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○小委員長（大渕紀夫君） ご苦労様でございます。それでは午前中に引き続きまして病院の小委員会を

開催いたします。午後からは政策推進室から現在の町立病院の状況、また政策推進室としての取り組み状

況を報告していただきまして、その後今後の方向付け等々につきまして議論を若干したいというふうに思

いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 政策推進室から二瓶室長、岡村担当参事が出席をしておりますので、そちらからの報告をまず先にお願

いをしたいと思います。はい、二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 病院の改革につきましては、議会のほうと歩調を合わせながら現在も進

めているという状況ですけれども、ご承知のとおり病院改革の状況、ちょっと振り返りますと、専門的な

コンサルタントにシミュレーションをして提出してもらったという経過があります。この中身は全面的に

それを信頼してというのではなくて、１つの資料という形で我々はそれを位置付けて現在検討していると

ころです。 

 これまでも庁内検討会議５回ほど開いて、中身のシミュレーションについて議論をしている状況であり

ます。今日は病院の方で、将来というか近い将来、ゆっくりもしていられないのですが、そういうものと

は別に現在の病院として現有施設の中で、どういう改善項目ができるのかというのをおそらく午前中ご説

明があったと思います。 

 そういう中で私どもが、これから３月に町長が一定の判断をするという中での役割という部分を、先ほ

ど言いましたシミュレーション、それから議員さんと一緒に同行させていただきました先進地の視察、こ

ういうものを含めた中で、事務担当としては材料的には、十分と言うくらいの資料的なものは揃っている

のかなというふうに思っております。 

 そういう中で今後も、検討会議を開いていく中で、町長含めた理事者で、その中でどういう判断をする

部分が適切なのかという部分を、開催した中で進めていかなければならないというふうに私ども担当とし

ては考えております。 

 これは通常の部分で、あと個人的な部分やなんかも含めて整理している部分は、先ほど言いました条件

は非常に整っているという、資料的な部分は整ってきているとは思うのですが、非常に病院改革について

は、お医者さんの部分ということで我々通常の事務方が整理するような部分では、なかなか取り扱えない

部分がいろいろあるというのも事実でございます。 

 そういう中で、ただこれまでもいろいろ改革の部分では、過去に白老町での困難な部分とか含めた中で

病院の担当職員それから理事者もいろいろ困難な部分を見ながら努力してきているわけなのですが、そう

いう中で最近の医療環境の部分が急激に変革してきているという状況があります。 

 一方では皆さんご承知のように、臨床研修のお医者さんの関係の部分、これがどんどん進んでいきます

とですね、医師の確保というのはどこでもお医者さんがなくて、どこの病院を見てもお医者さんの公募と

いう形で募集をしているというという状況があります。それから、昨年度の４月からの診療報酬の大幅な

引き下げ、これは現状維持ではなくて更に引き下げられるのではないかという部分。 

それから、もうひとつは療養型の病床についても 2011 年ですか、廃止になるというそういう部分。 

いろいろそういう部分を含めた中でですね、実は新聞でも皆さんご存知だと思いますが、地方財政の再生

制度というのが、例の宮脇先生がやった中で 12 月に報告がなされています。新聞にも載っていました。

そういう部分を見ますと、これは病院だけではなくて、繰出しをしている一般会計のほうも非常に大きな

影響を受けるということが分かってまいりました。次期の通常国会のほうへ法案が提案されて議論をして

いくとなるとですね、これも非常に、急激に法案化されるのではないかという部分があります。  



 2 

まだ、よく制度の実際の施行なりなんなりがどういう部分になるかというのはまだ別にしまして、そう

いう部分があります。そういうことになると、非常にこの部分も大きく、この病院の改革についてはどう

しても関わらざるを得なくなってくるという部分が一方であります。 

 それと、一つはやはり今回の急激な医療制度の改革なり何なりを見てきますと、私どもも先進自治体と

か、今の民間に置かれている病院自体が対応している状況を見ますと、非常に運営については機動性なり

柔軟性が無ければなかなか対応できないのではないのかなというのが、私ども素人ながら、それと議員さ

んの特別委員会、過去の例を見てもいろいろ役場の職員も先生方も含めた情熱なりなんなりというのを皆

さん議員さんおっしゃっていましたけれども、そういうものがないとなかなか乗り切れないのではないか

なというのが、私どもの率直な感想なのですね。 

 そういう中で、この町長が判断するという部分のところ、実は３月という部分については私どもも議会

の方々と、いろいろ視察やなんかをしていったときに果たして時期的に、そんな３月なんていってどうな

のかという部分が、私個人的にもあったのですが、実は先日新聞やなんかに新冠町でも国保病院を診療所

にするとかという方針を出したり、いろいろ自治体病院が改革を急いでいるという状況が実際に出てまい

りました。 

 実は、私どもよく東日本税理士法人の長さんのところの部分も、情報としてホームページやなんか見て

いるのですが、実は 2007 年、これは医療経営財務協会というところを見ていったら長さんの念頭の挨拶

というのが載っているのです。ちょっと読ませてもらいます。 

 ｢国立病院の統廃合も終わり、社会保険病院の全病院も黒字達成され、残されたのは自治体病院だけに

なりました。地方分権を隠れ蓑にして一向に赤字体質の改善もできず、医師離れも止めることができない

自治体病院経営は、本年最終局面を３月末までには迎えることになるでしょう。新年度の医師引き上げは、

悲劇的になると予想される。｣これ長さんが言っているのですよ、状況は別にして。最後のほうに｢自治体

病院の開設者・管理者は、夕張は例外でないという認識で、背水の陣で新年度は経営に取り組んで欲しい

と思います。｣これが年頭の挨拶なのです。 

 私どもそうやって見ますと、町長が３月に一定の方向性というのは、最終的にどういう方向性になるか

分からないのですが、町長が状況やなんかもいろいろおさえている中で、今こういう状況を見ますと、や

はり１つの判断する時期としては、そういう状況に置かれているのかなと。そういう状況で、私ども担当

者としても判断するひとつの材料として、きちんとした整理する部分をなるべく提供しなければならない

のではないかというふうに考えています。 

 あくまで私の個人的な主権的な部分も含めてお話ししているところですが、それと個人的には、町立病

院単体の病院という考え方ではなくて、私どもは視察に行ったのは千葉県と大分県でしたけれども、やは

り地域全体という、白老町というだけではなくて医療を考えた場合には苫小牧・登別・室蘭まで含めた１

つの区域と言うのですか、それのよく議会の報告でも、この間ありましたけれども、急性期と慢性期の病

院、支援病院というそういう取り組みをしていかないと、自治体病院の責務とか何とかというひとつの昔

からの考え方の議論では制度的な改正がもう枠を越えてきていると。 

 そういう中で、町長の判断する部分では、私どものほうでもそのあたりも含めて資料としては整理して、

提出して判断の材料になるような形にしていきたいというふうに考えています。 

 いろいろ議会の議員さんのこれまでの特別委員会の議論、そういうものも私ども聞いている中では、何

かしら薄々皆さんの頭は、整理できている中でそれをどう組み立てるかという部分に、議員さん方も１つ

のそういうものを感じながら今進めているなと。私ども行政側としても当然そういう考え方もキャッチし
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た中で、やはり判断していかなければならないのではないかなと、そういうふうな感じはしております。

ちょっと個人的な部分も、非常に意見として言わせていただきましたが、そんな感じで個人的には思って

おります。以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、岡村参事何かありませんか。 

○政策推進室参事（岡村幸男君） それでは、ちょっと私のほうから補足させていただきますけれども、

先ほども室長のほうからありましたように、医療環境が変わってきているという中で、やはり一番大きい

問題としては医療制度の改革。これは、ご存知のとおりだと思います。 

 そうなってくると、やはり自治体病院の全国の約 8 割が赤字という中では、再編統合ということが全国

的にも動きが出てきているというのはこれは事実だと思うのですね。ですから、私どもの町立病院が、ど

ういう役割を残さなければならないのか、もしくはどういう役割を拡充していかなければならないのかと

いうことは、やはり十分検討しなければならないと思いますが、その改革の方向性だけでは、今の病院経

営というのは本当に持つのかという部分は、財政的な部分も含めて本当に真剣にこのことをとらえなけれ

ばならないと、こういう状況になっていると言うことを１番重たく考えなければならないことだというふ

うに思っています。 

 それで、当然政策推進室の役割としてはその方向性を考えるということですから、いろいろな改革の方

向、いわゆる自治体病院の在り方としてどうあるべきかということの方向性。例えば、存続する場合であ

っても存続の手法の問題ですとか、場合によってはその経営の手法を変えるということも当然あるでしょ

うし、様々な提案をしなければならないと思います。その中で、何が一番白老町にとって適切な手法にな

りうるのか、かつ町民の方がそのことに対してどのような理解を示していただけるのかと。ここが一番大

事になってくるかと思います。 

 特に地域医療の中核という町立病院の位置付けですから、例えば救急医療の問題ですとか、全国的に一

番問題になっています小児医療の問題、こういうものをどうやってクリアするのかですとか、やはり町立

病院が今まで役割として担ってきたことが、どういう形でこのことがきちんと担保されなければいけない

のかというは、その中にあっても十分考えなければならないことではないかというふうに思っております。 

 先ほど室長のほうのお話しもあったとおり、時期的な問題は相当スピードを持って、この方向性につい

ては出さなければならない。改正状況のお話しもありましたけれども、そういう考え方で取り組むという

ことでございます。以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今政策推進室から問題提起がございました。このことについて委

員の皆様方からのご質疑を受けたいと思いますので、どなたからでも結構です、出していただきたいと思

います。どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今室長と参事の方から説明を聞きました中身の中で、ちょっとお伺いをしたいと

思います。 

 １点目に、シミュレーションの検討を進めて、５回ほど検討会を開催したという中身でありますけれど

も、ここのところでそのシミュレーションについての評価というのは政策推進室の中でもあるとは思うの

ですけれども、この検討会議の中でシミュレーションに対する評価はどうあったのか。 

 それから、いろいろ病院側からもそのシミュレーションに基づいて、我々の議会のほうにもいろんな説

明をしているんです。例えば、60 床に一病棟化してそれで収支効率を出して、15 億円で建ててというシ

ミュレーションも別途でいただいているのですけれども、そういう部分の見当も含めて病院側と運営上の

問題、その辺のところのすりあわせというのはどの程度の回数なさっているのか、その辺ちょっとお伺い
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したいです。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 運営上のシミュレーションの出してきたものからということなのですが、

当初のシミュレーションの設定の仕方なのですね、その部分でちょっと受託側とのかみ合わない部分があ

って、なかなか議員さんのほうでも説明した中で、求めているシミュレーションではないという部分がそ

こにあったのかなというふうに感じております。 

 そういう中で私どもも何回か、この出てくる部分の中でのコンサルトの話しもさせていただきましたが、

考え方としてはひとつの新しく建てたときの、効率的の良い病棟でやったときにはどうなのかというひと

つの判断の資料は出てきたのかなと。そういう中では、制度の部分は別ですよ。私どももちょっとどうか

なという部分はありますけれども、一番感じましたのは現有施設を 56 床を 15 億円でやった部分でも、民

間でやった場合にはそれなりの繰出しが必要になっているという部分が最終的な部分で出てきました。と

いうことは、今民間でも効率的な運営で四苦八苦している部分ですから、それは当然出てくる部分もある

のですが、非常に厳しい状況になってきているなという部分はあの資料からも評価できるのではないかと

いう部分を感じました。 

 それと 56 床の病院の部分について、運営状況の部分でということなのですが、シミュレーション 15

億円だとか、診療所にしたら７億５千万円だとかという考え方がありますけれども、今の財政状況から 1

5 億円、補助金もない中まるまる借金で、財政的にやっていけるのかと言ったら、実際には厳しい部分が

ありますけれどもひとつのシミュレーションでやったという部分はあります。 

それと一方では、現有の施設の中で病棟の変更というのでしょうか、そういう中でやらなければならな

いという部分。それは私どもいろいろ現場のほうでも努力している部分、調整している部分があって、若

干遅れ気味であったという部分があったのでしょうけれども、取り組みはじめるという部分で私どもも聞

いておりますので、そういう部分ではやはり現状の中でやれるものはやっていくというのが大事なのかな

と。私どもとしてはそういうふうに考えています。なかなか今の置かれている状況では、一挙に収益を改

善するというのは難しいところがありまして、積み重ねが少しずつ改善になっていくというのは皆さん、

研修していても、視察に行っていてもご存知のとおりだと思います。そういう中で日々の努力が改善され

ていくのだというふうには思っております。以上です。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） やっぱり、現業の部分のところと政策を検討しているというところの部署との考

え方、見方の違いというのはあろうかと思うのです。 

 ただやっぱり、我々も今室長がおっしゃったようにいろんなところを視察して良いところ悪いところ、

そしてうちの町に合うとか合わないとか、いろいろ我々も精査してきたつもりなのだけれども、結局のと

ころやはり、午前中もそうだったのですけれども、現場サイドでは生き残りという意識が強くなってきた

かなというふうに今回はすごく感じたのですよね。これは事務長の言い方だったのだけれども、ただ事務

長の言い方だけですべて判断するわけには行かないのでしょうけれども、スタッフ自体の意識改革がどの

程度進むか、これも大きな、今室長のところでは財政的な部分だとか、現有のところだとか、いろんなと

ころの判断基準というか、そういうレベルでいろいろ精査されているのだと思うのだけれども、結局、議

会側としては、今現時点のところでも問題はあるのだけれども、数年先だとか将来のことも加味して判断

をしなければいけない部分というのがあると思うのですよ。 

 現状の部分で言うと、お互いに全部見えてきているわけです。言っている意味は分かりますでしょ。そ
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うなると、極論までいってしまうと。２つしか選択肢がないとなると、今はどちらかに決めてしまうとい

うところまでの状況かなと思うのです。そうではなくて、ちょっと上に向くところがあるのではないか、

ちょっと下に向くところがあるのではないかというので、我々も今それを模索しようとしているのですよ。 

 そんなところで、今言ったように町長判断も期日が迫ってきている。それができるかどうかは、組長は

名言はしていたけれども、まだ参事が言われたとおり医療制度の改革、それからもろもろの制度がどうい

うふうに変化していくか。これも非常に不透明だと。これも事実だと思うのですよ。 

 我々勉強し始めてからも、いろいろ制度変わってしまって、シミュレーションも変わった部分いっぱい

出てきたわけですから、寿幸園の部分もね。そういう部分のところで、変な話なのですけれども、氷の上

に、流氷の上に乗ってフラフラフラフラしている状況かなというところなのですね。 

 ただ、今言いたいのは、結局いろんな部分のところの張り出しているアンテナのなかで、こういう部分

があるよとか、こういう部分が考えられるよとか、新しい考え方というのが今ありますか。政策担当のと

ころで今まで積み上げてきた中で、こういう見方が出てきたよという新しい部分はありますか。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） あくまで個人的な部分で、まだ上司のほう、理事者のほうにも話してい

ない段階ですけれども、新聞報道を見る限りにおいては一刻も猶予ならない状況に陥って来ているなとい

う部分はおさえています。おそらく財政担当の経営企画のほうからもそういう情報は理事者のほうへ行っ

ていると思います。それが新年交礼会等での町長の挨拶や何かにも反映されているのかなというふうに私

もおさえていますので。 

 簡単にいきますと、新聞を読んだところではイエローカードとレッドカードの２段階で、イエローカー

ドの部分が出たら、ちゃんと計画を立てて健全化計画を出して、議会に議決をいただいてやっていきなさ

いと。健全化計画がだめでレッドカードの部分になっちゃうと、これもまた議会に情報公開して、これは

きちんとやっていきなさいというような部分になると。これはいつから制度がスタートするか分からない

のですけれども、新聞の部分ではなかなか厳しい状況なのかなというふうに思っています。最近、宮脇先

生もニュースや何かに出て話をしていますので、個人的な部分で判断するには、国は地方の部分について

いろいろ改革していくことに対して、国自体が｢それだったら、法の施行を少し延ばしてやりましょう｣と。

そんなことを考えるわけはないなと、健全財政の部分でちゃんと指導してやっていくというのは夕張の例

を見たってそれは当たり前のことだろうと。そういうふうな形でやりなさいとなったときに、私どもの病

院の部分を考えますと、これは新聞の状況の話しですよ。 

病院はひとつの指標としては不良債務額が事業予算の 5 割を超えた場合については、健全化計画を出せ

というような、そういうふうな部分で書いていますよね。そうすると今２億９千万円の不良債務です。う

ち大体 10 億円の病院の財政規模としたら 29％ですね。今年の赤字が、まだ見えないところがありますけ

れども３月で今の見込みだったら、２億 6 千万円一般会計から繰出しても、１億 6 千万円赤字になるとい

う、そういう議会にも出している資料でもそうですよね。 

減価償却３千万ちょっとを除いても１億３千万円くらいは、不良債務に上乗せにあるのですよ。２億９

千万円と１億３千万円といったら、４億円ちょっと 40 何％になる。へまをすると今年ではなくて来年度

のうちには 50％突破するという、来年度予算の部分もありえるのかなと。 

そうすると、ちゃんと議会の流れに中で、見えない中で私の個人的な意見お話ししているのですが、そ

ういう部分で、一般会計が厳しいから病院会計のほうへ繰出ししなければ、病院会計は今度法の部分での

適用項目になってきますので、これは、そこが先ほど私が言いました町長が決断する時期としてはやはり
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ある程度、時期的には早いかな、どうなのか選挙の前でと個人的には思ってことがありましたけれども、

内容は別にして、一定の判断を出す時期として、私は判断する時期にきているのかなという部分は考えら

れるのかなと。 

そんな中で、先まで話してしまう部分があるのですが、どういう方法があるのかということです。どう

いう方向性が。皆さん議員さんも今の現状のままでは駄目だというのはご存知ですから、一生懸命こうや

って汗を流してやっているのですね。現状のままではだめなのですよ。そうするとどういう方向性がある

のかというひとつのシミュレーションの部分でも、非常に厳しいという部分が出てきているのですね。で

すから最終的にはどういう方向性になるにしろ厳しい判断は下さざるを得ないということが言えるので

はないかなと、私はそう思っています。厳しくなるだろうと。 

これは、現場は現場で一生懸命改善、これはやってもらうのは当然なのですけれども、判断する部分は、

私は新たな要因を考えたときにそうならざるを得ないのかなと。そこが私としては新しく心配している部

分です。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今、良くわかりました。ひとつのものさしの判断が、やはりそういう財政面で、

以前もそうだったけれど緊迫している中で、経営改善が見込めないのであれば、やはり相当厳しいですよ

ということは、我々も理解してきたつもりだけれども、新聞報道されて、全体、要するに地方財政の全体

が、そういう国の総務省系がそういう対応をしてくる。経過措置もない。救済措置もないだろうと。財政

問題については地方がだめだと言ってもほとんどそれに近い段階で今ずっと進んでいるでしょ。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 状況的には、私は報道の内容でしか言えないのですけれどもね。 

○委員（熊谷雅史君） 僕もこれは新聞記事を読んでいます。だからそういうふうになって、要するに事

業予算に対しての５割以上の不採算が出たら、やっぱりそれはきちんとした計画を持って、内容を見直し

なさいということは、これは当然のことだと思うものですから。そういうものさしも一つ増えたというこ

とは、やはり我々もその辺のところも頭に入れておかないと。 

 さっき言ったように、右か左かの矢印ではなくて、上にいく矢印、斜め下いく矢印とないのだろうかと

いったら、今はなかなか見えてこないということだね。政策の中で、取り組んでいる中では、こういう見

方もこういう見方もできるかなというのは、なかなかないと言うことなの。 

○小委員長（大渕紀夫君） 二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） これは、この法律が病院だけのことを考えて対応できる状況ではないの

ではないかなというふうには、本来は全体的なことを考えながら進めていかなければならないのですけれ

ども、言ってみたら、制度的にそういう枠をはめられるようになるのだなというのが、今回の情報の中で

はわかってきたのかなというふうにおさえています。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ。はい二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 新冠の国保診療所、これを見ましたら現状年間２億５千万円の赤字。そ

うするとやはりどこの病院も今言っている国の制度とか何とかを含めた中で、水面下で検討していて、こ

んなこと穂別さんはよく先手を打ってやったと思います。穂別さんのほうにも私単独で行って担当のほう

に聞いたのは、診療所にしても５年間の期間があって、お聞きしたと思いますけれども、70 床の交付税

の部分が与えられると。それを見越してやっていっているわけですね。なかなかそういう面では先を見た

やり方をしているなという感じはしているのですね。 

 ですからこれは、診療所にするのなら早くしたほうが、あと４ヵ年なら４ヵ年その分ももらえるという
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ことですので、その辺のところはあるのですね。なかなか皆さん危機感を感じてやっているなと。 

 ただ、今回の議会の対応の仕方がありますけれども、これは私は新冠さんがどういうやり方をしたか知

りませんが、うちの特別委員会をやった中で、こういうふうな視察をした中でやってきていますけれども、

議員さん方もそれだけ知識を深めています。これを行政のほうで町長が一定の結論を出すにしろなんにし

ろ、私も行って勉強させてもらいましたが、勉強も何もしないで厳しい判断を下したら、短い時間なり何

なりの説明の中では、議員さん方も消化しきれないでしょうし、それが誤って町民に発信されることもあ

ります。 

 それからしたら、私は非常に今回の部分については、議会のほうで今回の研修視察は非常に有意義であ

ったのではないかと逆に思っています。それだけの動きが他の自治体でも出てきているということです。

それに対しては、私ども議会で十分消化してもらえる力がついたのではないかというふうに感じておりま

す。 

○小委員長（大渕紀夫君） 岡村参事。 

○政策推進室参事（岡村幸男君） 先ほど熊谷議員のほうからお話のあった、生き残りの方向性が強くな

ってきているよというお話がありあました。町立病院がとかいうそういう限定的なことではなくてお話を

させていただきますけれども、全国の自治体病院という部分でお話しさせていただきますけれども、やは

りこれだけ厳しい中で、生き残りをかける改善、つまり病院改革をしていくということと、病院を最終的

にどういう方向性にするのかということは、実は別々の問題ではないわけです。分けて考える話しではな

くて、改革イコール方向性につながっていくということだと思っています。 

 全国の自治体病院の中でどれだけの改革の方向を出して、これだったら病院をこういう方向性に持って

いけるよということがあって、最終的な方向性が決まっていくということになるのだろうと思っておりま

す。 

ですから、私どもはそういう部分も含めて、どれほどの改革が病院として求められていくのかというこ

ととあわせて、今の医療制度の改革がどういう問題を持っているのかということを判断していかなければ

ならないと。先ほど室長が財政問題のことでお話しておりますけれども、特別会計、企業会計のあり方を

どうするべきかということを、やはりきちっとその考え方を出すということが必要だと思っております。

以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、委員さんどうぞ。はい吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 午前中、病院の方のいろんな改革に向けての話し合いをして、先ほどからの病院

事務長からの説明、いろんな思いを出してきているのですが、それが政策推進室とすり合わせがきちんと

できているのかどうなのかということが、まだという感じのものがあったのですけれども、今お話を伺っ

て財政的な面というのを私たちは聞いていくと、本当に芽が出てきたのがぐしゃっとつぶされたような感

じがしていたのです。本当に財政的な問題はそうなのですけれど、いろんな病院の視察をしてきて、私た

ち公立病院の割と良い所を見てきたというのもあります。 

 今白老町の病院のおかれている実態の中で、いろんな改革をしていこうとしているそういったものがぽ

つぽつと出てきた中で、やっぱり政策推進室としては、今の町立病院が生き残っていけるのものというの

は、何かあるというふうに考えていますか。 

 さっき言ったように改革と、室長の話しでは改革に向けては今病院ができることはどんどんやってもら

いたいという話があって、私は午前中にいろんな話を聞いたときに、そういう改革をやっていくことが全

体で理事者もきちんと分かっているのだろうかという話をしたのですよ。 



 8 

 そういう目途がついた中での今後の方向性をきちんと見出していくような形になっているのだろうか

と言ったら、まだそこまではいっていないということだったのですよね。そういった部分の交わりがない

という、今お話を伺っていると町長はもちろん病院の話も聞いていると思いますけれども、政策推進室の

出した結論にある程度基づいていくと。 

 私今聞いていて、こんなになっているのですけれど。病院は病院で変えていってこういうものでこうい

うふうに利益を生みたいし、こういう改革をしたいということになったときに、政策推進室も入り込んで、

そしてそこに理事者というか、巻き込んだ中での三者の話し合いもやっていると思いますけれども、そう

いったものの組み合わせがきちんとしてきているのだろうかなと。 

 私さっき病院の中で、看護師さんを募集していると言ったときに｢看護師さん喜んで来ますか｣という話

をしたら、やっぱり不安を抱いているということもありますよね。だからどうなるか分からない見通しの

中で、改革は改革で進めていってもらいたいと言っても、病院どこまでやっていけるのと思いながら聞い

ていたのです。 

 そういう前提にそういうものがあるのだけれども、それが政策推進室なりでどこまで認識されて、どこ

まで可能性としてあるととらえられているのかどうなのかという、健診事業だとか、ベッドのあり方とか

そういうことを含めてやっていることを、すべて掌握されて政策推進室も進めているのかどうなのか、そ

の辺が今話を聞きながらどうなのだろうと。 

 財政の面では言ってくれましたので、それはすごく、本当に厳しいのだなと改めて再認識したのですけ

れども、もちろん特別会計の厳しさというのは出てきていますからね。その中で、病院が努力していって、

でも財政面でつぶされちゃうのかなって、そんなような感じがしたのですよね。その辺はどうなのでしょ

うね。改革と合いようというのがなんかからみ合っていかないような、お互いに上を向いていっているの

だけれども、なんかからみ合っていかないような、どっちも厳しいからそれは分かっているのですけれど

も。言っていること分かりますか。なんかその辺がからみ合わなくていいのかなと。 

 町長はどこを見て結論を出すのかなと、私ちょっと思ったのですよ。もとろん町民の声も聞こうという

気持ちもあると思いますし、もちろん政策推進室も、いろんな情報をきちんと掌握して、財政上のことも

掌握するというのも、病院は病院でこうやって、こうやって、こうやって変えていきたいとなときに町長

はどこを見て、最終的にはどういうふうに焦点に行くのかなというのが、話を聞いていてどういうふうな

絡みを持っていくのかなと思ったのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 非常に微妙な部分もありますので、あくまでこれ私の個人的な部分とい

うことで、そういう形で答弁させてもらいますけれども、吉田委員おっしゃる部分よく分かります。 

 個人的に言いますと、私も昔ですけれども病院でやっていた中では、いろいろ改革していくわけですよ。

町民のお客さんのことを考えながら皆さん今の歴代の病院のスタッフは、そういう形で改革してきている

と思います。その時代時代の分に応じた中でしていると思います。その中で私どもは、これを今の財政状

況のおかれている部分で、通常の猶予されている時間というのでしょうか、先ほどもひとつ意識改革とい

う話も出てきました。意識改革が必要だ。意識改革が必要だ。私ども２人とももともと行革にいました中

で、意識改革なんて言うものは、文言にしてやるのもではないのだと。我々議会からそう言われました。

一歩踏み出していって、行動してやって行くのだと。そして意識改革を体得してやって行くのですよとい

うふうに、我々行革の部分でも議員の皆さん方からそういう形で指導された中で、こんな意識改革を前面

になんか打ち出すことすらおかしいということで言われたこともあったわけです。 
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 ひつとそういう部分があって、行政というのはいろいろ計画だなんだと、そういう部分でなかなか動き

づらい部分もあるのです。そういう中でいろいろ改革はしながら、動きは遅いのですがやってきたけれど

も、私が今考えている中では、その動きでは今の医療制度改革にはもう取り残されると。 

ですから、今までのやり方でかみ合わないという部分ではなくて、それに合わせる形を作っていかない

と、それこそ言ってみたら病院自体がどこに行っているのか、漂流してしまってどこを目標にしていって

いるのかさっぱり分からないということになりかねない。ですからそれをやるとしたら、町長が判断する

という部分では、目標を持って進んでいく、そういう部分のやり方がどういうことをやれば良いのか。 

それと図体が大きければ良いのか、それとももっと小回りを良くして機敏に動けるように、そういう形

が良いのか。財政にも負担がかからないような形でいいのかという部分を私どもとしては、吉岡のシミュ

レーションを見ながら他の情報も見ながら、九州だ何だ行ったものも見ながら、私どもが町長のほうに情

報として出した中で判断してもらうという形になるというふうに考えています。 

前の、私ども考えてあった部分では、言ってみたら時間的な部分が、お役所の考える時間的な部分と医

療制度の部分のスピードが非常に違うというふうには感じています。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 再確認みたいな形なのですけれど。午前中伺ったのは先を見通した、まだ先なの

ですよ。今できることといったら、明日からできますよということはあまりないという。そんなことを言

ったら怒られますけれども改革のお話を伺った中では。  

 病院の改革は今こうして進んでいる。前段として、高齢者の健診の関係だとか、健診関係だとか、ベッ

ドの配置の仕方だとかそういうことを含めてやっていくことが、今の財政が病院のほうは財政のほうで壊

れてしまう可能性があると判断して良いということですよね。 

 先を見通してあるのはいいのだけれども、それをやるまでの間に財政が持ちませんよというふうに判断

して良いということになりますね。 

○小委員長（大渕紀夫君） 二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 新聞報道での状況でしか私のほうからは言えませんが、非常に厳しい状

況になるというのは言えると思います。ですから、私どもの班が九州・千葉に行った時にもそこでいろい

ろ聞かれたのはシステムなのだ。千葉なら千葉で、その中で効率的なお金の使い方、こっちでもレントゲ

ン、こっちでもレントゲンではなくて、急性期は急性期、支援は支援。そういう中で効率低に人も回して

いくという部分やりました。そういう部分やなんかも含めた中で、非常に我々が今通常で考えられていな

いような部分が医療の世界に動き出していると。 

これ個人的な意見ですが、それがどうしても、この部分についてはやはり行政の今のほうが、行政全体

が病院の運営自体について素人ではないのかなと。一方では自治体病院の責務という部分で、これまで来

た考え方と制度にのっかかれなくて、今の改革に。自治体病院自体が制度変えていかないと、何もかにも

残されていってしまうなというそんな感じです。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、先ほど岡村参事手を挙げました。意見があればどうぞ。 

○政策推進室参事（岡村幸男君） 平成 18 年医療制度が変わったという中で、町立病院としてもやはり

努力していただいていると思っています。ですから、例えば経営診断の報告を出し、これ３月に出ていま

すけれども、更にそのあと６ヶ月ほどかけて一生懸命どういう取り組みをしたらいいかということの報告

書もまとめられていると。更にその後、４、５ヶ月かけて今度は改善に取り組む方向性。つまり先ほど述

べられたように今そのように取り組んでいると。このことはきちんと評価しなければならないと思います
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し、当然そういう努力もされているというふうには、私どもも判断しなければならないと思います。 

 しかし、室長が先ほど言われている部分というのは、今出た例えば取り組みに対する報告書、改善とい

う報告書、それをはるかに上回った改革が出てきているということだと思うのですね。そのスピード、改

革の中身だというふうに私も思っています。 

ですから、町立病院がそういう努力をしているということは当然私たちも評価しなければなりませんけ

れども、それ以上のスピードで変わってきている。これについていくためには先ほど室長も言いましたけ

れども、やはり経営的な専門家という部分も、行政としては本当にそこが難しい部分ではないのかなとい

うことが、これは私の個人的な考えですけれども、そういうふうにおさえております。 

○小委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、岡村参事のほうからお話があって、私も評価するというのは、半年かかって

出てきてあまり時間がかかりすぎているなと思ったのです。私ね、行政というのはこうやって時間をかけ

て慎重にやるものなのかなって、慎重にやったからこんなに時間がかかったのかなって。私たちにすれば

「まだできないの」という、何かすごく気持ちの中にあせりがあったけれど出てこないから待っていたと

いうそういう形の中で、それで他のいろんな制度が変わるからどんどん報道されると。 

 そういうふうに考えていくと、これからの病院、もちろん改革はやっているけれども、これってもっと

専門的な本当にこれからの病院がどうなっていくか見通せる人。そういった人たちがもっと、意見という

か、ガラッとすぐに端的に変えられるような、そういった手法というのをとらないと間に合わないという

ふうになりますか。行政がだめだということではなくて、時間がかかりすぎると専門的な分野の理解とい

うことがなかなかできないと言ったら失礼な言い方なのですけれど、私なんかは理解するのにしばらくか

かって、同じことを今日も何回も聞いたりしているのですけれども、本当に理解できない。少しかじった

くらいでは何も理解できない状態ですけれども、やはり病院事務長にしても、なってからまだ１年経って

いないわけですよね。体質的なものなのか、そういう特殊なものだから、専門的なほかの病院の長さんの

ようなぱっぱと変えてしまうような、そういったものが必要な、ここまで来たらもう遅いのかな。何か結

論が出せるものというのはないのでしょうかね。すごく時間をかけてやっていくのだけれど、なにか頂点

に向かっていかないような気がするのですけれども、それは私個人が勉強不足で分かっていないからなの

だろうか。そのへんどうなのでしょうね。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 非常に行政の痛いところの部分です。正にそれができれば公営企業もう

まくやっているところもありますので、そういうふうになるわけですよ。そしたらそこのところはスタッ

フが良いのか、先生が良いのか、私は言いたくはないけれどもどこの病院の部分でも、ポイントは医療に

携わる人たちが動いてくれないと改革は進んでいないのですよね。それは言えると思います。 

 お医者さんのいない病院で、なんぼシステムを作ったって良い病院にはなりっこないのですよ。なんぼ

看護師さんが良くたって何したって。これはお医者さんを批判するというのではないのですよ。ひとつの

今まで来た中で白老町の病院運営という中で私はそれなりの役割を果たしてきているし、そういう形の中

で今来たのだけれども、先ほどの繰り返しになるのですけれども実際に今の改革の部分とはちょっとかい

離する所が出てきてしまったなと。それが全体的にそれに追いつけていないという部分が現れているでは

ないかというふうに思います。 

 専門的な、これが先ほども言いました国立病院とか、社会保険病院とかという部分で独立行政法人にし

たり、全適の病院にしたりという部分でいろいろ皆さん試行錯誤している部分があると思うのですね。そ
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ういう中で取り組んでいるというのが現実にはあって、私ども視察してきたのは本当に先端のところだと

思います。そういう状況でいろいろ差はあるというふうにはおさえるべきだと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、岡村参事。 

○政策推進室参事（岡村幸男君） 間に合わないのではないかという、そういうお話しですけれども、少

なくても私どもいろんなところを見てきた中では、実は結論を出している中では非常に短期間でやってい

るというのも実際にはございます。ですから決して間に合わないわけではないと思います。 

 ただ先ほどの評価ということは、私もさせていただきましたけれども、心情は委員の皆さんと同じ気持

ちで私もいるというふうに思っていただきたいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） ただひとつ、願うことは夕張がああいう形になって、報道関係から今すごく注目

されていますよね。村上先生がお正月の間、病院を一人で駆け回ってやっている姿が、報道で映されてい

るのですよね。あれを見て夕張市民の皆さんはホッとしたのではないかという気がするのですよ。病院は

必要とされて、あの先生が一人でやっていますよね。一生懸命走って、歩いていてくれる先生が一人いて

くれて、病院のことを思っていてくれて、患者さんのことを思っていてくれてやってくれている先生が一

人いるってことだけで、私たちも守っていこうとかそういう感じになったらすごい。私は大変な厳しい状

況になったけれど、希望をもてる光がそこに付いてような気がしてみていたのですよね。 

 私、病院というのはそうだ。町民にどんな形になっても安心できるそういう体制作りに、｢こうなった

のだから厳しいのだけれども、でも私たちがそういうふうに選んだ道なのだから、私たちも守っていかな

ければいけないよね｣というふうになるような、そういう説得力のある手法になっていかないとだめなの

だろうなとあれを見ていて思ったのですよね。だから本当にそういうような結論が出るようにしていきた

いなと、私たちもそういう思いでいますけれども。 

○小委員長（大渕紀夫君） 議長、さっきお手を挙げましたけれども、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今、こんな発言をしたらちょっとおかしいのかなと思うのだけれども、政策推

進室でね、我々も含めてなんだけれども、この方向性を町長が出すという原点にあるものは、先ほど財政

の中で非常に厳しくなってきているというようなことは前から予測されて、病院の会計が非常に赤字が多

くて、どんどんどんどん赤字が増えていくという中で、これはなんとかしなければだめだということで大

きい方向転換も含めて考えるのだということなのだけれども、今まで我々もいろんなところを見てきまし

た。 

 病院を何とかしたいということで考えているのだけれど、今考えてみてそういえば、一つの基準という

ものがない中でただ見てきているなということで、それはどういうことかというと、例えば白老の町立病

院をどんな形で運営するにしろ、基本的に町の財政から、例えば一般会計の中の何％かは、地域医療を守

るために病院に金をかけるのですよと。それが公立であろうと私立であろうとね。一定のルールみたいな、

例えばそれが２億円なのか１億円なのかゼロなのか 3 億円なのか、その辺の基準が何もない中でどうする

こうするといってシミュレーションを出させても、最終的には繰出した中で黒字になるようにある一定の

金額を出した中で、黒字になるように改善していくのか。 

 例えば、あくまでも一銭も持ち出さないで独立採算で、企業会計だから黒字にしなければだめなように

改善していくのか。またはいろんな管理所を変えてそういう方向に持っていくのか、そのへんが金額的に

出せというのは難しいかもしれないけれど、少なくてもある程度病院運営を改善して方向性を出していく

ためには、２億円までは町で財政負担をするよと。この範囲内で病院を改善すると。その辺の基準がない
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中で、改革せよ、改革せよといったって、プラスマイナスゼロにする改革をするのか、それとも２億円だ

け出してやるから病院長も含めて、看護師も含めて、その中で黒字になるように努力できるかできないか

とか、そういうものがない中で来たようなきがするのだけれど、今回政策推進室として町長に具申すると

きに、資料を出すときに、全く町財政は負担しないよと、そういう中で負担がないとすればこういう方法

とこういう方法がありますと。だけれども、例えば一般会計の規模からいって２億円負担するとして、地

域医療を守るためにはこれくらいの財政負担は病院に掛けるべきだよというひとつの基準を設けて、これ

を守っていくためにはこういう方法とこういう方法とこういう方法がありますということで町長に出し

ていくのか、その辺がないような気がして、ゼロでやるのか、例えば町民１人あたり 5,000円なら 5,000

円、年間それが予防医療なのか、さっき言った慢性期・急性期がね、医療にかけるのか。あるいは別とし

てその辺ないような気がするのだけれど、今こんな質問をしたらちょっとおかしいのか。 

 そのへんは政策推進室として、どこを基準に考えて政策判断を仰ぐような形を考えていたのかその辺を

ちょっと室長。もし、分かれば、我々も正直言って病院を改良せよ、改良せよと言ったって、今まで赤字

がどんどんどんどんいくからそれを繰出しなら繰出しの範囲で絶対おさえるのだよと。そういう改革をし

なさいと、これは言えるのだけけれども、改革の基準が、先ほど吉田委員からも出ているけれども、一生

懸命にやらせたけれどやっているほうがどこまでいったらどこまで改良すれば良いのか。赤字をゼロにと

いったってそれならなんぼやってもできませんと。２億円をもらえるのであったら、その中では絶対これ

だけのものを守ってきますというような形で、一つの目標でも持たせなかったら、なかなか改善もうまく

いかないと思うのですが、その辺はどうですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 目標というか基準はあるのですね。町の繰出し基準はちゃんと決めてい

ますから、これはひとつの地方公営企業法の部分で緊急の部分については出しなさい。建設改良はこうで

すよと。利息の部分についてはこうですよというひとつのルールに基づいて、うちも出しているというこ

とになっていると思います。 

 それでよく言われるのが、町民１人あたり 5,000 円とか１万円とかというそういう議論もありますし、

一方では地方交付税に来ている部分の１億３千万円ですね、大体来ているのは。この１億３千万円の部分

でやればいいという議論もあるし、今言っていた部分では実際には、今建設改良を入れて２億６千万円病

院のほうへ出していますよね。その部分でいくと、一つの基準としては私は救急医療だとか、不採算部門

だとかそういう部分のところでの繰出しの基準は作っていると。うちに合った基準です。一つの細部の部

分になったら一般会計と特別会計の白老町の取り決めなのですね。 

 ですから、その中でのひとつのものさし的なところはちゃんとできているよという部分があると思いま

す。ただ、この考え方は、今いっていた部分での不採算部門だよ。救急だよという部分がありますと。そ

れの部分ではなんぼやるのだといったときには、やはり実際に救急の患者はどのくらい来ていて、それで

お医者さんが当直したりなんだりしているという部分の中で積算した中で繰出す部分はやっていると思

います。 

 それで今議長のほうでおっしゃったお話がありました。どこでやればいいのという部分はですね、私も

今回九州の佐賀関に行った部分やなんかを含めて、その町その町で違うのですよね。あそこの場合は繰出

しがなくても黒字ですよ。それでやっているのですよ。実際には、我々考えている中で、大きな病院会計

を圧迫している要因はなんなのかと。救急なのか不採算部門、これも要因はあると思いますよ。やっぱり

一番大きなのは民間と比べた中で人件費なのですよ。これ抜きにして基準は何なのだと。自治体病院の中
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だけの競争ならいいのです。自治体病院だけしかなくて、そこの中で白老さんはこの基準でやっている。

こっちは交付税算定の基準。そこでできるのだったらいいのですよ。そこの町で考えればいい。それは財

政状況を考えながら。私も昔、何年も前に町民一人当たり１万円の負担でやったら良いのではないかとか、

２万円でやったら良いのではと言う話も聞きました。財政が持つのだったらそういう基準だっていいと思

います。その町その町の考え方で何も間違っていないと思います。 

 ただ、私が言いたいのは今医療制度の部分でのいろいろ改革してきている部分や何かを考えますと、先

ほどから言うように、前の医療制度という部分から比べて、高齢化だ何だを含めて総体の医療費は圧縮し

たいという部分、それでも延びてきますからね。そういう視点になっていくと、我々が今言っている町の

方が、財政当局と一般会計がやっているは、果たしでそれでいいのかという部分があると思いますよ。そ

のままの今までのルールの部分でやり取りしていますから、そこを変えるとなりますと、一つの考え方と

して交付税１億 3 千万円しかもらっていないのだからそれでやれという部分で出た場合には、病院のほう

は、そしたら救急は止めてもよいのですか。不採算はやめてもいいのですかという議論になると思います

から、今はそういうことにはなっていませんから今までのルールでいくと思います。 

 判断する部分にしろそれは生きると思います。お金の部分のことをいっていますけれども今の部分の考

え方としては。ですから、それはそれで判断すればいい。ただし、今までやっていた町の方が出していた

部分でのプラスアルファの要因が出てきて、その金額では抑えきれないくらいの経常損失がまた出てくる

という要因になってきているということが一方ではあると。 

 そうするとそれは、判断するときに行政側としてどういう判断の基準になるか。それは当然一般会計の

財政という部分も考えなければならない。当然、適正な医療をするには安定基盤の財政というのは、これ

はどうしても切っても切れない部分がありますから、そういう部分を含めた中で私は判断しなければなら

ないのではないかというふうに考えています。抽象的な説明になりましたけれども。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） そうすると、今特別委員会・小委員会含めて、いろいろと議論してきて、何か

本当にだんだん議論して少しでもこういった方向へ行けばいいけれども、なんとなくまだここまでいかな

いで、本当の下のペースだけで議論して、なかなか進んでいっていないような気がするのですね。それに

ついては、政策推進室含めて理事者もどういう考えでいるのか、その辺の意思の疎通もなかなか図れない

で、今日あたりこういう議論をするのだけれど、そういう中でやはり３月間近に控えて、基礎の部分だけ

で話をしても、何か最終的な判断を出すときの意見が煮詰まっていくような課題にならないと困るのでは

ないかと思う。そういうふうに考えたときに今言われた、例えば今までのルール分は出すのですよという、

それは町財政の中でこれは一般会計から出すよと。その中で今後これでも赤字がどんどん出て行く、何が

原因か、その原因をここはこれで終わって、この次の原因はここにあると。これをどうするかというよう

な議論をしていくような方向で採っていかないと、いつまで経ってもこの総論のところずっと行っちゃう

ような気がするので、今の中で、例えば議員全部が今までにルール分は全部出るのだよと、その中で病院

を改革するなり、規模を縮小するなり、全適をどうするこうするという課題でやるという具合には認識し

ていない人も結構いるのではないかという気がするのですよね。 

 それは皆さん覚えていて、例えば２億 6 千万円、今まで出していますよね。それはあくまでも一般会計

から出していけるのだと。その中でどんどん赤字が増えていったら困るから、その辺でひとつの中を改良

したり、改善したり、お客さんがいっぱい来てもらえるような努力をしたり、それで予防医療を取り入れ

て、それが大変ならどこかを抜くかと、そういうような議論のほうへ行くべきだなという具合に、なんと
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なく判断をしたのだけれどもね。そういう面では町長もそういう思いで今後の方向性を判断するという形

になるのですか。今の基準のルールはちゃんと出すよと、だけれども先ほど室長が言ったように、方向性

を出すと言った以降地方財政の今後が非常に厳しくなってきていると。だから今までのような形で、町立

病院には難しいなというような考えがあってそれを含めて出すのか。その辺が我々議員と、根っこの部分

で同じものでないと、片一方はこういう方向がいいのではないか、片一方はこういう方向だよと行くよう

な気がするのですよね。その辺はどう判断したらいいのかな。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 町長の判断する最終的な部分、いろいろ町長も我々事務方だけではなく、

いろんな町民からの意見とかも来ているようです。その中で、お金の部分だけでなくて役割から何からと

いう部分を含めて考えていると思います。ですから、町長がどう思っているのかと言う部分の内容は、今

の私の段階ではお話しできませんが、私は今議長がおっしゃっているところからスタートするのか、町民

の今おかれている、白老町の町立病院がどの程度役割を果たしているのか、それが数値的なものが例えば

国保診療件数だとかとありますよね、それを１つ判断しながら、町民に見える形の中で財政的にルールは

ルールとしてあると、それを上回っての赤字が出るというのであれば、そのルール以上のものをカバーで

きる方法があるのであったら、そちらの方針に切り替えて町民のサービスにそのまま提供すれば良いと思

うだけです。 

 それは、この部分であるからできるかどうか分からない。現状ではプラスアルファの要因があるのに、

あえてそれに固執して、私はできないと思いますよ。２億 6 千万円やって１億 6 千万と更に赤字になって

いる部分を、ルール分しかやらないから黒字になれって言ったって給与でも落とさなければどうにもでき

ないですよ。そしたら給与をやるとなりますと、給与制度の改革、そしたらあそこだけ別にできるかと、

そしたら全適だとなんだという部分でやったときに、実際に全適も今食っていいないという事象が非常に

あると。そこの先生方のスタッフが優秀でなければ経営的な部分なかなか難しいという部分も出てきてい

ます。そうすると法人にしてやるのかと、法人にして給与体系をやって、民間並に落としてやるのか、そ

の代りルール分は差し上げますよというのだったら、それは私はできると思いますよ。そこの中で考えれ

ばいいのですから受け手の法人の。ですからそういう部分で考えていかないと、今の議長の言った部分か

らいったら私はなかなかそこのたどる道としてはうまくいかないだろうなという感じはしています。 

○小委員長（大渕紀夫君） ちょっと整理したほうが良いと思うのです。そして病院の問題でこれだけ詰

めた議論というのは初めてなのですよ。スピードの関係で言えば、まずここに問題があると。話しになら

ないと。なぜこれだけ詰めた議論がこの病院の問題を取り上げて、議会の側も皆さん方といっているので

はない。議会の側も現実的な詰めた議論なんて今日初めてですよ。言えば今までは形式論です。 

 ここにまず問題があると、お互いに僕は反省すべきだなと。やっぱりスピードの関わりをどこで調整す

るのかというところが議会側と町側とかみ合っていないのですよ。それは議会側だけではないです。町側

もそうですから、それははっきり言わせてもらいますけれども、そこははっきりしています。 

そこで一つは外的要因をどう考えるかということですよ。それは再生法を含めてです。確かに新聞報道

だけですけれども、閣議決定は３月だと言われています。６月の国会で通すのではないかというのがもっ

ぱらの評判ですよ。そういう中で通る、通らないは別です。しかし、そのことは素材に上げて俎上に上げ

て議論をしなかったら間に合わないのですよ。はっきりしています。 

ですから外的要因というのはそれ以外に例えば療養病床の問題、老健にいく問題からね、ここの救急病

院をどうするかという問題まであるのです。少なくても我々働きかけもしましたよ。ですから、そういう
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ことがどこまで整理されて、文書できちんと整理されているのかどうか。これはされなければだめです。

文書でなくても良いですが整理されなければ僕はだめだと思います。ここが１つ。 

２つ目に病院の改革が独自で、どれほど進むかということが問題だと、今あるわけだから。ないのなら

良いんだよ。そこでは病院にどこがどうやってやってくれというのかということなのさ。それ誰がやって

いるのと。病院の改革せよって、３月に出た評価が９月に現実的に自分たちがこうやってやろうと出た。

そして今１月にこれからやろうという話を今日聞いたのです。だけど、それは議会がやるべきことなの。

議会もやるよ。町長が３月に方針を出すと言っているのに、助役はやっているかもしれない。分からない

僕は分からないで言っているのだ。だけどどこがどうやってやっているかちゃんと出しなさいと、病院の

改革はどこでどうやってやっているのか、誰が責任者なのか、院長なのか、事務長なのか、担当助役なの

か、町長なのか。きちんとしなさいということをやらなければだめではないですか。スピードというのは

そういうことですよ。 

３つ目に、私は公立病院の何をどこまで残すか、今のままでは行かないのでしょ。何をどこまで残すの

かということは、町民の意見をどこまで聞くかと。そして三連携はどうするのかと。ありますよね、町民

の安心・安全を守るにはどうするのか。こういうことを町長は本当にやって結論を出す気があるのと。や

らないで結論を出すの。１番目の外的要因だけで出すのというあたりが、僕この３点あたりがスピードと

の関係で迫られている問題だと思うのですよ。どっかが責任を持ってこれをやらないかぎり行かないだろ

うと。少なくても今日の会議の中で、病院と政策推進室の考え方が分かった中で、そこまで僕は明確にな

ったのではないかと思うのです。これをスピードを上げてどうやってやるかと。 

やられていることもあるかもしれないですよ、僕は今勝手に言った話しですからね。みんなやっている

ということならそれはそれでいいのだけれども、僕はそういうことが今スピードとの関わりで、どこかが

きちんとやらないと町民も議会も町長も、それぞれが結論を出したときにかみ合っていかないのではない

かと。議長そのこと今言われたのでしょ。僕はそういう気がすごくするのですよ。やっと本質の議論がで

きたなって、裏ではいろいろ言っていますけれど現実的に表でそういう議論がされたということがあまり

にも少なかったなという我々の反省を含めてあるのです。そこら辺どう考えるかということによって進め

方が違ってくるのではないかと思うのだけれど、どうですか。 

はい、どうぞ室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 今小委員長おっしゃる部分が、うちの病院だけではなくて自治体病院の

弱点ですね。誰が責任を持ってどういう指示でやる。院長なのか開設者の町長なのか、誰よと。町長に言

ったら「やるのは病院だ」。病院は「人事はこっちだ」。こんなスタッフだからどうのこうともうかみ合わ

ないのですね。正にそれが実態として今この急激な医療制度改革についていけなくなってきているという

のがおっしゃるとおりだと思います。 

 それで私はどうしても、個人的な部分でやっていったら時代の部分でいくと限界がきているから独立行

政法人だ、全適だなんだとやってきているのだろうなという部分は思いますよ。そういう中で、町長が判

断する部分については、当然私はこういうふうにしたいと、粗い部分があるかもしれない。だけど今から

３月の部分の中であれもこれもこういうふうにしますよと、例えば受け手がどこかになると、なんぼスピ

ードを上げるといったってそんなことにはなりっこないと思いますよ。 

だけど、整理するものは今言っていた三連携だなんて、どういうふうな連携をするの。どうやってやっ

ていくのかという部分のところは、やはり基本的な考え方とか何とか、当然私はやる場合には、結論を出

す場合にはどんな結論にしろ何しろ、現状のままでいいというような結論にはならんと思いますので、当
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然そうなると思います。 

それで、今言っていた内部改革もどこまでやるのという部分の中で、議員さん方からも、言ってみたら

先進地見てきていますのでなんと遅いのだろうという部分が実感としてあると思います。実際にそうする

と、極論を言ったら優秀な事務長さんが非常に民間のやり手の人がどこかから来たとなったらすぐできる

かといったら、私はなかなかそれも難しいだろうなと。ずっと過去からきている風土がありますし、いろ

んな部分の要因もあるのです。ですから、先ほど吉田委員からも夕張の村上先生の部分も見たし、私もい

ろいろ新聞でも読んでいるし、穂別の一木先生ですかあの先生の考え方の部分インターネットでいろいろ

出ているけれども、地域医療に対する情熱とかですね。いろいろ若手の先生方はそういうのに目覚めて変

わってきているのですね。  

やはりそういうことの、言ってみたら非常にうらやましいなという部分が内心ではあるのですが、そう

いう部分含めてこれからの医療は施設を大きく構えなくても、在宅医療なり院外ベッドというような言い

方もしていますけれども、そういう中で住民が安心できるようなそういう医療、そして三連携という部分

が進んでいくのだろうなと、それにはどうしたら良いのかなと私どもも行政の担当している部分としては

非常に頭の痛いところです。その辺も含めて町長としては決断しなければならないのかなというふうに考

えていますが、いろいろ議会の議員さん方の苦労も、私も一緒に視察に行ったりなんだりしてしている中

では本当に感じます。 

感じる中で、私は３月に町長が一定の方向を出すという部分は、今皆さんこうやって悩んでいるところ

の部分から言ったら、１つそれの方向を出せばそこにまとまらざるをえないだろうと。後退するというこ

とはありえないのですよ。その中で今の三連携どうするのだと、こういう基準の繰出しはどうするのだと。

そういういうものを肉付けして、そしてそれを出していくと、推し進めていくと。 

私は、議員さん方これだけ議論して勉強してやっている場合には、足を引っ張るなんていうことは絶対

にしないと思っています。それをおして町民のほうへ向いた医療をしていけというふうになると思います

よ。それにつけてやればいいというふうに思っているのです。 

だからそうしますと、それが私は３月がいい時期だと。皆さんの今いろいろとかみ合わないというのは

どうしてもあるのです。我々ももっと言いたい部分、本音の部分はあるのですが、それを言えない部分が

あるのですね。その部分を含めて町長が結論を出したときには、それは賛否両論の中で出てきますよ。し

かし、そこでいろんな部分を肉付けて押し出していくということが、私はなんだかんだ言いながらでも一

番まとまるきっかけになると思います。 

この議員さん方が苦労をしている努力は、そこのところに結集すればいいとそういうふうに思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 我々が、いろいろなことがあっても賛成するとか反対すると、そんなことを

言っているのではなくて、私はこの３つのことについて、これは町長が結論を出した段階で終わるもので

は全然ないと思っていますから、それまでにもどれだけ我々がよくこの３つの状況を知れるかどうか。同

時に出した段階で、当然今室長が言われた状況になると思うのですよ。 

 それは、町長が出す方針を我々どれだけ理解できるかということは、事前にその３つのことをどれだけ

我々が知るかということなのだ。同時に役場の職員の皆さん方がどれだけ努力したということが、我々に

映るかどうかということなのですよ。 

 それは我々も努力しますよ。だけど病院にも努力してもらわなければだめだし、この方針を出す人たち

にも努力してもらう。もちろん努力をされていると思っています。そういう情報がどんどんどんどん我々

の中に出てくるということが、我々の理解が深まるということなのですよ。それは町長の方針を理解でき
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るということなのですよ。それが少なければ少ないほど、町長の方針は理解できないとなるのですよ。 

 例えば、町民のほとんどの人は残して欲しいという意見ですよ。それを説得するときにどうするかとい

うことになるでしょう、きっと。かかっていない人だって残して欲しいと言うのだから。私データ持って

いますから、これは明らかに残して欲しいという人が少なくても 6 割７割以上です。これははっきりして

います。それから町のとられたまちづくりアンケート、あれを見ましても少なくてもそこまで高くないに

しても、かなり高率で病院に関すること、医療に関すること、介護に関すること、保健に関することの関

心は極めて高いということは確かです。ですから、私はやっぱりそういうことを本当に町民の皆さんと進

めるときに、今のような状況がどんどんどんどん開示されて出て行かないと、町に出て行かないといけに

ないとすごく思っているのです。今日はもう残念だけれど、マスコミは帰っちゃったけれどもね。 

 そこら辺りはもうちょっと強力に進める手立てというのはないものですかね。助役が頭の検討会議を 5

回やられたと。それには院長先生はもちろん入っていますよね。 

○政策推進室長（二瓶 充君） まだ入っていないのですよ。ですから、それもある程度まとめないと、

ただ先生にきてもらって、入ってと言うことにもならないだろうと。だから、言ってみたらある程度の方

向性なり何なりの部分が、事務方で整理できなければという部分があるのですよね。 

○小委員長（大渕紀夫君） ３月の定例会の頭だとしたら、３月一桁の議会ですよね。その時にやっても

３月末日にやっても町長の方向は３月に出したということになるのだけれどもさ。だけどそういうふうに

一般的に考えたらもう１ヶ月しかないよね。１ヵ月半か。これから院長を入れて議論をしても間に合うの

かね、さっきのスピードとの関係で言ったら。どうぞ室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 私も非常に微妙なところがあるのですよ。それで院長なり何なりの部分

での理事者がですよ。 

○小委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩をいたします。 

 

休  憩 （午後２時２９分） 

 

再  開 （午後３時 0２分） 

 

○小委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。政策推進室との質疑がだいぶ熱を帯び

ておりますけれども、その他何かございますか。政策推進室の両方、何かご意見ございましたらどうぞ。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 少し言い過ぎたことを言ってしまって、後で会議録に影響が出るところ

は調整していただきたいなと思いますのでよろしく願いします。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい分かりました。 

 我々は、これ特別委員会の予備調査としてやっておりますので、そういう点で言えば小委員会は議事録

どうしても取らなくてはいけないとそういうことではないです。ただ参考のためには議事録とっています

からそれはそれなりの処置はきちんとしたいと、私の責任でそういうことは対処できますので、議長にち

ゃんとお話をしてやりますから心配しないでください。これは町の将来のための問題ですからね。言った

言わないとか、そういうことで責任を問う問題ではございませんので、そこは良く理解しておりますから。

他ございますか。よろしゅうございますか。それでは今後の日程含めてございますので、ぜひ政策推進室

とこの小委員会はきちんと連絡をとりながら今後の運営をしたいというふうに思います。以上で施策推進

室の皆さん方ご苦労様でございました。 
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 委員会まだ終わっていませんからね。 

 それでですね、このあとの進め方を、皆さんのご意見を伺っておきたいと。ただちょっと、今日２名欠

席になっておりますから、ここで全部決めてしまうというわけに行かないと思いますけれども、ひとつは

病院のスッタッフの皆さんとの懇談をどうするかということがひとつと。 

 一応 22 日ですか、特別委員会をやろうということだったのですけれども、いろいろ理事者側の都合も

ございまして、やるとしたら 29 日までできないという状況でございます。それまで、今日これだけ言い

ましたから、政策推進室なり助役からきっと何か言って来ると思います。ですからそういうことを考慮し

ながら、多分なくなるということはないと思うのですが、一応22 日というのは変更になって 29 日あたり

になりますので、29 日は臨時議会ですよね。そのあとにでも全体の特別委員会になるという可能性の方

が高くなっておりますので頭に入れておいてください。  

 ただこれもまだ決定ではございませんので、そういうふうになりつつあるというご理解をしていただき

たいと。今日これだけ言いましたから、何らかの形では議論にはなるのではないかというふうに思います

けれども。 

 それと、病院のスタッフとの懇談と言うのはどうですかね。皆さんのご意見を伺った上で、やるなら調

整をするだとかということを含めて考えたいと。これは小委員会以外で全体と言うわけにはちょっといか

ないと思います。全体でいったらしゃべられないと思いますし。 

 直接は何もありません。ただ事務長と院長の接触だけで我々が、これだけ大きな問題を取り組んでいる

のにそういう部分の話しを全然聞かないというのは、師長の話は一緒に視察に行きましたから聞きました

けれども、全く何もそういうことをやらないで、議会でいいものなのかなという気が、僕個人はしている

んです。必要ないということであればいいのです、何も。 

 ただ、私が健診に行ったのはちょっと前ですけれども、そのあたりでは極めて話したがっていますね。

検査技師長さん、女性の方、「ぜひ話を聞いて欲しい」とは言われました。 

○議長（堀部登志雄君） かえってざっくばらんに、悩みとか思いをね。 

○小委員長（大渕紀夫君） 僕らが知らないことで思っていることがあるかもしれないからね。 

 はい、熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 何回か、国保病院にお邪魔して、知り合いもいるものですからいろいろお話を聞

く機会があるのですけれども、やはり運営に関わる特別委員会を議会がやっているということも承知の方

から、「どうなの」と。逆に問答すると聞いてもらいたい話もあります。ですからあまり肩の張らない程

度の懇談というか会見交換会、こういうもの企画してもいいのかなと。 

午前中の丸山事務長も、聞いてもらいたいという部分の意向もあるみたいだという、そういう情報もあ

りましたので、鳴り物入りで行くのではなくて、聞かせていただくというスタイルでお邪魔させていただ

くということで良いのではないですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 月・水・金以外の午後３時過ぎとかといっていましたね。はい、吉田和子委

員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） ただちょっと、スタッフですからそれぞれの代表のメンバー一緒にやるのか、お

医者さんがいると看護師さんが言いにくいことがあったりだとか、そういうことってないでしょうかね。

どんなものでしょう。病院改革に関わることだから。スタッフと医師と分かれて、何らかの形で全体はち

ょっとまずいのかなと思って。 

○小委員長（大渕紀夫君） ちょっとそこら辺、事務局なり僕でも良いですけれども、事務長と話をして
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ドクターと話をする機会があったほうがいいのなら、それはそれで別にするし、スタッフならスタッフだ

け、「全然一緒にやって構わないよ」と言ったらそれは構わないわけだから、そこら辺聞いた上で日にち

の設定をしたいというふうに。はい、熊谷委員どうぞ。  

○委員（熊谷雅史君） もうひとつ、それだったらセクション別に考えた方がいいと思います。ナースは

ナース、看護助手は看護助手、検査技師は検査技師、それとレントゲン技師と。要するにメディカルスタ

ッフというところ、薬局も含めてね。その３つくらいに分けたほうがいいのかもしれない。栄養士のとこ

ろもメディカルスタッフのところに入った方が良いのかなと。 

○小委員長（大渕紀夫君） ということはドクターと、看護師さんと、その他の部分と３つくらいに分け

たほうがいいというのですね。 

○委員（熊谷雅史君） ヘルパーさんというところ。 

○小委員長（大渕紀夫君） 話は私、よく聞いております。分かりました。ちょっとそこら辺は議会事務

局と病院の事務局を通じてどういうふうにすればいいかというあたりを検討した上で考えたいと思いま

す。近々中にはやりませんけれども、なるべく 29 日前にやりたいものだと思っておりますので、日程含

めて決まり次第連絡しますのでそんなことで。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 前に何か、町民の声を聞く場を作るような話もあったような気がするのですけれ

ども、今後必要がないかどうかそのへんどうなのでしょうね。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 29 日の今年初めての特別委員会終わってから、それ日程決めたほうがいいと思

います。２月中に何らかの形で１回はやった方がいいと思います。15 日は消費者協会の出前トークがあ

りますけれども、当然新聞にも載ると思いますからね。そうすると２月にやっぱり町民向けに報告会みた

いなのをやった方が良いのではないですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） それはその通りなのだけれども。 

○委員（熊谷雅史君） だから 15 日の状況を見て判断させてもらおうかなと。 

○小委員長（大渕紀夫君） 今やったら、聞くだけだよね。聞くだけでいいのだけれど。分かりました。

それは 15 日、29 日の状況を見ながら再度小委員会を開いて議論いたしませんか、この問題については。

多分議会の中でもこれはかなり賛否両論があると思いますから、現段階でやったって話しすること何もな

いと言うふうになりかねない中身でしょ。やるとしたら特別委員会でやらなければだめだろうね。 

 ちょっと主催の問題、主体の問題もございますので、そこら辺含めて議論を後ほどしませんか。２人も

欠けていますから今日結論出すことは、あまり決め事はしたくないと思っていますので、一応そういう話

が出たということで、その中で議論をしていくというふうにしたいと思います。他。 

 いいですか終わって。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは大変長時間にわたり、小委員会をやっていただきましてご苦労様で

ございました。以上で終わりたいと思います。 

 

（閉会 午後 ３時１４分） 

 


