考えていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 正直言って難しいと思うのですよね。ということは、給与費の

問題だとか材料費の系数だとか。この数字でやるのであれば。このベースで良いのであれば出

てくると思いますが、結局受けられる所の最低限この患者、ベッド数でこういうことをやって、

最低限の売り上げはこれだけあるだろうという数字は、さっき言ったこの２つの入院と外来の

収益からの数字なのですよね。その中で、それができるかできないかという判断を多分、まず

してくるだろうし、そうするとこの売り上げで例えば小児科やるのですか、救急やるのですか、

どうするのですかという条件が次の段階に出てくるかと思うのですよね。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 今ここは、あくまでも今までの町立病院のパターンと町立病院の人件

費や何かから見て出しているというふうにおっしゃって、これはそうなのだというのであれば

良いのですが、吉岡さんですか、ここは民間から何からいろんなことを知っていますよね。じ

ゃあ、民間ベースでこれくらいの 56 床の病院であれば、どれくらいの人件費で、どのくらい

の材料費で、どのくらいの経費でやっているかということは、いくらでも調べられると思うの

ですよ。そういうベースで計算してもらったらどうですかという話し。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今回のベースというのは、正にそこのベースなのです。だから、

給与費はそこまで抑えなさい、材料費はここまで抑えなさい、経費はここまで抑えなさいと、

こういう形で積み上げをしている数字なのです。それで、最終的にそれだとすれば、その数字

の判断というのは、この中でどこをどう削ってやるということになれば、収入がこういう収入

だから、もう少しこういう経費を切り詰めればとかいう、そういう判断は次の判断に出てくる

と思いますが、最低限この 56 床であるとすれば、これだけの経費はかかるでしょうという意

味での、これは出ていると思いますが。少なくても、鈴木委員の言われている中身であれば、

このＣ表を見てうちでやるかやらないかという判断は、ある程度判断はできるのではないかな

というふうに理解はしていますが。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） それであれば、今私が言った経費、56 床でもし民間でやるとしたら、

このくらいの費用がかかるのではないだろうかというものが、これだというのでしょう。それ

であれば逆にこれだけかかるのだから収入をどのくらいにしなければならないというのは、何

ぼでも出るのではないですか。逆に入院患者と外来患者の数がどのくらいになれば、これに見

合うかというのは、今の一人当たりの単価から掛けていったら簡単に出る話だと思うのですが、

そんな難しい話しなのですかということ。 

○委員長（吉田和子君） 暫時、休憩いたします。 
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休憩 午前 １１時００分 

  

再開 午前 １１時１５分 

○委員長（吉田和子君） 時間になりましたので、休憩を閉じて委員会を再開いたします。丸

山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） ちょっと理解が足りなくて、申し訳なかったです。鈴木委員の

おっしゃるとおり、経費から逆算して例えば入院のベッド稼働率が今 90 何パーセントに。仮

にそれを限りなく 100％。あるいは外来患者の数が 19 年度 150 名設定になっていますけども、

単価は大幅に変わるということはないと思いますが、逆に経費の方から外来患者を何人まで増

やせば良いのか、その辺の数字については試算すれば出てきますので、あくまでも数字は出て

きますので、もし指定管理者で行いたいという方がいれば、この程度の目標になるのではない

でしょうかという目標値については、ご説明できると思います。もう一つ、外来患者を増やす

ということになりますと、医師の人数に影響が出てくるものですから、必要数について影響が

出てくるものですから、それもどうなっていくのかということもありますので、それも条件あ

る程度設定してみないと何とも言えませんので、具体的にそういうお話しが出てきたときに、

こういう状況に、もし目標としてこの経費でやるのであれば、これくらいの患者さんの確保は

必要ですよという話はするように準備はしておきたいと思っています。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問のございます方、どうぞ。７番、西田委員。 

○委員（西田裕子君） 今回のこの病院事業収支予測というもの、病院の中で発表されている

ものなのでしょうか。もし発表されているものであったら、職員の皆さんはこれを見られてど

のような感想をお持ちだったのか、その辺ちょっと伺いたいと思いますけれども。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） この資料につきましては、院長には報告してございますが、病

院職員全体の方には説明はしてございません。あくまでも、Ｃパターンを基に事務局サイドで

もって推測をしたという数字でございます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。 

○委員（西田裕子君） そういうことでしたら、事務長とそこにいらっしゃる皆さんにお伺い

したいのですけども、実際にこの予測を見られて事務長としまして、今の現状の町立病院を、

赤字を何とか打破したいということで始まった今回のことなのですけども、議会としても特別

委員会まで作って、また全員議員何とか赤字を解消しようということが第１の目的で視察に行

っているわけなのですけども、このパターンでその部分に当初の目的、何とか赤字を解消した

いという目的に沿ってやっていけるという自信につながりましたでしょうか。その辺、どうで

しょうか。 

〔「赤字解消を目的に特別委員会を作った訳ではないでしょう」と呼ぶ者あり〕 

○委員（西田裕子君） すみませんでした。この町立病院の運営に関わることにということな

のですけども、私個人としてはこの赤字を何とか解消したいという思いがございました。そう
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いう部分も含めまして、これから町立病院の運営に関わることにつきまして、町民にとってよ

り良い町立病院であってほしいなと思っておりますけれども、このシミュレーションを見て、

そのような町民の期待に答えられるような、そういうものになってきているのかどうかという

ことを、ちょっと聞いてみたいなと思います。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） このシミュレーションをどう評価するかということについては、

これはまだ理事者とも今後ともいろいろ協議をしていかなければならないので、事務長がどう

いうふうに考えているのかということについては、この場でちょっと述べることについてはさ

し控えさせていただきたいと思いますが、基本的には病院のスタッフとしましては、当然地域

医療をきちっと守っていきたいと。非常に赤字を抱えて、心苦しい運営をしていますが、やっ

ぱり地域の医療ニーズをきちっと守っていくのだという観点から私ども、職員一同仕事をして

いると思っていますので、その点は議会の皆さんもご理解を得ながら、何とか町立病院を存続

していきたいと、こういうことで頑張っておりますので、そういった形でご理解をしていただ

ければと思います。 

○委員長（吉田和子君） 18 番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） このシミュレーション、結局、建物は町が建てるのですよと。そして、

何年かになるか、公設民営でやらせるのですよというシミュレーションですね。ところが、15

億で建てた、当然負債ですから、それも６年か７年後には返済してもらうという形になってい

ますね、民間が、民営経営主体が。そういうことで果たして良いのかどうなのか。今までの赤

字の累積は、町が全部負担するし、建物も建ててあげますよと。あとは民営化することによっ

て、その人方に病院をやってもらいますよと。その代わり投資もしませんと、あとは。一般の

税金も使いませんと。そういう形に持っていかなければ、何年かあとには赤字になるシミュレ

ーションなり、それから 15 億で建てた借金も何年か経ったら民営化された所に払ってもらい

ますよというシミュレーションになっているのですけれども、これでは果たしてやる方々がい

るかどうか。そのあたりは、どのように考えていますか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 正直言いまして、このままの丸々の条件で受けていただける所

が、本当にあるのかどうなのか。これは正直言って、今の段階では何ともいるとも言えないし、

いないとも断言は正直言ってできません。ですから問題は、例えばやっても良いのだけどなと

いうことで、そういう協議があったときに、こういう建物をどうしますかといういろんな話し

合いに今後なっていく可能性はあると思いますが、今の時点でいるともいないとも、正直言っ

て言えません。 

○委員長（吉田和子君） 18 番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 結局、借金を背負った状態で、15 億例えば新築した。その借金も将来

は返してもらいますよということになると、それではなかなかやる人はいないと思うのですよ。

借金は一切ゼロと、そこで出発するのなら民営化の人もやる気は、自分たちの努力によっては、



 17 

７億が８億になったり、それ以上になるかもしれないから、やる人がいるかもしれないけれど

も、そのうち 15 億は５年か６年後には今度年賦ですけれども返してもらいますよということ

になると、町の建物に対して民間が逆にお金を戻すような形になっていくということになると、

根本的に難しいのではないのかなと、僕は思うのですが。我々が見に行った視察の所では、こ

ういうふうに改築しますと、機械も全部こういうふうに用意しますと。あとは、その代わり税

金は一切入れませんよと、投資しませんよと。それでお宅の方で指定管理者でしたけれども、

そこでやってくださいよというのが、我々行って来た所なのですよ。借金はあとから５年か６

年経ったら返してもらいますよということであっては、なかなかやる人は自信が無いのではな

いのかなと思うのですけども。やってみなければ分からない部分あるのですよ。売り上げも増

えるか、これだけの売り上げを確保できるか。売り上げと言ったらおかしいけれども、収益で

すね。それを分からないでいてやるわけですから、一生懸命やるでしょう、おそらく。やるだ

ろうけれども、15 億の建てた借金もあとから返すということになると、最初から 15 億の借金

を背負ってプラス利息ですね。それを背負って出発するという形にしたら、なかなか難しいの

ではないのかなという気がするのですけれども。そのあたりは、やってみなければ分からない

のもあるのでしょうけれども。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 本当にやってみなければ分からないというのも、正直な所だと

思いますが、今回のこのシミュレーションだけで言えば、あくまでも一番問題になっているの

は人件費の部分なので、まず人件費をどうするかということでやれば、現行の公営では無理で

しょうと。そしたら３つの方法でやるしかないでしょうと。仮に３つでやる方法ですると、こ

ういう吉岡で出したＣパターンが最適でしょうということになります。この次は、もう一つ先、

理事者共々、議会の皆さんとお諮りしながら、本当に経営主体をどうしていくのかと、こうい

う論議についてもきちっとやっぱり話しをして、最終的に方向性が決まった段階で、例えば指

定管理者であれば最低限こういう条件だけれど、これどうですかという話は次に出て行く段階

かと思いますので、今の段階でいるかいないかということに関して、ちょっと非常に判断が難

しいと思っています。ある程度、例えばこれは残してくださいよと、小児科はやってください

よ、一次救急はぜひともやってくださいよと、そういう条件等も付く中で、もしそういった中

での希望される方がいるとすれば、その中での協議になろうかと思いますので、次の段階にな

ろうかと、私は考えています。 

○委員長（吉田和子君） このシミュレーションの中では、元金を町が負担するようになって

いますよね。加藤委員がおっしゃっているのは、もし指定管理になれば、相手に持たせるとい

う話ですよね。 

○委員（加藤正恭君） そういうふうに理解しているのだけれど。 

○委員長（吉田和子君） このシミュレーションは違うと思うのですけど。 

○病院事務長（丸山伸也君） ２億 3,000 万の操出資金の中で全部返していきますということ

になります。 
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○委員（加藤正恭君） 結局は２億 3,000 万つぎ込むわけでしょう。理屈は同じでしょう。だ

から、これを入れないでやるというふうにしなければならない。公設公営なら良いのですよ。

今までどおりのあれだったら、8,000 万の地方交付税が来ているし、１億 5,000 万つぎ込むの

は良い。だけど、民営化になった場合でも、そういうものをつぎ込んでいかければならないの

かということになると、それを出さなくてもやっていけるような状態にしなければならないの

ではないのかと。それが公設民営化の主旨だと、僕は思うのですよ。ずっとつぎ込んでいくと

いうことになると、何も公設民営にしたって公設公営だって同じことになる。ただ、人件費は

安くなるだけのことで、諸経費がダウンするだけのことであって、そこは民営化の良い所だけ

は取って置いて、あとは何も変わらないのであれば。それを断ち切りたいと思うから、町の一

般会計から操出をしないような状態に持っていくというのが、今の考え方でなければ、基本的

にはそうでなくてはならないのではないかというのが、私の考え方なのですよ。２億 3,000 万

つぎ込んでいくわけでしょう、病院にずっと。この案では。 

○委員長（吉田和子君） お金は出していくということなのですけれども。公設だから建物の

部分に関しては・・・。 

○委員（加藤正恭君） 建物は町のものだから良いです。建ててあげるのでしょうけれども、

そのあとの２億 3,000 万というのはずっとつぎ込んでいくわけだから。 

○委員長（吉田和子君） これは、この建物の中でやっていくということですから、建物は２

億 3,000 万含めて計算しいるということですので、それ以上の議論になると、また違った意味

のいろんなものが入ってきますので、指定管理とか何とかという、これも指定管理のものも入

っていますという最初の説明だったのですが、そこまで具体的になると、ちょっとそこまで病

院側としても答弁できる状態の所までの話し合いができていないのではないかと思う。 

○委員（加藤正恭君） これが公設公営の考え方でやるなら分かる。 

○委員長（吉田和子君） 今の所ではこういう形だと思うのです。そういうことで、最初に説

明があったと思うのですが。ですから、それ以上のことは今後の病院の特別委員会の中で、助

役なりいろんな方に今度は入っていただく中で、議論することなのかなというふうには思うの

ですが。 

○委員（加藤正恭君） 入れないでやらなければ、公設民営にならないのではないのかな。 

○委員長（吉田和子君） そういった説明も今後してほしいということで、委員会として、今

後の委員会の中で考えていくということでよろしいですか。今日はそのことについては。 

○委員（加藤正恭君） 事務長の段階で返事もらえるとは思わないけれども、このシミュレー

ションのベースが、そういうもので良いのかなということの疑問を呈しているだけ。 

○委員長（吉田和子君） こういう資料があって、こういう疑問があったということで、今後

の委員会の中でまたその点は明確にしてもらうということに、よろしいでしょうか。11 番、氏

家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公設民営という一つのベースの中で、こういった話しが進んでいます

けれども、実際さっき同僚議員も言った、市立病院に例えば病床確保してもらって、うちから
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3,000 万なり 5,000 万なりのお金の話は別として、そういったやり方もあるのではないかとい

う話もされていましたけれども、事務長のベースで考えたときに、民間の例えば苫小牧、室蘭

含めて、そういった病院とうちは今こういう状況なのだけども、今これだけお医者さんの確保

も難しい、看護師さんの確保も難しいということで、いろいろな市であっても大変苦労されて

いることがあるわけですよね。そういった中で、苫小牧市さんあたりは、市立病院ができたこ

とで、他の民間の病院の方々というのは、自分たちの経営にとってこれから大変になるだろう

なという危機感は持っていると思うのです。室蘭だってそういったものはあるのかもしれない。

ただその中で、逆に例えば市の公営の病院にお願いするよりは、民間の病院に同じお金を繰出

すのであれば、民間の病院の方にやってもらった方が、お金の使い方というのが、すごく有意

義に使われるような気がしてならないです、僕としては。センター集約化、サテライト化がこ

れからどんどん進んでいくだろうと言われている中で、そういった所の分院として白老に一つ

そういったものを考えることができないかどうかという、そういう話し合いができた中で、町

としてはこれだけの施設のものは考えられますよだとか、そういうことがあって進んでいける

ような話しのような気がしてならないのだよね。例えば公設民営でやりますよと、建物 15 億

ですよと。運営形態はこんな経営状況なのですと話をしても、じゃあそれに乗ってくれる人が

いるのかいないのかとなったときに、もうちょっと先にこういう話ししておいた方が良かった

のではないのとかって、あとでそんな話になるのではないかなと、すごく危惧する。その辺は、

今からそんな話できませんと言われたら何もならないけれども、でも実際問題そういう周りの

状況というのは、例えば事務長ベースで助役なり、そういったものを含めて、その話しができ

ないのかどうかということ聞きたいのです。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず基本的に国、道がはっきり言っているのですが、まず自治

体病院連携きちんと考えていきなさいと。これは、お医者さんの派遣をひっくるめて、今言っ

たように高次医療につなげていく部分もひっくるめて、機能分担はっきり言われていますので、

自ずと病院の持つ、これから仮にうちの町立病院が持つとすれば、その辺の医療の機能が確定

すれば、次に市立病院にお願いするのか、苫小牧にお願いするのか、室蘭にお願いするのか、

それが駄目だとすれば次の段階として民間の病院さんにどうなのですかと、こういうような話

しには当然なっていくと思います。今やっぱり必要なことは、病院の性格付けだとか、そうい

うものをどうしていくのか、経営主体をどうしていくのか、町民ニーズはどこにあるのか、そ

の辺をやっぱりきちっと定めて方向性が出てくれば、次の検討課題、具体的な検討課題になっ

ていくというふうに考えています。 

○委員長（吉田和子君） 11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほども同僚委員言っていましたけども、例えば国保加入者の 13％程

度しか今の町立病院の利用者がいないという話しになりますよね。自治体ベースでそういうや

りとりしなさいという道の方針としてある話しを聞きました。民間は、そこに目を付けると思

うのです。13％しか利用していないのかと。じゃあ、うちが行ったときにはもっとそういうニ
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ーズがあるだろうなと。もっとそれだけのものを引き寄せるだけの魅力をうちは持っているぞ

という、そういったものというのは逆に民間の方が入ってくる要素というのは、僕は高いよう

な気がしてならないのだけれども、その辺については、どう考えていらっしゃいますか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 一つは、民間病院さんがどういうふうに考えているかというこ

とについては、これは私としては判断のつけようが無いなというのが一つあります。ただ、一

般的に言えることは、100 床以下の病院というのは、非常に経営が厳しいと。民間さんもかな

り厳しいという状況にこれは間違いありませんので、１病棟 56 のベッドで正直言ってそうそ

う簡単に手を挙げて来られる民間の方がいるのかどうなのかと。これについては、非常に危惧

はしています。いないとは思っていませんが、かなり相当な条件を付けないと、援助するよう

な条件を付けないと、そんなに手を挙げて来られる方はいないのではないかなという見方もし

ていますが、いずれにせよ民間さん、いろんな考え持って出てくると思いますので、病院単体

だけじゃない可能性も当然出てきますので、そういったことも想定しながら、逆にこういう条

件でどうですかというはっきりした明示できるような形でのお話しをするような形になってい

こうかなと、こういうふうには思っています。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今日の特別委員会に出席して感じたこと申し上げたいのですけども、

今日理事者が出ておりませんので、事務長に対してではないのですけども、私は今年度末、３

月までに方向性は出すと、はっきり町長がおっしゃっていた。その割には、非常に検討するま

での、いろいろなペースが遅いと思うのですよ。そして、３月でもし結論、方向性出したとし

ても、しばらくの間は急に止めるわけにはいかないわけですから、そのまま厳しい状況の中で

続くわけですよね。今、一方では白老町の 19 年度以降の財政の見通しを考えた場合、これ以

上は一般会計からの繰出しは非常に厳しい。先ほど、事務長から地域医療のあり方を考えると、

やはり必要な所なのだというお気持ちも良く分かります。じゃあ本当に真剣に考えてどうする

のだということまでの検討する吉岡さんも含めて、材料を揃えて検討するまでの期間、もう本

当に３ヶ月しかないわけですよね。この３ヶ月までしかない割には、何でこのようなペースに

なっているのだろうかなと。前回の特別委員会でも同僚の委員がそのようなお話しをされてい

ました。私も全く同感なのですよね。非常に、３月まで結論を出すまでの間にこのくらいのこ

とだけしかできていなかったのかと、私は申し上げたいのですよ。もう少し、先進自治体は、

もっと具体的に前倒ししてもっともっといろんなことを検討して、方向性はこの時点で出して

いるのだと思うのですよ。民間の所とやるのであれば、もちろんいろんな非公式には折衝だと

かいろんなこともやるでしょうし。この辺を事務長に私申し上げるのではなくて、町全体に対

して非常に私は釈然としないものがありますし、今日出席している委員の皆さん全員もそのよ

うな思いのではないのかなというふうに想像しているのですけれども、この辺についてはどの

ように感じられていますのでしょうかだけ、お聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 
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○病院事務長（丸山伸也君） 山本委員の方から、こういうお話しがあったということにつき

ましては、責任を持って助役、町長方に伝えていきたいと思ってございます。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今言われたことはそのとおりだと思いますし、ただ、今の状況で病院

の事務長、病院の関係者や政策推進室のメンバーに、こういう具体的なお話しをしても無理だ

と思います。なぜかというと、結論出すのは理事者ですから、理事者が３月まで結論を出すと

言っているわけですから、どんな大きな結論を出すのか、小さな結論を出すのか分かりません。

ただ、具体的な中身の入るということになると、やっぱり理事者が出ない中でやるというわけ

には、私はいかないと思います。そこで、今日の議論を見ていても分かりますように、極めて

噛み合いがゆるいのですね。何か本当に答える側も大変ですし、聞いている側も分からない。

理解していないという意味で分からないということではなくて、聞いても自分の思ったような

答えが返ってこないという意味です。それで、私も小委員会をやらせていただいているのです

けれども、こういう議論では進んでいかないだろう思うのですよ。できれば、ぜひもう少し噛

み合うような特別委員会が持てる。それは、日程調整だけをやっているのですけども、若干の

予備調査、きちっとしたた形での詰まった、もっと効果の上がる特別委員会にしたいと、私も

思います。今日皆さん、多分山本委員言われたように消化不良で帰らなければいけないような

格好になると思いますので、そうではなくて理事者側ときちっと意思統一して３月まで我々も

努力して出す、理事者側もここまで努力してやるというようものになるように、若干小委員会

にもう少し予備調査をできるような形を皆さん認めていただければ、事前調査はしません。も

うちょっと噛み合わないと、これでは何回やっても同じですよ。駄目だと思います。ぜひ、そ

ういうことでお認めを願えれば、そういう形をとらせていただきたいと思うのですけれども、

お謀りを願いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 今、大渕委員からあったのですが、この間、小委員会やりまして、

どういう方向性でやるかということで、この辺もうちょっと知ってから掛けたいですねという

話しが出たときに、小委員会はあくまでも日程調整ということで、何をやるかということの決

める所であって、事前調査的なものは、全部調査するということではなくて、委員会をやるた

めの調査をしたいということは駄目だということなのですね。それで、今日大渕委員からも小

委員長としてやっていくための、事前にその間聞きたいとか、そういったことができないとい

うことであればどう進めていいかと、ちょっとこの間迷ったのですね、そういう部分では。そ

ういうことで、皆さんにお謀りを。事務長からもちょっと報告します。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、特別委員会を設置しまして、全員で調査事項ですとか日

程を組むのは難しいから、小委員会を作って委ねましょうということになりました。この部分

だけは、特別委員会から委任をされています。ですから今、小委員長から申し出があった予備

調査ができない状況になっているのですよ。ですから、小委員長の意見で皆さんの合意が得ら

れれば、その部分が小委員会に一部委任されるということでご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 19 番、根本委員。 
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○委員（根本道明君） 僕ちょっと心配していたことは、この特別委員会を作るということに

なって進んだ場合には、確かに大渕委員の言っていることも大事なことなのですけども、本議

会での議論はされていけませんよね。一般質問では質問されていかないというふうな中で、３

月に町理事者が結論を出すと。その結論を出したものに、当然結論が出た場合には、この特別

委員会というのは消滅しますよね。一定の報告を出して消滅すると思うのですけど、結局どの

場でも議会で、議場で討論、口封じになってしまったような形になっているのですけども、果

たしてそれで良いのかなというふうに考えるのですが、その辺どうでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、本会議当然そうですけど、今、特別委員会と公式

の場を設置していますので、議会、議員個人が町民に向かって意見を言えないということでは

ないのです。ただ、本会議とは離れて特別委員会を設置していますから、当然ここに理事者側

が来て質疑するということは、それは本会議と同じような形でできますので、それは公開され

ているという考え方からいけば、今の考え方は違うかなと思います。それでルールとしては、

特別委員会で議論していますので、議論できるという環境から言うと、本会議での一般質問と

いうことはまた違う形になりますので、これはルールとしては今までは絶対駄目だということ

ではないですけど、それは止めましょうというルールではきていると思うのです。ですから、

報道も入っていますし、議事録にも取られていますし、ですからこの中で一般質問的な質問を

するのであれば、正規の理事者を町長、助役含めてお呼びして、その中で議論をして公開され

ていくという形になろうなと思います。ですから、一般質問でなかったらできないか、特別委

員会でできないかと言ったらそうではなくて、やっぱり同じような立場の中でできると解釈さ

れた方が良いのではないかと思います。ですから、担当課ばかりではなくて、さっき大渕小委

員長言われたように、当然必要なとこは理事者に入ってもらうと。これは、必要なことかなと、

こういように思います。そういうことで、ご理解をしていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 19 番、根本委員。 

○委員（根本道明君） 分かりました。そういうふうな場面をやはり作っていかなければ、議

員の意思というのが理事者の意思も分からないし、議員の考え方というか、これだけ時間をか

けてやってきたものが、理事者の方にも通じていかないと思うので、ぜひ大渕委員と同じよう

な考え方なのですが、そういうふうな場面をぜひ作っていただきたいと、このように思います。

それで、よろしいです。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今、根本委員が言われましたように、そういう噛み合った理事者の考

え方や、病院の考え方、政策推進室の考え方、それぞれの立場がございますから、同じではな

いのですよね。ですから、そういう立場の意見がきちっと聞けると、そういう場が保証される

ということが、今言われたとおり必要なのですよ。それが、機能が若干ゆるいと、弱いという

ことですよね。言われたとおりだと思うのです。ですから、そういうことが、議論がきちっと

できるような形をぜひ特別委員会でそういうことを行うと。ここで何度も聞けるわけですから、

徹底して議論ができるような形を、ぜひ緊急に取るような努力をしたいということでございま
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すので、ご理解願いたいと思います。小委員会でそういう段取りを作りたいと。 

○委員長（吉田和子君） あくまでも特別委員会で、全員で議論をします。調査したことも報

告もできるものはしなければならないと思っています。ただ、その前の今後こういうふうにし

た方が言いとか、これをちょっと調べたいなということが出てくると思うのです。そういった

部分でちょっと見て、これは必要だろうとか、こういう議論に入っていくためにはこれとこれ

を調べなければどうなるかというのが全然見えない中でやっているものですから、噛み合わな

いということが出てきたということですので、了解をいただければ、そういう形で進めたいと

いうふうに思っています。ですから、十分この特別委員会で議論を深めたいということが前提

でありますので、そういうことで理解をしていただきたいというふうに思います。今、提案が

ありました小委員会に事前調査をある程度認めるということで、承認をいただけますでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） 全員の承認をいただいたということで、今後また小委員会を早急に

開きまして、３月までもスケジュール的なもの、それから調査することがありましたら事前に

やりまして、その上でまた特別委員会を内容のある充実したものにしていくために開いていき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） それでは、無いようですので、本日の特別委員会はこの程度にとど

めたいと思います。今日はどうもご苦労さまでした。 

（午前 １１時５０分） 


