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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  

平成１８年 ７月２５日(火曜日) 

   開 会  午後  １時０７分 

   閉 会  午後  ２時００分 

                                             

○議事日程  

―協議事項― 

今後の調査方法について 

 （道外・道内における先進事例の調査） 

                                                 

○会議に付した事件 

―協議事項― 

今後の調査方法について 

 （道外・道内における先進事例の調査） 

                                             

○出席委員（６名） 

委 員 長  大 渕 紀 夫 君       副 委員長  宗 像  脩  君 

委   員  熊 谷 雅 史 君       委   員  西 田 祐 子 君 

委   員  吉 田 和 子 君       委   員  根 本 道 明 君 

                                             

○欠席委員（０名） 

                                             

○説明の為に出席した者の職氏名 

  政策推進室長   二 瓶  充  君 

特命担当参事   岡 村 幸 男 君 

                                             

○職務の為に出席した者の職氏名 

  事 務 局 長  上坊寺 博 之 君 

嘱 託 職 員  松 本 美 紀 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） 政策推進室の皆さんご苦労様でございます。昨日の委員会で小委員

会設けるということになりまして、不肖私が委員長ということでおおせつかりました。宗像さん

が副委員長でございますので、今後特別委員会をどういう形で調査審議をしていくかというよう

なところで、方向付けを出していくという小委員会でございますので、政策推進室の皆さん方に

は色々ご援助願うというふうに思いますけれども、今後よろしくお願いしたいと思います。 

事務長からお話があったと思うのですけれども、そういうことで視察含めて今の状況含めて概

況のお示しを願えればというふうに思います。審議の場ではございませんので、ものすごく詳し

くは必要ありません。詳しくやっていただくのは特別委員会、全会ということになりますので、

我々がどういう審議をしていけばいいかというところでのご示唆があればお願いしたいという

ことでございます。よろしくお願いしたいと思います。  

二瓶室長。 

○政策推進室長（二瓶充君） 非常に重要な案件でして、私ども前から、古くは行政改革のや

っていたときからですね、病院のあり方等については１０年以上前から非常に重要案件として議

員さん方と議論した経過があります。 

それで今回私どもの重要案件にこの問題を担当することになっていまして、実際に政策推進室

としてはどういうところでですね、対応していくのかという部分では内々に想定していた部分が

あります。それで、３月に吉岡コンサルタントさんのほうから報告書が出てきたと、それについ

ては現状での分析、それから１０月いっぱいまでにどういう改善項目があるのか、それについて

は最終的にどういう方向性が白老町の場合にあるのか、医療環境なり何なり全部含めた中でです

ね、提案がされてくるというふうに聞いております。 

実はですね、この問題について最終的な委託をするということが決まった中でですね、病院の

事務長等も含めた中で吉岡コンサルタントのほうと対応しております。それで今回議会のほうに

も行政の方向として説明する病院のあり方を明確に説明するためには、何通りかの方策をきちっ

と提出してもらう必要があるだろうと。その中にはただ漠然とした現状維持とか診療所だとかそ

ういうことにはならない。実際にこういう診療所にした場合は持ち出しがいくら、それからこれ

を改築する場合については改築費いくらかかるというそういう部分での明確な報告書としてで

すね、出してもらわないと町としては判断できない。それを判断するということが最終的には町

の一般会計でまかなっていけるかどうかという大きな問題があるわけですね。病院だけを考える

というわけにはいかないという部分があります。 

そこで私ども打ち合わせた中でですね、そこまで議会の議員さん方でもはっきり見えるような

そういうものを出していただきたいということで打ち合わせしております。その中で議会のほう

でもいろいろ調査していただくということで本当に感謝しているところですが、一番私ども今い

ろいろな病院で医療改革だなんだ含めて自治体病院が言ってみたら一般会計の繰り出し金が多

ければ黒字になるけれど、なかなか通常ベースで純利益上げているところはなかなかないのです
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ね。その中でも地域的な自治体病院も問題がありまして、特に北海道はですね、この医療環境非

常に悪いという状況があります。そういう中で私どもが参考にしているのは、いろいろと民間移

譲だ何だと全国的な事例はあるのですが、やっぱり北海道の医療環境の状況の中で取り組んでい

る部分が一番参考になるのではないかなというふうに感じております。その中でもいろいろ報告

書取り寄せたり実際行っている中ではですね、近場で胆振の穂別町の国保病院は非常に内容的に

も良い取り組みをしているなと。私達の非常に参考になるなという部分は押さえています。景気

良い話ですと民間委託だ民間移譲だという部分などいろいろありますし、いろいろな取り組みの

中ではその町によっては医療・福祉関係に重点的に政策として位置づけでやっているところにつ

いては、繰り出し金も豊富に導入しているという町やなんかあってですね、そういうところは見

てもあまり参考にならないということを私ども本当に実感として持っています。非常に苦しい中

でやっているところをですね、やはり参考にすべきでないのかなというふうに考えています。今

言っている中で具体的なのは穂別町さん、それから民間の部分では砂原町さんがこれが最終的に

民間移譲した部分になって改築という部分があるのですが、これはなかなか全国的には注目され

ている病院での改革ということで押さえています。２つぐらいですね、私ども今参考にしている

というところは。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、岡村参事。 

○特命担当参事（岡村幸男君） 全国の自治体病院の改善の事例ということを調べていきます

とですね、やはり当初から問題になるのは、経営主体の問題ということでして、いわゆる今のま

まの自治体での運営が可能なのかどうかというところに実は行き着いている部分がございます。 

１つには今の町立病院は公営企業の一部的企業ということでやっていますけれども、公営企業

の全適、いわゆる人事権も含めた公営企業の全適というものがあります。その中で人件費も大幅

な見直しをしているところがあったりですね、それから経営主体ですから、地方独立行政法人化

ということですけれども、公営企業ではなくて完全には独立行政法人という形で法人化してしま

うという中で、公務員を非公務員化という形にしてやろうというところも考えてるところもあり

ます。 

それから指定管理者制度で公設ですけども運営自体は民間にやっていただきましょうという、

そういう指定管理者制度という部分ですね、だいたいこういう経営主体についてはこういう３つ

の方向性に分かれているというのが状況下というふうに思います。 

もう１つが規模の問題ということで、いわゆる従来型のベッド数を持つのではなくて、ダウン

サイジングするという方法が規模の問題として具体的に。特に先程の室長のほうから話がありま

した穂別町というのは、規模を縮小したダウンサイジングということで、診療所化ということで、

これ有床の診療所ですけれども、１９床のベッドを持っての診療所化という部分はございます。 

あとはそういう地方自治体もしくは国、それから都道府県から委託を受けて実施している法人

が実はあります。これは社団法人なのですが、そういうところからの情報を聞きますと、やはり

１００床ぐらいのベッドというのはかなり採算性が悪いということで、運営自体はかなり厳しく

なるだろうという、そういう情報は入っておりますが、そういう中でもやはり民間に経営をお願
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いすれば経営自体は好転するという、そういう実体があるということなのですね。特にここは社

団法人地域医療振興協会というところなのですけれども、これは実は穂別町の経営改善の支援を

行った法人なのですけれども、ここでは全国的にそういう自治体病院等の運営を受託している。

ここではやはり黒字化まで取り組んでいるということです。ただここは４００人ぐらいの先生が

いるのですけれども、そのうちの３分の１が自治医科大の先生、残り３分の２が他の大学の先生

というような法人ということですけれども、やはり医師の確保というのは相当苦労しているとい

うことが実態のようですが、経営上はやはり改善しているということが言われています。ですか

ら道内で先程取り組みの中ではダウンサイジングとしては穂別町、完全に民間への移譲したとい

う部分では砂原町、この２件が今の全国の自治体の状況の中で取り組んでいる中では道内でも参

考になる事例かなというふうに捉えております。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ありがとうございます。委員の皆様方からご質問等々ござい

ましたらどうぞ。 

 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。今政策推進室から２つの一例を聞かせていただいたのです

が、質問というか分からないのですけど。我々が例えば極端な話大勢で出かけて行っても、説明

を受けられるような状況は２つとも大丈夫ですか。 

○政策推進室長（二瓶充君） 例えば穂別町さんの場合ですね、２０人全員ということですか。

それは聞いてみないと分からないですけれども。穂別町さんの状況はですね、私ども行ってみて

ですね、感心した部分があります。医者から事務方から非常に取り組みについては我々非常に勉

強になったと、やっている部分半端な覚悟ではないなと、そういうふうな感じ受けました。ちょ

うど先生も地域医療に熱心な方でして、診療所にダウンサイディングしても出て行くという方針

を議会やなんかとも十分議論した中でやっていっているという部分ですから、これは逆に行った

ら良いのではないかなというふうな気がしています。それだけの取り組みやっています。 

 砂原町さんについてはもう手が離れている部分がありますので、これは何とも言えないなと

いう感じ。 

○委員（熊谷雅史君） わかりました。そうすると今室長のお話では旧穂別町立病院について

は、あのスペースはそのまま変わっていないのですね。  

○政策推進室長（二瓶充君） 今は現状のままです。 

○委員（熊谷雅史君） 大丈夫ですね。応接室もあるし会議室もあるし。ただ日程が合えばだ

けれども、それは考えられることだね。砂原町についてはそういうことでもう過渡期で終わって

しまって、現状にしていて、その施設の見学だとか概要でしか判断できないと。説明についても

さらっとしか聞けないと、そういう感じですね。分かりました。ありがとうございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） これＰＰＰの意味。先程もＰＰＰＰでやっていたのですけれども。何

でしょうか、教えてください。 
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○特命担当参事（岡村幸男君） 訳がちょっと・・・ 

○委員（熊谷雅史君） パブリックはパブリックだよね。 

○特命担当参事（岡村幸男君） そうですね。 

○委員（熊谷雅史君） プレイニングというか・・・ 

○特命担当参事（岡村幸男君） そこまで書いていなかった。申し訳ありません。 

○委員（熊谷雅史君） わからなければいいです。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今の本当に参考になる病院ということで道内の２箇所がお勧めである

ということなのですが、政策推進室としても道外の視察ということは考えられていないのですか。 

○政策推進室長（二瓶充君） 事例としてお勧めしたいという部分ですね。 

実は先程言いまして地域医療振興協会ですか、そちらのほうにはですね、改築の部分も含めて

いまして、ＰＦＩの部分の手法やなんかも今研究しているところなのです。その中で先程言いま

した協会のほうに行きまして、実は参考になる病院や何かないですかということでざっくばらん

に聞いてきている状況があります。それで先程言いましたとおり、やはり首都圏とかそういう部

分はお医者さんは実態として余っていますと。いろいろな給与や何かもですね、高くないのです

ね。結構首都圏でしたらチラッと、勤務医として１，３００万円、１，４００万円ベースですよ。 

そうするとうちから言ったら随分非常に安いなという部分あるのですよ。それや何か比べたら

やはり北海道お医者さんが少ないという状況があって、そういう面では医療環境という部分でも

お医者さんの部分ではですね、非常にそこがネックになっているという部分が実態としてありま

すねというのはおっしゃっていました。ですから全国の本州の部分のところでの改革がそのまま

北海道の白老町に利用できるかどうかといったら、それは何とも言えないですねということです

ね。 

○委員長（大渕紀夫君） 岡村参事どうぞ。 

○特命担当参事（岡村幸男君） その中では今取り組んでいるところとしては聞いてきたとこ

ろでは、福島なのですが、これは県立病院です。県立の猪苗代ですとか、三春病院というところ

が、県が民間移譲という考え方にしましてですね、ただ県立病院を町に１回移譲しまして、町が

更にそれを指定患者制度で医療法人に指定するという、こういう方向考えていくのが、猪苗代病

院と福島の三春、ここはそういう方法でやろうということで、現実的に今そういう取り組みを行

っているということです。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員どうですか。 

 はいどうぞ。 

○委員（吉田和子君） 政策推進室としてはお話を聞いてきているが実際に行ったところはな

いということですね。 

○政策推進室長（二瓶充君） ないです。 

○委員（吉田和子君） わかりました。 
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○委員長（大渕紀夫君） はい、他。 

 私から１，２点あるのですが。もちろん他の市町村見るということは大切ですから我々もそれ

はしたいと思っているのですけれども、事前にきちっと一定の知識を得たいというふうに思って

いるわけです。 

それで１つは政策推進室としてこの病院の件で議会が全員で勉強会をするとしたら、一定の講

師といったらおかしいけれど、我々に知識を付与できるだけの状況になって、なっているのだっ

たら失礼だけれども、そういう形でやっていただけますか。 

室長どうぞ。 

○政策推進室長（二瓶充君） 私どもも実はそんなきちっとした資料があるわけではないので

す。その中で議会のほうとして行く場合に、私どももそうなのですが、行く時に穂別町さんでし

たら報告書いただいていますよ。報告書の部分ではなかなかの報告書です。きちっとした収支の

見込みからですね、建設改良費から出しています。そこの部分は吉岡さんの報告や何かも現状か

らきてこういうふうな部分という中で、はっきりこうすべき方法としては何通りかなと、お金に

ついてはこれだけかかります、建設改良費についてはこれだけという部分あるのですね。それは

事前に私どもも行ってきた中での１つの参考事例としてこちらのほうから説明ができます。ただ

私ども参考になったのはそこまで行く前の議会、行政側のそこまで行く決断の仕方なのですよ。 

いかにですね、言ってみたら議会も覚悟してやっているのですね。そこまでダウンサイジング

するとか、それはいろいろな要因がありますよ。先生の部分、あそこは札幌医大とはもう切れた

のですよ。医局とのつながりなくなった。だから地域医療に根ざした先生を中心に、また他の診

療の部分についてもその先生の友達なり何なりが来てくれている中でですね、スタッフを組んで

いると。他の診療所の検査の部分の検査技師や何かも、あるいは課長だったよね、我々・・・課

長職になっていましてね、それについても病院改革に取り組んでいるという、そういう仕組みな

のです。これが逆に医局と切れているからですね、思い切ってやっているのだなと思いました。 

うちのほうでは非常に議員さんの皆さんご存知のように１回北大と切れた部分がありまして

ね、非常に行政側も臆病になっている部分ありますけれどもね、そこはそこで医局とのつながり

はどうしても生かさなければならないという部分ありますけれども、その中で１つの行政側の覚

悟してやった部分や何かのあり方ですね、その辺をですね、私どもは参考になりました。ですか

らその辺の議会なり何なりの部分も含めてですね、議会の皆さんが聞く中での１つの物指しとい

うか判断基準みたいなものを知識としてですね、そこを聞けば良いのではないのかなと。私らど

うしても行政側から見ますので、財政的な部分を重点的に頭に入れてしまうのです。ただし改革

の今回言われている根っこの部分はですね、どうしてもお金の部分に関わってくるというのは避

けて通れない。その中でどうしてもやはりこうせざるを得ないのだというところをですね、いい

話ばかりではなくて、その辛い決断をしたところやなにかですね、その辺りの部分を聞いてくる

必要があると。報告書は私どものほうで説明できます。  

○委員長（大渕紀夫君） もう１つ。例えばね、これは政策推進室に聞くのは違うかもしれま

せんけれども、我々がきちっとした認識をするという意味で、例えば白老町立病院の院長先生だ
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とかそういう人達のお話や何かもきちっと議会として聞くというほうが良いですかね。良いです

かねというのはおかしいけれども。 

○政策推進室長（二瓶充君） これは今議会の立場でそういう委員長のお話でしたけれども、

私ども今回吉岡さんのところに最終的な報告書を求めていますよね。それは行政側のほうでもこ

れを改革する場合については医院長含めて医局までですね、私どもやはり説明していかなければ

ならないと思っています。それでそちらが先でですね、今求められている病院状況からですね、

こういう方向で取り組まなければならないのだというのを説明して理解してもらった後でです

ね、議会として医院長先生にも、こういう・・・そのときにはいろいろな情報議会の皆さんも持

っている中でですね、在宅医療だなんだ含めた中で医院長先生と懇談するというのが私個人的に

は良いのではないかなと、取り組むべきでないかなという感じがします。 

○委員長（大渕紀夫君） なるほど。 

 一般的な話を聞いてもあまりどうかというようなところもあるという意味ですね。 

○政策推進室長（二瓶充君） そうですね。 

○委員長（大渕紀夫君） なるほど。 

○政策推進室長（二瓶充君） もう１点。今回私ども非常にこの政策推進室でこの項目を任さ

れているという部分があるのですが、非常にやはり医局とのつながりを考えながらやっていかな

ければならないという、非常に町長のほうとしてもいずいところが実態としてあるのですよね。 

それで現状の中では内科の医師もですね、非常に優遇していただいていますし、昨日の特別委

員会でもその４，０００万円ほど言ってみたら経営的にはですね、改正になっている部分ありま

すよね。４，０００万円ですか、今年の赤字の部分。努力していると思います。一番やっぱり先

生の評判が重要なのですね。お客さん増えていると思います。ですからそういう部分あるので、

このいろいろな改革するときの医院長は本当にそうですけれども、医局のほうにもですね、十分

情報入れた中で対応していかなければならないなというふうには感じています。 

○委員長（大渕紀夫君） なるほど。そうなると逆に言えば一般的なお話でも良いから議会に

呼んで議会として勉強したいというのは、逆にいえばプラスの作用になる可能性もあるね。 

○政策推進室長（二瓶充君） そうですね。そうなります。 

○委員長（大渕紀夫君） 変なおかしなことさえ我々が言わなければと言ったらおかしいけれ

ど。 

○政策推進室長（二瓶充君） それは先程言いましたとおり、行政側での事前にきちっと情報

与えてですよ、そして議会として医院長含めて勉強会開きたいと、今後の医療だ何だの含めて、

そういうのが私は良いと思いますね。 

○委員長（大渕紀夫君） なるほど。 

 あと我々が事前に知識を得るために、議会として医療のことを学べる仕組みというのは、あと

どのようなことがありますか。わかればで結構なのだけれども。要するに我々ももう少しそうい

う医療関係のことについてきちっと認識を議会全体として統一しないといけないと思うのです。 

視察に行くにしてもなんにしても。ベースがそれぞれみんな違うのでは駄目ですから。同じ一
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定、これぐらいまでの構築はしたいのですよ。そのためにきちっとした勉強会というか、そうい

うことが必要じゃないかと私個人的には思っているのです。これから図らなければいけないのだ

けれども。そういう場合そういう先生がいなかったら、それは１つは今ね、政策推進室にお願い

すると言ったらそれはそれでできますけれども、それ以外の部分でね、共通の土台を上げるため

の、知識を上げるための勉強会というのは、そういう講師先生というのはどういうふうにすれば

いいものですか。 

○政策推進室長（二瓶充君） 今委員長がおっしゃった病院のために医院長のお話を聞くとい

う部分は、それ１つの専門家の話を聞くという部分は良いと思います。私ども実際に最近の医療

制度の改革についてですね、本当に素人な部分あるのですね。ですからそういう部分でやってい

くと、やはりコンサルタントなり何なりの今後どう進むべき状況なのかと、今回吉岡さんのほう

の部分、報告書の説明は私も聞いたり見たり読んだりしていますけれども、報告ということでな

くてですね、今後自治体病院の進むべき、そういう部分含めて報告書とは別にですね、彼らを呼

んで講師として勉強会するのも良いのではないかなと。私ども聴きたいなという感じしているの

ですね。いろいろ実は３月の報告書見たときに、個人的にこんな報告書かというふうに思った部

分あったのですよ。ですけども先日事務長も入れて今度の委託の部分についての考え方聞きまし

たら、なかなかですね、専門的な部分で相当決意持った中での取り組みにしたいというふうに言

っていましたし、知識的にもまずまずあるなというふうに感じましたのでね、それは委託料別に

病院で払ってくれていますので、勉強会でざっくばらんに報告書にない部分をどんどん議員さん

から聞いてですね、そしてやるのも私は良いのではないかなという感じ。 

○委員長（大渕紀夫君） なるほど。なかなか良いご示唆です。 

 他委員の方で政策推進室にお尋ねをしたいことがありましたらどうぞ。 

 ございませんか。 

 政策推進室の方はこれでよろしいですか。 

 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） それでは政策推進室のお二人ありがとうございました。このあとま

だいろいろと聞く事があると思いますけれども、よろしくお願いします。 

 今の政策推進室の考え方含めて議会といたしまして、この病院の特別委員会をどのような方向

で議論をしていったらいいかという辺りのところのご議論を若干願いたいというふうに思いま

す。それに基づいてスケジュール上で調整したり、委員会を持ったりと、実質審議は全部そこで

行いますので、ここは方向出すだけでございますので、そこら辺についてご意見ございましたら

どうぞ。 

 はい、根本委員どうぞ。 

○委員（根本道明君） 今政策推進室長が非常にいいこと言ってくれたのだけれども、コンサ

ルタントにですね、レクチャーしてもらうということなのですけれども、これは是非やってそれ

からですね、第２段階として視察に行くというふうな手順を踏んだほうが、視察に行ったときに
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ですね、失礼な質問等がないような感じがしますけれども、その点検討してみてください。 

○委員長（大渕紀夫君） 私もまったく同感でございまして、そういうような形で是非行きた

いと私自身は思っているのですけれども。スケジュール上でいきますと・・・ 

○事務局長（上坊寺博之君） コピーしますか。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩します。 

休  憩  午後 １時３９分 

                                           

再  開  午後 １時５８分 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。８月中に吉岡コンサルタント

また政策推進室、ここの方々に来ていただきまして、特別委員会を開いて勉強会を行う。同時に

それを終えた後全員受け入れていただけると思いますので、新むかわ町の穂別診療所に視察に行

くと。これを８月いっぱいまでに終えると。その後についてはその時点での小委員会で来年度ま

での方向付けを出すということでいきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

［「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。そういう形で進めたいと思いますので、日

程も含めてですね、今後きちっと徹底いたしますのでよろしくお願いします。以上で小委員会を

終わります。 

（午後２時００分） 

 


