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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 ８月 ７日(金曜日) 

   開 会  午後  １時３０分 

   閉 会  午後  ２時４３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（５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        

                                             

○欠席委員（１名） 

委   員  根 本 道 明 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 

主     幹  中 村 英 二 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） 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小委員会を

開会いたしたいと思います。お諮りいたします。本小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（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） 今日ご通知のとおり、今後の運営方法についてご議論いただく

ことになってございます。先般議会運営委員会でも示しましたとおり、今回定例会に向けて補正

予算の組み換えをしております。それで道外研修をするという前提に立っておりますので、それ

に立ちましてグループ編成とどういうところを視察地にするかということを決めていただきま

して、先程ご配布しました日程表、８月分まである程度決まった分、それと自治基本条例、２回

の委員会入れてございますので、それに基づいて調整いただきたいと思います。よろしくお願い

いたしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは早速調査事項に入りたいと思います。今後の運営方法につ

いてということで今局長からお話がありましたように、道外における先進地視察の実施について

ということで、これは実施することに決まっておりますので、具体的な中身についてご協議を願

いたいということでございます。グループ編成及び視察地の選定、実施時期、今後のスケジュー

ルということで、少し精力的にやりたいというふうに思います。この後の会議もございますので、

そこも十分考慮しながらお話を進めたいと思います。その様なことで進め方はよろしゅうござい

ますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） まずグループ編成なのですけれども、基本だけお話をします。民生

の常任委員、ここにいるメンバーが３班にいたしますので、２人ずつ分けて入ります。特別委員

会が視察しますので、正委員長の吉田和子委員、副委員長の熊谷委員のこの２人と私たまたま小

委員会の委員長でございますので私ということで、正副の委員長と小委員長とが一応キャップと

いいましょうか、民生の中の責任ということで視察に行くというふうになると思います。局長に

お話を聞きましたら、正副議長等々ではなくて特別委員会のメンバーが責任者でご挨拶をすると

いうことでございますので、そういう形でまずは行きます。そうしますと、人数は１班７人、２

班７人、３班６人という割合になります。便宜的に言うと吉田和子委員、熊谷委員、私が一応各

班のリーダーといいましょうか、そういうふうになるというふうになると思います。ここに各そ

れぞれの方が入りますので、まず１班には一応局長とも話したけれど、ここで決めても仕方がな

いでしょ。一応メンバー言いますから、意見があれば言って下さい。１班には吉田和子委員の後

民生から宗像委員、熊谷委員のところは根本副議長、私のところは西田委員ということで民生の
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メンバーがそれぞれ入る。当然１班には吉田和子委員のところには堀部議長が入られます。そう

するとこれで正副議長が入ったと、こういうふうになります。後は各総務さん含めて会派でばら

ばらに全部入るように組んだほうがいいのではないかということです。名前どんどん言いますね。

１班、さっき言ったように吉田和子委員、宗像副委員長、堀部委員、近藤委員、谷内委員、山本

委員、土屋委員。次熊谷班、熊谷委員、根本委員、加藤委員、鈴木委員、斎藤委員、氏家委員、

玉井委員。３班私のところです。私、大渕、西田委員、及川委員、中出委員、吉田正利委員、小

西委員。いうことで一応ばたばたばたといきました。いろいろなことがございますから、示威的

なことは一切関係なくご意見ありましたらどうぞ。理由言わないでこれとこれ書き換えたほうが

いいのではないかとかありましたら言ってください。 

 はいどうぞ吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 中出委員が仕事柄視察行けない事が多いのですけれども、６人だから

１人抜けると５人になるのでそれで少し心配かなと・・・その辺確認できれば入れ替えればいい

と思うのですけれども。７人と５人ならまずいのかなと思いましたので。 

○委員長（大渕紀夫君） 初めから入れ替えてしまったほうがいいですね。そうしたら何も理

由ないからいいでしょ。 

○委員（吉田和子君） そうですね、ただそのことだけが気になったのですけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員と入れ替えればいいのではないか。加藤委員と中出委員を

入れ替えてやると。及川委員もたまたま欠席するのだよな。 

○事務局長（上坊寺博之君） それならばら６、７、７というのもあります。 

○委員長（大渕紀夫君） どうすればいいのだ。及川委員と中出委員をあれするのだから・・・

近藤委員を３班に下げますか。 

○副委員長（宗像脩君） 女性委員に伺いたいのだけれども。議会に３人しかいないのですよ

ね。１、１、１、と入ったほうが、女性の鋭い観点で見てくるということを考えれば、１、１、

１、にしたほうがいいかなと。関係ないといえばそれでいいですけれど。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは先程会派と言ったから・・・ 

○委員長（大渕紀夫君） それだったらうちの土屋と斉藤を交換すればいいのだ。それはでき

ますよ。近藤さんを一番下に下げる、３班に。 

○委員（熊谷雅史君） 頭数はいいけれど、そうすると町清クラブが入らなくなってしまうで

しょ。 

○委員長（大渕紀夫君） 町清がどこに入らなくなる。 

○委員（熊谷雅史君） 根本委員はうちにいるからいいでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） 確認します。いきますよ。１班吉田和子委員、宗像副委員長、堀部

委員、及川委員、谷内委員、斎藤委員、山本委員。２班、熊谷委員、根本委員、中出委員、鈴木

委員、土屋委員、氏家委員、玉井委員。３班、大渕委員、近藤委員、加藤委員、吉田正利委員、

小西委員、西田委員。いかがでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（大渕紀夫君） 局長いいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） このようなメンバーで動くということでいいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） これは小委員会で決まったということで示威的なもの一切ないと、

公平に見てこういうふうになりましたということでやると。よろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 次にですね、実施時期、別途さっき頂きました表見ていただきたい

と思います。１０月１０日から２０日までの間におおむねここで行くと。宗像副委員長が１２日

駄目だというの知っています。これ公務でございますので、そこは初めから外します。 

○事務局長（上坊寺博之君） グループの中で外せば良い。 

○委員長（大渕紀夫君） 何日間かづつ、ずれる可能性があるということですね。ですから１

班は１２日を外してその後に行くということになります。 

○事務局長（上坊寺博之君） 次の週１週間しか予定ないでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 次の週しかない。 

○委員長（大渕紀夫君） ということになっておおむね１０日から２０日の間にこの間で１０

日の週と１６日の週のどちらかで行くということです。なるべく１６日の週で行く方は月曜日か

ら行ってください。なるべく短く。 

○事務局長（上坊寺博之君） 受け入れもあるからこれ何とも言えないです。 

○委員長（大渕紀夫君） いずれにしても１０月１０日から２０日の間で基本的には終わらせ

ると。詰まってきますから、他の日程も沢山ございますので詰まってきますけれどもそういうふ

うにします。それと視察地の先に定例会が終わって視察に行くまでの間に最低１回できれば２回

ぐらいの事前勉強会を開きたいというふうに考えています。１つは視察に行く場所が決まればそ

この資料を取り寄せて、議論をして、班ごとでも結構です。今回今のところまだ正確ではないで

すけれども、議会事務局ではなく政策推進室の２名、二瓶室長、岡村参事、それと病院事務長、

ここら辺が一緒に行く可能性があります。こことも連携しながら事前に相手の市町村の視察地の

資料取り寄せて、どういう視点換点で質問をしたり、何を得てきたらいいかということを事前勉

強したいと思います。それには吉田委員、熊谷委員、私がリーダーシップとりながらそこを徹底

してやると。例えば指定管理者の場合と経営がうまくいったというのとは質問が全く違うわけだ

から。何でもかんでも質問すればいいということになりませんのでね、そういうことを事前に僕

は２日間ぐらい取ってやったほうがいいのではないかなと思っています。目的きちっとして視察

に行くというふうにするためにはそのようにしたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） １０日前に２日間程度やると。局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちなみに今の議員定数の関係で議会報告会、その下見てもらえ
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ればわかるようにその前に入ってくるのですよね。今大渕委員長の言った勉強会たぶん日中やっ

て夜から報告会ということになるかもしれません。大変忙しくなりますけれどもよろしくお願い

いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） まだ議運に諮っていませんからあまり言えませんけれども、これよ

り前に当然議会報告会を行うというふうにしたいと考えて今調整しておりますので、そういう今

局長言われたような日程になる可能性がありますので、その辺覚悟をしていきたいと。議会報告

会の勉強会もやらなくてはいけないので両方ありますから。班ごとにです。そこまでよろしゅう

ございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） ２回ぐらいの学習会をきちっと行って、共通認識で一つ行って、そ

れが会派なりいろいろなところで生かされるというふうにしていくというふうにしたいと思い

ます。 

 次、視察地です。視察地なのですけれども、ここまではすぐ決まります。東北太平洋側、東北

日本海側。これはすばらしいところが沢山ありますので、これに書いているように東北地域太平

洋側、東北地域日本海側と書いてあるのです。このとおりなのです。もう１箇所があと中部か関

西しかないのです。 

 はいどうぞ吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私も考え方どうしたらいいのかなと考えていたのですけれども、いろ

いろな先程言いましたけれども、指定管理者制度にしているところとか、縮小してやっていると

ころとか、それから公設民営にしているところとか、そういったところを分けて行くのか、それ

とも１班はその３箇所を全部見るのか。私は全部見たほうがいいのかな。そうでなければ指定管

理者のところだけ見てきたら偏ってしまうと言ったらおかしいですけれども、そういう分け方を

するのかなと、その辺確認をしたいなと思っていたのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 今吉田委員の言われることはもっともだと私も思いますけれども、

視察地の関係で若干偏りはあるかもしれません。ただ行く方としてはまだ何日と決まっていない

のだけれども、なるべく詰めて３箇所くらい見たいというふうに思っているのです。ですから吉

田委員言われるとおりなのですけれども、若干偏る可能性もあるということはあるかもしれませ

ん。 

暫時休憩いたします。 

休  憩  午後 １時５１分 

                                             

再  開  午後 １時５４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。東北太平洋側、東北日本海側

というのは良いですよね。後もう１つを今の局長のお話では福島、茨城辺りであるのではないか

と。そうであればそこのほうがいいと僕思うのです。あまり遠く離れているより良いでしょ。東

北太平洋側、東北日本海側、ここは決めると。相手の都合も含めて事務局に当たっていただくと
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いうのはいいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） もう１箇所。福島、茨城辺りで政策推進室含めて調べてもらいたい

というふうに思います。それがもしどうしても駄目なら京都辺りまで行くしかないかなという気

がしますけれども。ということで検討すると。 

 それでは一番最初お話しましたように基本的には福島、茨城で探すということにしながら、１

班が１、東北太平洋、２班が東北日本海、３班が福島、茨城、そんなことでいいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 全く他意なく。順番でそういうふうに決めたということで。そこま

でいいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 勉強会も確認しましたからいいですね。 

 それでは今後のスケジュールにいきたいと思います。  

 暫時休憩します。 

休  憩  午後 １時５９分 

                                             

再  開  午後 ２時００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。先程お話しましたように、先

進地視察前に２回勉強会をやりまして、先進地視察後１０月末に病院のシミュレーションがだい

たい出る予定であります。ですからこれが出てからなるべく早く質疑報告会を開くというふうな

ことはよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 全員が集まれる時にということで、１１月には常任委員会の視察研

修があります。いつやるかはまだあれですけれども、１０月末とか１１月の頭ぐらいになる可能

性がありますので、ですからそこら辺も考慮しながら少なくてもシミュレーションの結果が出た

特別委員会及び予算を頂きました講演会といいましょうか、一定の勉強会、こういうものを１０

月１１月には考えるというふうにしたいと思います。間縫ってやるしかございませんので、いま

日程何日というのはなかなか大変なのですけれども、それは少なくとも２回３回４回の範囲で共

通認識を得るということはやったほうがいいのではないか。そこは日程決められないのですけれ

ども、もう１つ町民の意見を聞くというものをどうするか、これ公聴会と書いてありますけれど

も、法律的に公聴会でもしできればいいのですけれども、方向に対して町立病院をどうするかと

いうことに対しての賛成者反対者がいないと公聴会は成り立ちません。正式に報告してもらうと

いうことになりますからね。ですから学術的なこと含めてきちっとやるということになりますの

で、検討はしますけれども、いずれにしても町民の意見を聞くという行為をどうするかというご

議論をしていただきたい。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 私はすべきだと思います。公聴会というのは今小委員長の言ったとお
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り賛成者反対者いてその意見のぶつかり合いですから、そんなことしても無意味だと思うのです

ね。我々勉強してきたことの報告も兼ねて報告会みたいなものですね、それで後で意見を頂戴す

ると。そういう形の町民に意見を聞く場を持ったほうが議会改革の一環にもなるし、非常にタイ

ムリーと言ったら悪いですけれども、わが議会がすべき一番合議制の中の一番としてはいいこと

だと思うので、是非ともやってもらいたいと思う。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今熊谷委員から報告会というか公聴会というか形式はいろいろ

ありますが、公聴会ではないという意見ですけれども、町民に報告会はやったほうがいいという

ご意見ございましたけれども、他の方。 

 これについては小委員会で一定の方向付けができればそれは特別委員会に諮られますので、こ

こで方向が出ればそれはそれであとは特別委員会で揉んでもらうということになりますから。私

も報告会はやるべきという考えであります。当然町民の一番関心のあることで、これからの高齢

化社会においてはどうしても必要なことですから。他どうですか。 

 いいですか。他の委員の方ご意見・・・形式はいずれにしてもやるべきと。 

 時期なのですけれども、これには１月というふうになっているのです。時期はどうですか。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今のスケジュールだとだいたいあらあら特別委員会の先進地ならびに

現地調査終わって１０月の末にシミュレーションが出てくる。何回か勉強会もしていくというこ

とですから、１月が一番楽なのでしょうけれども、暮ぎりぎりというのはきついですから、１１

月の常任委員会の視察旅行の状況見てですね、もし可能であるなら年内にやったほうがいいのか

なと。無理であればあわてないで町民の周知も必要な部分もあろうかと思いますので、このスケ

ジュールでこれに乗って進んでいったほうがいいのかなというふうに今思いますけれど、もし許

すのであればもっと早いほうがいいというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私も３月までに結論を出すということは、３月ではなく２月ぐらいに

結論を出さなくてはならないと。私も報告会を兼ねての意見を徴収するという形でいいと思うの

です。そうなると聞いてすぐ特別委員会ではどうするということなかなか上がってこないかなと

いうふうに思いますので、厳しいのかなと思いながらやっぱり１２月初め、議会と視察の間を見

てやって、町民の意見をしっかり聞いた上で揉んで、議会として結論を出していくというような

形になったほうが、時間的には余裕が取れるのかなという感じがしますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。他どうですか。 

 １月前にやれればいいのですけれども、問題は１２月までに議員定数の結論を出さなくてはい

けないという大きなことが１つございましてね、これとのバランスが取れるかどうかというとこ

ろが今あるのです。町民の皆さんの意見を聞くことを無視するとかという意味ではなくて、これ

を全部一緒にやるというにはかなり厳しい状況であります。１２月の議会が終わってからという

ふうにはならないでしょ。そうすると１２月議会の前ということになると、かなり厳しい状況に

はなると。１２月の議会に間に合うように議員定数の条例案を出すとしたら、そこら辺が一番き
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つくなりますので、そうするとそれだけの余裕が取れるかどうかというのはきついところですね。

それで局長は１月ということで予定では組んでくれたのではないかと思うのだけれども。 

 西田委員どうぞ。 

○委員（西田祐子君） 私も早ければ早い程いいというのはわかるのですけれども、申し訳あ

りませんけれども議員定数の条例変更１２月までにもし上げてもらえるかもらえないかわかり

ませんけれども、１月になったら町民の意見を聞かせていただいて、集中的にさせていただくと

いう形で１月ぐらいで調製させていただいたほうがいいと思うのです。そのほうがかえってこれ

１本だけに反対に集中して議会としても取り組めるような気がしますので、１月でこのままでよ

ろしいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） １月の末、１５前後ぐらいでやればいいのかなとというふうに思う

のだけど。わかりました。それではですね、町民の意見を聞くというか、議会報告会という形式

になるかは別にいたしまして、町民に対する意見を聞くということは実施するということで特別

委員会にきちっと諮ると。同時にその時期については目途としては１月と。１２月定例会もござ

います。そうするとちょっとそこまでいけないと思いますので、１月に町民の意見を聞き、それ

を聞いた後で数度の特別委員会を開いて議会としての結論を２月中ぐらいに出していくという

ようなスケジュールでいかがでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） いいですか。確認をいたします。町民の意見を聞くということでス

ケジュールについては１月早い時期でやるというようなことでいきたいと思います。 

 それではもう１点シミュレーションが出たあと特別委員会開いてやりますけれども、せっかく

予算を頂きました講演会というか勉強会、予算がとおれば１０万円ぐらいの講師料は払えるとい

うことですので、これはやっぱり１１月の各常任委員会の視察がありますけれども、それを抜け

て１１月くらいにその勉強会をやってはいかがかなと思うのです。吉岡経営センターのやつにつ

いては皆さんのところに行ったと思うのですけれど、議員以外に３０名ぐらいは職員の方々のお

話も聞くということになっています。吉岡経営センターのお話は議員以外の職員の方も聞くとい

うことになっています。それで今私が言いたかったのは、例えば予算をとって使うかどうかは別

にして、良い講師さんがいたら広く議員以外の人も聞けるような形をとったらどうかなと思って

いるのですけれども。 

 吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私講師料というのどれくらい必要なのかわからないのですけれども、

みなさんが聞きたい先生が講師料１０万円ですまないこともあるのではないかと。そうなった場

合町と共同といいますか、議会主催の町にも応援してもらうというのですか、その先生でどうし

てもその先生の話を聞きたいという人がいれば高いということになると、議会だけでまかなえま

すか。その辺どうなのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ講師にお金てきりがないのですよね。舛添さん１５０万円
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かかるといわれていて、過去に長島さん５００万円かかるという話もあった時に、議員研修、職

員研修に果たしてそこまでかけることが良いのかどうかという議論がまた別にいるのではない

かなという気がするのですよね。だから妥当なところは簡単にやってもらえるのは１０万円ぐら

いで来て頂ける人を当るか、本当にきりがないのですよね。相場があって・・・ 

○委員長（大渕紀夫君） そういう議論をここでして構いませんので、長さんあたり。 

○事務局長（上坊寺博之君） 長隆といって自治省の公営企業経営のアドバイザー。 

○委員長（大渕紀夫君） それを今度。テレビのあれは鈴木委員が撮って穂別に行く時観なが

ら行きましょうというふうにはなっていますから、それはいいのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） その人も確かに適任かなと思うのですけれど。多分来てくれる

だろうという話を政策推進室とはしているのですけれども。主体はその経営診断が主ですから、

ただあの人のスタンスは病院改革で民営化にいくだとか、そういう方向性が強い人だから、そう

なった時に偏らないかという部分で、逆に言ったら改善というより下手すればなくせという議論

の人かもしれませんから、極端に話が動くというよりそういう考え方で診断する人だから、逆に

そういう部分で町立病院がこれは無理だと、もうやっていけないという話をされたときに困るの

ではないかなという話。だからガイアの夜明けの長さんでしょ、穂別の経営をして社団法人地域

医療振興協会、東京にあるのですけれども、ここもそもそもはそういうスタンスで経営診断する

部分だったのですけれども、公立病院はなかなか立ち行かないと。だから縮小するか経営転換す

るかという部分の見方をするところだから、ここも確かに良い人がいると思いますよ。１０万円

ぐらいで来てくれるのではないですか、旅費は別でという話ですけれども、そういう見方で、聞

いていませんけれども、お話しするのではないですかと、政策推進室はそう言っています。そう

いうところだと逆にいったらそっちありきみたいな話してしまうと・・・ 

○委員長（大渕紀夫君） あまり限定的なのちょっとね。 

 はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 確かに今局長おっしゃるような講演受けたり、いろいろな学習会を受

けて将来的な影響を持つような内容だと非常に憂慮されるなという，それは当然だと思うのです。

だけどやはりそうであればプラスマイナス２つやっぱり受けるべきかなと思います。そういう考

え方がまず１つ。それから全体的な病院の運営、今回の主たるテーマは町立病院の運営、要する

に経営の状態も含めていろいろなことを勉強するのだけれども、公設病院のあり方という本当の

理念のところまで勉強すべきでないのかなと思うのです。確かに来てくれるかどうかわからない

けれども，僕も前から言っているのだけれども、みつぎ町の公立病院のやっぱり病院事業管理者

だった山口先生、熊本脳外の名誉教授なのですけれども、今それに携わっているかどうかわから

ないけれども、来てくれるなら彼の話を聞くと相当やっぱり３連携含めて先進者ですから。これ

はなぜかというと、アカデミーに行ってこの話を聞いたのですよ。ものすごく良かったですね。

介護保険が何かというのがそこでわかった。これは今度公立病院に対してのこと問題になれば、

山口教授はまた別の考え持っていると思うのです。聞いてみたいなというのは個人的な率直な意

見なので、熊本から来るといったら相当な旅費だし、ご本人のスケジュールがどうだかわからな
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いけれども、何かこういう希望だと言っても分からないけれども、そういう人も一回勉強会に山

口先生にこだわらず、公病院についてのドクターで考え方持っている人の話を聞いてみたい。う

ちの田辺医院長でもいいのだけれども。一応それを提案しておきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） これ例えばここで言っている５年間黒字で総務大臣表賞をもらって

いるという病院がありますよね。こういうところの病院管理者に来てもらうというのはどんなも

のですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 都合がつけば来てもらえるのではないかと思いますけれども。

ただ謝礼どの位払えばいいかわからないでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） ただこれは公務員の方々ですからそんなべらぼうなことは言わない

のではないですか。僕が言っているのはこういうところの管理者のお話を聞くというのは我々に

とってプラスかマイナスかという話です。同じ公立病院ということで、病院の規模はいいから同

じ人口規模だとか、そういうのが同じぐらいのところの病院の管理者の話を聞くというのはどん

なものかなと思って。ここで言えば藤沢、千厩、栗原、横手、羽後、ここら辺あたりの所でうち

に一番近いようなところで病院運営管理をどうしているか、管理者に聞いてみるというのはどの

ようなものかなと思うのだよ。 

○委員（熊谷雅史君） 考え方としてはいいのだけれど、これはピックアップしてもらった中

身のリストだから、ここは向こうの受け入れが可能であれば第１優先地になると思うのです。今

小委員長言ったような考え方でいくのだから、僕が言っているのはたまたま熊本の人だから、も

っと近隣でそういう意識を持った人の話、医療に携わっている管理者という話のインパクトが強

いと思いますので。 

○委員長（大渕紀夫君） そういう意味で言えば藤沢なにかどこかに出ていたけれど、公益企

業を町で全部適応しているというのだから、鹿児島大学の先生、黒字にした有名な先生いますけ

れども、彼なんかは絶対そうやってやるべきだという主張をずっとしている人だけどね。彼の話

も聞いてみたいと思うのだけれども、全適しているというのなら１回そういう話しを聞いてみた

いという気がすごくするのだけれども。それが我々の実態に合うのかどうかというのが言ってい

る僕も全然分からないで言っていますので。 

 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 確かに地域性の問題だとかいろいろな問題あると思うのです。だけど

それはやっぱり聞くほうが判断しては駄目です。うちの自治体にそれが沿っているのかどうか、

考え方としてこういう考え方があって、こういう事例で成功したのだ、こういう方向で行ったの

だと。これスタディだからいいと思いますよ。やったほうが僕はいいと思う。 

○委員長（大渕紀夫君） お金の関係で言えばそれほどかからないのではないかと思うのです。

こういう所のほうが。公務員の皆さん方ですから、空きさえすれば来てもらえる。本当の医療の

考え方だけで言えば菅野総合病院の院長さんだとか佐久総合病院の院長さんに来てもらえばそ

れはいいかもしれないけれども、それは民間ですので、あるいは厚生連だとかだから。今熊谷委

員が言われたみつぎの方だとか含めてどういうのをやればいいですかね。ただこれはそんなに遅
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くやっても意味ないので、少なくとも１１月ぐらいにはやりたいと。 

 はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 小委員長が冒頭言っているように、やっぱりシミュレーション出て１

１月には各常任委員会行くわけだから、その前の１０月末か１１月ぐらいには勉強会２、３回や

ると。この腹でいいのでは。その内容については今揉んだ中も局長に参考にしてもらって、相手

いることだから、言った事やったら３回やらなくてはならないでしょ。プラスマイナスとそうい

う病院の管理者の話聞くと３回だから、またそういうふうにもならないのだから、やっぱりその

辺も小委員長、正副も含めて局長と委員会開くのも必要だけれれども、事前打ち合わせをしても

いいのではないかなと思いますけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私は今いろいろな講演のどっちかよりの先生がいるとかという話があ

りましたけれど、現場で苦労して町民とか市民の意見を聞いて悩んでどういう方向性いくかとい

うことをやって成功していったというところの苦労をされた方に来てもらえれば。講演者という

のは自分の意志をはっきり言って、それだけで満足して帰られるというのが多いですから。そう

ではなくて、私達も現場でいろいろなものを見て来て、いろいろな視察も行って見て来て、そう

いったものをぶつけられる方向性がこっちだとかあっちだではなくて、そういう苦労をされてき

たら一層、物の形式もわかるのではないかと思うのですよ。そういういろいろなもの含めてされ

てきているわけですから。だからできればそういうことでそれを成功したというのかな、こうい

う葛藤があったということが全部説明できるような、そういった方がいいなと思うのですけれど

も。 

○事務局長（上坊寺博之君） 調べて教えてください。言うだけだったら簡単なのですよ。こ

ういう所にいるよと調べてわかるのであれば私のほうで交渉しますけど。特に視察どこ行きたい

と他の委員会も聞くと漠然とした話しかしないのですよ。だから困りますと言うのですよ。です

からこうこうこうやってこういう事例がありますよというのを持って話をしないとなかなか事

務局大変ですよ。 

○委員（吉田和子君） 個人的にそこの病院にあたって聞いてもらうとかする・・・ 

○事務局長（上坊寺博之君） そうではなくて、事例があればそういうものどんどんどんどん

捕まえてもらって教えて欲しいのですよ。 

○委員（吉田和子君） 実際そこに行って私達見ているわけではないのでわからないですよね。

だからその地域の人に聞くか何かしないと。人間関係を通じて調べてもらうとか・・・ 

○事務局長（上坊寺博之君） 今政策推進室でも言っていますけれども、それは経営改善して

上手くなってきた事例というのは、本当に公立病院は少ないのだそうですよ。本当に指折りだと

いうから。そうならないから民営化だとか、そういう部分に移行していっているということにな

るのですよね。そういう事例が本当にあって白老町に生かせるのであれば、その事例つかんでも

らって。政策推進室にもなかなかそういうところ教えてと言っても、正直言って出てこない。そ

ういうふうにならないからみんなこういう形で・・・いいところもありますよね。いいところも
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あるけれど、これも病院に言わせたら今までそうだったけれど、今度の病院の経営でどうなるか

わからないよという話なのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。いずれにしても議員集団が共通の認識に立てる基準

を上げると。そうでないと理事者側ときちっと対等に議論できないということでは駄目ですので、

徹底して勉強会、学習会いろいろな形で田辺院長含めて穂別に行ってきたら僕田辺院長来て頂い

て１回勉強会やったほうがいいのではないかと思っているのですよ。一般的な医学論でも構わな

いと思うのです。とにかくそういうことを積み重ねて、議員が病院の問題をきちっと議論できる

という最低限のものまでは作る義務が我々にはありますので、そういうことでは勉強会をどんど

んどんどんやっていくと。スケジュールの許す範囲でね。そういうふうにしたいと思うのですよ。

中身については今ご議論ございましたようにいろいろありますから、一番いい講師の方に来て頂

いて、我々に一番合うような形で講師してもらうのが一番いいのだけれども、そういうところ含

めていろいろご意見寄せていただければ、特別委員会の正副委員長、我々小委員長、小委員会の

ほうにも含めて寄せていただければ、それでやっていくというふうにしませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 確認をしていきます。１つは道外における先進地視察については、

グループは３班編成で、民生の正副と小委員長がリーダーになって３班体制で視察に行くと。メ

ンバーは先程言いましたので言いません。それから時期については１０月１０日から２０日まで

の間を目途になるべく集中して行くというふうにいたしたいと思います。視察地ですけれども、

１班これは吉田和子委員長のところですけれども、東北太平洋側に行くと。２班熊谷副委員長で

すけれども、東北日本海側と。３班小委員長私ですけれども、福島、茨城を中心にその近辺で行

くと。できればダウンサイジング、うまくいっている所、指定管理者等々含めたバランスよく見

られる状況であれば見ると。そのために必要な勉強会を最低２回ぐらいは行うというふうにする

と。これについては町の政策推進室、病院から付いて行く人達にも援助していただいて、きちっ

とどういうことをどういう目的で何を見て何を質問して何を得てくるかぐらいまでですね、きっ

ちり勉強して視察に赴くというふうにいたすということであります。 

 今後のスケジュールですけれども、１０月中に先程言った勉強会をやって視察に行き、帰って

きた月末辺りにシミュレーション、報告が出ますので、それについての報告会及び特別委員会を

行います。その後勉強会、これを何度かやろうと。田辺院長含めて最低２回や３回やる必要があ

るだろうと。それをきちっと得た上でですね、目途は１月ですけれども町民から意見を聞くと。

これは議会報告会という形になるかどうかまだわかりません。そこは議論して、議会報告会のほ

うが良かったら視察地の報告と議会の一定の中身を報告して、町民の皆さんの意見を聞くと。で

きれば２月末を待たずに議会としての一定の方向付けができるような段取りでいってはいかが

かと。そのような形で今後町立病院の運営に関する調査特別委員会についてはそのようなスケジ

ュールでいったらいかがかということが今日だいたい大まかに議論されたかと思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

 吉田委員どうぞ。 
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○委員（吉田和子君） 確認なのですが。３グループに分かれました。それでそれぞれ視察に

行きます。全員がレポートを書いてそのグループごとにまとめの発表をするのかどうか。その辺

を確認しておきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今吉田委員から出た話というのは一連の視察研修終わった後のまとめ

の中の作業だと思うのです。当然やるのなら小委員会だと思うのです。各委員から３班に分かれ

た各班長さんからの報告も含めて、各議員さんのレポートを精査してここであらあらまとめて特

別委員会に報告するという形で特別委員会でご議論いただくというスタイルが一番ベターだと

思いますけれども。だから事前にはこれはわかっているかなと思うのですけれども、再度確認は

小委員長のほうからしていただければいいのかなと思いますけれども。大事なことですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 今吉田、熊谷両委員が言われましたように、個人でレポートを書く

というのは当然でございます。それが各班に出されて一定のまとめは各班でされるという形にな

りますよね。そこまではいいですね。その後その結果を特別委員会で各班の班長なりどなたかが

報告をするかどうかという意味ですね。それはするはしたって構わないのです。共通認識するた

めにはそのレポートと報告を特別委員会の中で各１班から３班が文書で出しながら報告すると。

質疑も受けると。 

○事務局長（上坊寺博之君） １日とって１班から発表してもらって、質疑受けて、議会内報

告会みたいになると思いますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） それはそれでそういうふうな形でやれば議員全員が視察９箇所か６

箇所かわからないけれど行った理解度が深まるということはいいですね。発表もいいし。たとえ

ばわからないことは行ったメンバー達がいるわけだからそこで報告したっていいのだから。やっ

ぱりそういう形でやったほうがいいですね。なるほどそうですね。 

 視察に行った各個人がレポートを書くのは当然ですけれども、それを各班でまとめて一定の報

告書を作り、それを特別委員会の中で報告し、質疑応答も受けると。そして全体を共通のものに

するし、視察全体の中身を全体が共有のものにするということで１日そういうものを設けたい。

いいですね、これは。 

 他、いいですか。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 報告会を視察の報告会に変えるという話しましたよね。それだ

とここだと遅いような気がします。 

○委員長（大渕紀夫君） 早くできれば絶対早いほうがいい。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議論が遅くなりますけれどもいいですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩します。 

休  憩  午後 ２時３７分 

                                             

再  開  午後 ２時４０分 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開します。他ございますか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） さっき確認しましたから、１月に行う公聴会については議員も一定

のきちっとした認識及び知識を持ってですね、町民の皆さんから意見を聞くということで基本的

には１月と。前には引っ張れるような状況では今はないかもしれませんので、１月に聞くという

ことでいきたいと思います。 

 他ございますか。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 確認なのですけれども、先程の研修会をどなたか講師をお呼びしてや

るという話なのですけれども、それの日程は１１月ぐらいとか、まだ・・・それは町民も含めて

やるのでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） それにつきましては日程については１１月というだけですね。それ

以上は細かくなりません。講師の先生によって広く聞いていただくか、議会だけにするか、職員

の皆さんも聞くかということになっていくと思いますけれども、聞きたい方は誰でも聞けるとい

うふうにしたほうがいいと僕は思っています。同じあれでしたらね。吉岡さんは役場の職員の方

だけですけれども、そういう形でこれはもう少し詰まった段階で議論をしたいというふうに思い

ます。 

 ひとまず来年３月の結論出すところまでのスケジュールをあらあらはだいたいそのようなと

ころで進めると。細かいことについてはおって１つ１つ詰める所は詰めるというふうにしたいと

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） それでは先程確認をいたしましたから、もう確認はいたしません。

以上で病院の調査の為の小委員会は終わります。ご苦労様でございました。 

（午後２時４３分） 

 


