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平成２１年白老町議会産業厚生常任委員会会議録 

 

平成２１年 ２月１３日（金曜日） 

開  会  午前 ９時５９分 

閉  会  午後 ０時０４分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

 １．委員会のまとめについて 

 ２．その他 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

 １．委員会のまとめについて 

 ２．その他 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 玉 井 昭 一 君      副委員長 氏 家 裕 治 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

委  員 山 本 浩 平 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

委  員 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     病 院 事 務 長    丸 山 伸 也 君 

     行 財 政 対 策 室 長    山 口 和 雄 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     主   幹    森   隆 治 君 

     書   記    小山内   恵 君 



 2 

                                         

◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君）  皆さんお揃いのようでございますので、若干早いのですけれども、

始めたいと思います。ただいまより産業厚生常任委員会を開会いたします。 

（午前 ９時５９分） 

                                         

○委員長（玉井昭一君） それでは、町側のほうに資料を出していただきましたので、この資

料の説明をお願いしたいと思います。丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君）  おはようございます。資料何点かお出ししておりますので、簡

単に説明をしていきたいと思います。 

まず、町立病院事業と老健施設のなぜ会計を別々にしなければならないかという法的根拠に

ついて、若干説明をしていきたいと思います。病院事業につきましては、地方公営企業法に基

づきまして、企業会計という形で設定をされていることは当然ご承知かと思います。この地方

公営企業の関連の中で、病院が同じ１つの経営形態の中でできる条項については、第 17 条で名

称的には特別会計といいますが、公営企業法に基づく特別会計と、こういう位置づけでござい

ます。これがどういうぐあいにできるかということに関しましては、政令の中に実は規定をさ

れております。地方公営企業法施行令２ページ目でございますが、この中にできるものが決め

ておりまして、水道事業だとか、あとは軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業。これらのもの

については、特別会計を公営企業法に基づく特別企業会計を置くことができると、こういうふ

うになってございます。したがいまして、法的な解釈としましては、介護保険制度が適用され

ます老健施設の経営につきましては、地方自治法に基づく特別会計を設置するというのが妥当

であるという判断のもとで、この３月の議会でございますが、予算議会に新年度特別会計とし

て予算要求をしながら会計を設置すると、こういう方向性で考えてございます。 

２点目でございます。経営計画案の４ページ目の中で、収益的収支そして資本的収支の詳細

はどうなっているのだというお尋ねでございましたので、こちらのほうに右側、積算内訳の欄

に書いてございます。これは 21 年度の、この経営計画をつくった時点での収支予測とその内訳

になってございます。入院、外来収益、その他収益等につきまして、こういう形で載せており

ます。それと、他会計負担金としましては、一般繰入金の中で、救急医療として 6,412 万 7,000

円。保険衛生行政推進のために 343 万円。計 6,755 万 7,000 円となっております。そのほか、

他会計負担金・補助金としまして、一般会計繰入金としまして、企業債利息等々合わせまして、

9,732 万 4,000 円を他会計負担金・補助金として見込んでいる数字になります。それと支出に

つきましては、給与費含めまして経費、その他を合わせまして、こういう形で医業費としまし

て７億 3,802 万 8,000 円という形になってございます。特別損益の欄でございますが３億 1,500

万円。これ計上してございますが、この特別損益の分のうちの特別利益ですが、これは特例債、

今回平成 20 年度総務省から借りてございますので、この分としまして 7,500 万円。それと不良

債務。これは市中金融機関等から借り入れている、あるいは基金等から借りております、この
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分の不良債務の分を４億 4,000 万円解消するということで、３億 1,500 万円という形になって

います。特別損失につきましては、医療費の未集金等の不納欠損の処置というふうになってご

ざいます。６ページ目の資本的収支ですが、これは他会計収支金としまして企業債の元金償還

金として 2,295 万 8,000 円。支出につきましては企業債２億 2,958 万円。それと特例債分 7,500

万円。合わせまして支出が 9,795 万 8,000 円ということになってございます。というような形

での内訳となってございます。 

それと次に、これは予算の審議等に通じますが、繰出金の概要につきまして、若干ご説明を

したいと思います。まず一般会計の繰出金につきましては、計画案の説明の中でも述べました

が、一般会計から病院事業会計の経費負担につきましては、総務省の基本的には繰出金を、基

本としてございます。今回平成 19 年度末までに発生しました不良債務の回収を図るために、公

立病院の特例債を借り入れるということになってございます。これは 20 年度の末、多分出納閉

鎖期までには入ってくるものと考えます。特例債にかかわる返済期間については、元利償還金

を基準外として、全額繰り出すもの、こういうような設定をしながら 21 年度の当初予算の要求

をしてございます。では、実額がどういうふうになっているのかということですが、これは予

算書も出てまいりますが、救急医療確保経費としまして 7,574 万 8,000 円。内訳につきまして

は、右のとおりでございます。そのほか、保健衛生行政・共済追加基礎年金・児童手当・企業

債の償還金。これにつきましては、償還金の２分の１につきまして載せてございます。ただし

差額につきましては、基準外繰り出しとして繰り出しをしておりますので、これは 309 万 2,000

円と。それと不採算地区の病院経費としましては、全額を計上してございます。小児の医療経

費としましては、医療経費が 2,675 万円で差引収益が 859 万 1,000 円ですので、これは 20 年度

の実績見込みにつきまして計上しています。企業債の元金の償還金として載ってございます。

それと、基準外の繰り出しでございますが、特例債の利子償還金分 1,080 万 9,000 円。特例債

の元金償還金分 7,500 万円。それと、不良債務経常経費。これについては、今年度は見込んで

ございません。総体としまして、平成 21 年度予算要求額では、２億 9,220 万 7,000 円を一般会

計からの繰り出しをいただくということで、予算を要求してございます。予算の中でもこうい

う形でお示しをしていきたいと考えてございます。私のほうは以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  山口室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君） 私のほうから、Ａ３版で横長の部分です。これは 18 年度の

道内市町村の経営状況ということで、病床数が 40 から 60 床規模の病院について調べてあるも

のです。これは以前にうちのほうで、同規模、うちのほうが当初町長の言っているとおり、60

規模以下ということで設定しているものですから、そういう状況から見ると、道内の状況がど

うなっているのかということで以前につくった資料でございます。それを今回参考資料として

おつけしたものでございます。一番左側のほうに白老町 92 床になってございますが、そのほか

は 60 床から 40 床の間で病院がこういうふうに設定されております。人口的に見ますと、わり

と小規模の人口のところの病院が多いのかなというふうに思いながらもつくってございますが、

最終的に町の持ち出しがどういうふうになっているのかということが、ちょうど一番下の①繰
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入金。これがその町で出している繰入金。平成 18 年度の額でございます。その②が、これが当

該年度の準損失でございます。これの合計が④になりまして、これが経常収支 100 とした場合

の持ち出しをした場合、どうなるかという形になります。したがいまして、繰入金とそれを埋

め合わせできていない赤字の部分。これが足して病院の経常収支 100 とした場合の金額がこう

いう形になります。白老の場合④が４億 4,941 万 1,000 円と、こういうことになります。そう

いった状況でこれを見ていただくと、各病院の経常収支 100 とした場合の数値が見られまして、

比較が割と簡単にできるのかなというふうに思います。ちなみに一番多いところは、本別町 60

ですので、右側から４番目に出ているところが一番多くて、その横３番目の足寄町のほうが多

いですね。これが５億円ほど出ているという形になってございます。ただ、これも自治体の人

口規模でありますとか、周辺の医療状況等々によってかなり違ってきますので、一概にこれが

妥当だとは言い切れないという部分ございますので、ただ１つの参考として見る程度の話とい

う形になろうかというふうに思います。ちなみに一番下でございますが、これを住民１人当た

りの負担額に直すとどの程度になるかというのを参考に出しているものでございます。やはり、

人口がある程度多い白老町にとっては当然割り返す分母が多くなりますので、そういう意味か

らすると負担額は小さく、人口の少ないところから見ると多くなると、こういう形になろうか

というふうに思いますので、参考にしていただきたいなということで、おつけさせていただき

ました。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりましたけれども、委員の皆さん、質問のある方

はどうぞ。松田委員。  

○委員（松田謙吾君） もともと病院を再建するのにどうしたらいいかと随分悩んで、方向性

決めたのが 60 の老健 29 でいくと決めた。私は、この町立病院長い間運営が赤字が続いて、今

回どうするかというときに、病院と老健と併設していったほうがベターだろうと。こういうこ

とですよね。そこで今聞いてみると、特別会計つくらなければならないということなのですが、

今までも町立病院１本できたときに、いろいろな方法をしてもなかなか赤字が解消されないし、

経営がうまくいかない。そこでこの老健が考えられたのですが、こうなるとまた病院は病院で

すよね。老建も必要だからやるのだけれども、果たして病院経営が、今建てかえも含めてやっ

ていくときに、こういう形で特別会計つくって、病院会計が今までと同じようなやり方で大変

心配されるのですが、要は特別会計と病院会計ときちっと仕分けができるのかなという、私は

一番そう思うのです。同じ事務職員で同じような医者では。その中で同じ施設の中で同じ屋根

の下でうまく本当に垣根をつくってやっていけるのかなと、ここが一番心配されるのだけれど

も、うまくいくものですか。やれますか。 

○委員長（玉井昭一君）  丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君）  ご心配はごもっともだと思っています。実は私どもの職員の中

でもやはりそういう危惧を持っていないわけではありません。ちょっとさかのぼって話をさせ

ていただきますと、何で老健をつくるのかということなのですけれども、今の状況を原点に返

っていえば、当初は 16 あった医療の療養病床、これをそのまま残してダウンサイジングをして、
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一般 60、療養 16 という形でいってはどうかというのが吉岡の提案だったのです。それは松田

委員も報告書を見ていただいて、そのことは十分おわかりかと思っています。ただ、一般の療

養病床をそのまま残すということは、今の医療報酬制度の中では、間違いなく多大な赤字を垂

れ流すと、これははっきりしています。それで、具体的にどうやったらこの赤字が垂れ流れて

いく部分を、決して医療の療養病床が必要ではないという論議ではないのですけども、病院の

経営を考えていったときに、どうやったらこの赤字の部分を少しでも減らすことができるのだ

ろうかと、そういうことでおととしの 10 月頃から内部的には老健を何とかつくり込むことがで

きないだろうかと。老健をつくり込むことによって、１つは医療の診療報酬と、もう一つは介

護保険制度ですから、介護報酬が比較すると、今のうちの病院の病養ベッドに入っておられる

方の現状を考えたときに、介護保険制度で介護報酬をもらったほうが病院全体としての収支は

うまくいくだろうということで考えておりました。ただ、おととしの 10 月の時点では、それは

中にはつくり込みできないと。それと 23 年の３月まではやってもいいけど、平成 23 年の４月

になったら建物を別々にしなさいと。新規につくりなさいと。そうすると、こういう経済状況、

うちの財政状況の中に 23 年にまた別に老健施設を建てることができるのかできないのかと。こ

れははっきり言って無理だと。では手がないと言っているところに 20 年の 12 月の末なのです

けども、20 年の５月１日で政令が改正になって、うちの３階にそのままつくり込んでもいいよ

ということになると。 

それともう一つは、23 年の３月までの使用期限が新築もしくは改築するまではそのままでい

いよという情報は、実は入ってきたのです。それで急遽 60 プラス 29 でやった場合はどうなる

のだろうというシミュレーションを想定して、23 年の４月以降町長のほうに提案をしまして、

最終的に６月には老健 29 プラス一般病床 60。実質は、許可上は 58 になってしまいましたけど

も、そういう形でやるという方針を決めて、このシミュレーションを全部つくってきたと、こ

んな状況になっています。それが一つです。 

それともう一つ、今までのやり方をしていくと、病院自身のやはり経営責任というのはどこ

にあるのかと。どんぶりでと言ったら失礼ですけども、なかなか責任の所在見えてこないとこ

ろもある。事務職だけ頑張ってどうのこうのということもできないと思いますけども、そうな

ると今回介護報酬の部分でも、きちんと老健施設を運営させる管理者は院長以外の人間にお願

いしたと。制度として院長が施設長になるのですけども、実際経営については、これはきちん

と別にやりましょうというのが今回の。 

それともう一つは、介護保険になりますと、この町内にもたくさんの業者、施設があります

ので、そことの当然競争にもなるでしょうと。そうすると、そこでもっときちんとやっていか

ないと、逆にうちは淘汰されていくと、そういうこともあるものですから、スタッフも含めて

やっていきましょうと。 

それともう一つは、幸いなことに老健施設としては、自前のお医者さんを抱えなくてもいい。

自前の機能訓練医師を抱えなくてもいい。理学療法士を抱えなくてもいい。 

それともう一つは、病院の施設を供用することによって、いろんな光熱水費も床面積で割っ
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たり、人員で人数、頭割で割ってみたりして、経費の部分もできると。それは老健の経営にと

っては非常にプラスになる。それと逆に、病院側から考えると、今まで同じ箱の中で１つの経

費で出しているものが、老健側からも経費をもらえるとなると、病院側の負担も少なくなると。

つまり、お互いに出すものは出す、人は出すけども、当然人件費の一部は払ってもらいますよ

と、こういう形でやるということになったときに、大まかな会計の中で、病院１つの会計にな

ったらごたごたになるでしょうと。法的にできるできない話は別としても、やはりそこはきち

っと分けてやったほうがいいと。そうしないとお互いの責任区分がはっきりしないでしょうと。 

それともう一つは、医療施設と介護施設は職員の動き方、認識のやはり差をつけてやらない

と、片方は病棟のことを見ることになる、片方は老健施設のほうになるし。そうなると、やは

りごたごたになってくるだろうと。それは前に、確か全員協議会で松田委員が質問されたとお

りだと思っています。我々もそのことを危惧しています。だから、今回は会計も違うし、老健

に行く職員は、これは当然事例で老健施設に出しますよと。病院の事務文書発令ではないです

よと。そういう形で意識づけもきちんとやっていかないと、やはりうまくいかないだろうと思

っていますので、その辺もひっくるめてきちんと分けた形で、人も組織も金も受け払いもきち

ん分けて、１つの建物で２つの施設が運用していくというのは、確かに難しいこともあります

けども、でもそうやっていかないと、もっとごたごたになって動いていかないなと思っていま

すので、その辺はやはりけじめをつける意味でも、こういうふうに分けてやろうというふうに

考えています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 今までは、病院 92 床ですよね。今度 58 ですよね。今度老健と別にな

るわけだから 58。計画書に出ているのは 42。そうすると、かなりの人が今度新たには入らない

と、これでできるのですか、会計は別、分ける人は分ける。もちろん看護師も分けるよね。そ

うすると、また人件費がかさんでいくのではないか、相当に。絶対間に合わないでしょう、こ

の人間では。間に合うのですか。では、今までは何だったのか。今まで余っていたのか。 

○委員長（玉井昭一君）  丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君）  ですから、療養病床の部分の人を老健に転換するということ。

ですから、療養病床がなくなるわけですから。療養病床が老健に変わったというふうに人員的

には考えていただければ構わないと思います。 

○委員（松田謙吾君） それはわかるのだけど、今まで入院患者が 40 何名の 10 何名だったで

しょう。今度満床になったときどうするのですか。全然合わないでしょう、人が。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君）  今の病院の実態からいいますと、病床の枠は 58 持っています。

実際の病床の運用は２階部分だけです。そうなると 50 ベッドなのです。50 ベッドから救急の

分、これはプラマイ増減ありますけれども、これを除くと 42 の運用。そうすると、44 から 47。

47 が最高のマックスなのです。そうすると、今常用でいうと、大体 42、３くらいで順調に動か

していけば問題がないと、こういう計算になっています。13 対１の看護師の基準もそれで十分
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取れるよということでやっていますので、実態としては社会保険事務所のほうに届け出してい

る診療報酬の請求の仕方としては、50 ベッドの運用で今やりますよということになっています。

58 というのは、新しい病院を建てたときの最高の枠が 58 ベッドになってきますので、ですか

ら現状では 50 ベッドの運用で何ら問題はないと、こういうふうになっています。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 今見ていると、老健は恐らく満杯になるのではないかと、私は思って

いる。それから、病院のほうも今は 40 何ぼだけど、今度老健ができることによって、老健から

も上へ行ったり下へ行ったりになるでしょう。そうなってくると、病院は建築されて新しくさ

れてくると、いつも満床状態になるような気がして見ているのです。そうしなければだめだし、

経営として。そうすれば、今までの人件費が大幅に増えていかなかったらおかしいなと、見て

いて思っていたのです、ずっと。 

○委員長（玉井昭一君）  山口室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  今の人件費部分、いわゆる医療スタッフを何人でみている

かということだと思うのです。今、先ほど事務長が言ったとおり、看護婦スタッフ、正看含め

ての話で、２階で病院今回やる部分については、43 人分の入院患者分を確保していると、こう

いう話です。それで、当然松田委員がおっしゃるとおり、病院が仮に新しくなって 58 床で運営

しますから、50 人くらい入ってこないと当然そこは安定してきませんから、そうするとそこは

看護婦をふやしていくと、こういういう形になります。ですから、入院患者にあわせてスタッ

フの数をふやすと。逆に言うとスタッフがそろっていかないと、今度は入院を受けられないと

いう部分出てきますので、それにあわせる形で看護婦の数を 10 対１に割合でふやしてくという、

こういう形になります。当然医者の数も前に言ったとおり、人数が決められてきますので、そ

こもある程度入院患者をふやすということは、医者の数もふやしていくと。だから逆に言うと、

今のシミュレーションというのは、42 で医師の人数だとか、看護婦のスタッフもそれででき上

がっているという。将来的にそこの部分がふえていくとすれば、当然シミュレーションは違っ

て逆に言うと、それだけ入院患者が入るといったら収益も入ってきますし、スタッフも入るの

で支出もふえると、こういう形でバランスをとっていこうと、こういう考え方です。 

○委員（松田謙吾君） 病院会計を１本にできないというのだから、それはそれでいいのでは

ないですか。  

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ありませんか。大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 公営企業会計でいけば、２ページ目、管理者の設置というところに書

いているように、公営企業会計の中にもう１つ置くことはできないと、こういう認識でいいの

ですか。ということは、だから１本にできないよと。だから、別にしなくてはいけないと、こ

ういう論拠ですね。あと、やれる方法というのは、もしやれるとしたら、まったく抜きに一般

会計の中で老健をみると、特別会計をつくらないで。それは可能ですか、法的には。  

○委員長（玉井昭一君）  丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君）  多分不可能だと思います。寿幸園もそうですし、介護保険の部
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分も在介の包括支援センターも同じになっていますし、基本的には特定の収入で特定の事業を

行うのは特別会計でやりなさいというふうになっていますので、それは無理かと思います。で

すから、今回も特別会計でやはりきちんと位置づけをしてやるというのが正当なやり方ではな

いかと考えています。  

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ということは、今のご説明でいくと、公営企業会計はこれ

は現前としてあるわけですから、そこは崩すわけにはいかないと。そうなれば、一般会計で見

るしかないのだけど、それは一般会計できる状況ではないと。こうなれば、当然特別会計でや

るしかないと、こういう認識になりますね。もう１つか２つあるのだけど、６ページの資本的

収入の部分に、どうして 7,500 万円の償還分についてはここに入って、支出は企業債 7,500 万

円特例債の分入っていますよね。収入は何で特別損益で受けて、どうして資本的収支のところ

で出すというか、どうしてそういうふうになるのですか。 

○委員長（玉井昭一君）  丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君）  ややこしいですけども、一般会計のあれと違いまして、収益的

収支と資本的収支がありますよね。資本金の取り崩しとかいう話を聞いたことはないでしょう

か。結局ここの部分では、特例債で借りている部分につきましては、資本を増強しましたよと、

お金を借りていますから、それを返していくわけですから、その部分は資本を原資していきま

すという感じ、言い方を変えていきますとそういう形になります。ですから、資本的収支の部

分では差し引き 7,500 万円の赤字が出るけれども、賃借対照表上でいくと、会計を最終的に締

めたときには、この 7,500 万円は全部埋められると、こういう形になっています。ですから、

これだけ見てしまうと、7,500 万円いった後、どうやってひねくり出すのだと、こういうこと

になりますが、予算書の中ではその部分の説明は出てまいります。 

○委員（大渕紀夫君） 要するに、一般的には貸借対照表と損益計算書ありますよね。貸借対

照表は資本的収支で損益計算書は収益収支になると思うのです。だから、そういう関係だとい

うことは理解できるのだけど、３条と４条の関係でいけばそうなるということですね。何かこ

こら辺がどうもわからないのです。 

もう一つ、今松田委員も質問されたのだけど、非常に細かく一般会計からの繰り入れは出し

ていただきましたから、よく理解できます。１つは、５ページの特別損益の部分の特別利益の

部分の不良債務解消分２億 4,000 万円とありますよね。これで、全額なくなるのかどうか。不

良債務これだけ返したら、資金不足比率には引っかからないかということと、これは今年度予

算ですよね。 

○委員長（玉井昭一君）  山口室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君） プログラム作成上は、20 年度でいわゆる特例債借りますよ

となっていて、その４億 5,000 万円では不良債務残りますけど、その残った分が２億 4,000 万

円でこれは 21 年度に全額入れていきますよと、こういう考え方です。ですから、それが今後財

政当局と詰めていますけれども、２億 4,000 万円についても本年度中に突っ込めないかどうか
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ということについてはしています。ただ、計画上は総務省にも通知していて、イコールの形を

とってきていますので、そういうことでこういうつくりになっているのです。だから、21 年度、

２億 4,000 万円突っ込んで、全部不良債務を解消しますよという、こういう考え方でつくられ

ていると、こういう形です。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。それはわかったのだけど、僕が聞きたいのは、21 年度中に

２億 4,000 万円入れば資金不足比率にはついては引っかからないですよね。入れなかったら引

っかかるよね。20 年度分の決算で白老町の病院会計は資金不足比率 20％以上で引っかかって、

外部監査が入らなかったらだめになりますよね。お金ができれば、20 年度中に払うという認識

でいいかということなのだけど。 

○委員長（玉井昭一君）  山口室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  作業的には、そういうことで財政当局と話しております。

ですから、財源的に何ぼ余裕あるのかどうか含めて、それは何らかの形で補正されていくと思

います。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。総務省がこれで認めたと。特例債も借りたし、これで認め

たと、こういう認識でいいですね。 

もう１点だけ。もしわかればでいいのだけど、この収益的収支の予測の部分で、あくまでも

予測なのだけど、松田委員の質問にあったように、老健ができてすみ分けができたことによっ

て、これは病院の計画だから病院の費用は減っていますよね、給与費も光熱水費からずっと減

っている。その減っている額というのはどのくらいですか。  

○委員長（玉井昭一君）  丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君） 21 年度の予算ベースでお話ししたほうがわかりやすいかと思う

のですが、今の予定では 1,800 万円くらい、人件費と光熱費その他もろもろ。そういう金額が

今までの病院経費からは減ると。人件費からもろもろ入れての話しですけども、そういう予算

立てに確かなっているはずです。 

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。  

○委員（西田祐子君） 西田です。ご苦労さまです。２つほどお伺いしたいのですけど、１つ

は今度の新しい形に老健をするということになって、院長ではなく別の者が経営するというふ

うに、責任を持つというふうにお話しありましたけど、町立病院も今までそうだったのですけ

ど、院長先生には申しわけないですけど、病院経営には直接かかわっておられなかったですよ

ね。というのは、結局役場が主体となってやってきたというふうに私は理解しているのですけ

ども、今回新しくまたつくるに当たりまして、やはり経営はどういうような形でやっていくの

かということが非常に大きなポイントになるのではないかと思うのです。私たち以前にも病院

のことで視察にいきましたとき、やはりそれぞれの病院が立て直した一番のきっかけというの

は、事務局長が主体になって病院を人事権から何からすべて責任持ってやられているところが
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ほとんどだったものですから、今回は白老町はどんなふうにやっていくのかお伺いします。 

それともう１つ、それにつきましてなぜそれを聞きたいかと言いますと、７番目の経営形態

の見直しというところでいただきました 12 ページのところに書いていましたけれども、分析結

果により経営状況の改善が見られない場合は抜本的に経営形態の見直しを行い実施に移すとな

っているのです。これは、21 年、22 年度の経営状態見極めというのですけども、現実的に今ま

で赤字を続けてきた病院が、改めて何を経営状況見極めるのかということが私はちょっと疑問

に感じたのです。それより、今までで蓄積されてきたいろいろなデータとかたくさんあるわけ

ですから、問題点はもう浮き彫りになっているのではないかなと思うのです。そこの問題点を

どうしたらクリアできるかというような経営状態の現実的な見直しの方向性に着手すべきでは

ないかなと、そういうふうに感じるのですけども、この２つをお伺いしてみたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君）  １点目の管理者の話ですけども、あくまでも病院というのは、

建前であろうが何であろうが院長が経営をきちんと責任を持ってやるというのが当たり前です。

そのことは町長から院長に言われておりますから、院長の代理として事務長がさまざまな管理

をしていくと、これ当たり前です。最終的に医師の確保の問題。医療スタッフの確保の問題。

それは、実務は私がやりますけれども、最終的に決裁を下すのは院長となっています。ですか

ら、実質的に経営の責任は、日々の運用の実質的な責任者はやはり院長でありまして、トータ

ルで最終的な責任を取るのは開設者である町長という形になります。今回の老健につきまして

は、開設者はやはり町長であります。それで、介護保険法上の施設管理者は院長になりますが、

実質の経営的な病院の中で預かるのは私になります。ですから、私のほうで責任を持ってきち

んとした健全経営をしていくという、こういう形になっていきます。ですから、１つの施設の

中で、２つの施設が動いていくという形になりますから、先ほど松田委員が言われたような懸

念等もありますので、そこの部分については今後十分に配慮していきたいと思っております。  

それともう１つ経営形態ですが、今回こういう形で老健施設をつくり込むことによって、先

ほどお話もありましたが、２階から３階、３階から２階に患者さん。これを移動するというこ

とが、１つは病院の経営にとってプラスになるのか、あるいは全く効果がないのか。それと、

通常の診療の中で、病院がさまざまな経営状況の中で何か問題点があるのかないのか、その辺

もきちんと見極めた上で、最終的に例えば地方公益法の全部適応を目指していくのか、独立行

政法人でやっていくのか、指定管理でいくのか。ただ、この３つの方法の中で、うちぐらいの

病院の規模の中で、これだという決定版はないということにつきましては、この間お話しした

と思います。ですからその辺も、全国的などういうような病院の実態等も見極めながら検討し

ていかないと、今すぐ全適考えます、独法、小独法を考えますという話にはならないと。ある

程度経営の状況を見ながらやっていく必要があるというふうに考えています。  

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。  

○委員（西田祐子君） 今の説明を伺いまして、私非常に・・・、思ったことがあったのです

が、院長が責任を持って、丸山事務長がそれをやりますということだったのですけど、私が伺
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った質問をする意図というのは、トップというのですか、会社で言ったら社長ですよね。社長

の権限が一番大きく出るところはどこかといったら、医療スタッフとかの給与水準だと思うの

です。私先般２月２日に質問しましたときも職員の復元なのかと。これはおかしいのではない

かという趣旨の質問をさせていただきましたけど、やはりそこが一番経営者やっていく上での

一番の権限のところだと思うのです。そこのところの権限なしでやっていっては、いつまでた

っても変わらないのではないかなというのが、正直言って私の感想というか考え方です。  

それで、いくらそれから先の小手先をやっていっても、町のほうから何回も答弁ありました

けれども、なかなか医療スタッフとか病院のお医者さんとか雇いたくてもなかなか基準が合わ

ないというお話も再三ありました。やはりそこを一番最初にクリアしようという考え方がない

限り、そこの権限を持たない限り、これは非常に難しいだろうなというのが私の感想です。も

ちろん、これは失敗してほしいなんて思っているから言っているわけではなくて、むしろ成功

するための一番のそこが鍵ではないかなというふうに感じているものですから、あえて言わせ

ていただいているのですけど、その辺はこういう行政のところというのは何か民間からすると

非常に遅々とし進んでいないというか、遅いというか、判断がいつまでもできないというか、

民間であればとっくの昔につぶれてしまっているから、もっと早い段階で病院がつぶれるか、

そうでなかったら再生するために何かやるか、２つに１つ、二者選択という形で迫られるので

すけども、たまたま公立病院ということで今まで来てしまったような、私は感じがするのです。

ですから、もうここまで来たのだから、いいチャンスだからここで思いっきり大なたを振るっ

てみようと、そういうような私はあってもいいのではないかなと思ってあえてお伺いいします。 

○委員長（玉井昭一君）  丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君） 個人的に言えば、こういう言い方すれば失礼なのですけれども、

さまざまな制約を受けて自治体病院をやはりやっているのは事実です。ですから、内心じくじ

たる思いがあるのもこれは事実です。ただ、自治体病院が不採算の部分も含めて、やはりやっ

ていかなければならないという中には、一定の制限の中でどうしてもやらざるを得ない問題が

あると。これについてはご理解いただけるのかなと思いっています。ただ、そのことも含めて、

やはりトータルで病院をどうやって生き残らせていくのか。地方自治体が抱えている病院がど

うやって守っていけるのか。それもやはり重要な使命だと思っています。ですから、そういっ

た中でも基本的にいろんな町民、あるいは外来入院患者さん、あるいは職員も含めて、合意形

成をきちんと図っていかなければならないと。そのためには多少の時間がかかるということに

なります。ですから、今すぐ民間病院と比較して確かに遅いと言われるのも事実ですけども、

なかなか院長としても大なた振るえないというのも、これは事実だと思いますけども、そこも

含めて１つずつステップを切っていくしかないと考えています。ですから、今回この計画の中

でも、きちんと経営形態については考えましょうということも含めて、そういう意味も含めて、

ここの部分は私は皆さんの、少なくてもスタッフの合意はいただいたと考えています。ですか

ら、そこも含めて、検討はこのまましていきたいと思っています。  

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。  
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○委員（西田祐子君） 前回、私たち町議会で全議員が病院経営に当たって、町民からいろい

ろ批判されながらも本州のほうまで視察にまいりました。私はそのとき、民生常任委員でした

から、さらにまたそういうような関係の病院にも視察させていただきました。あれから何年た

っているのかと、私は申し上げたいのです。もうきちんとした大なたを振るわなければならな

い時期を何度も何度も迎えながら今まで来たのではないかなと。当然、あのときに町民から強

い批判を受けたというのは、議員がみんな視察に行きながらなかなかきちんとした方向性を示

せなかった。また、行政側も出せなかったということに対して、非常に大きな批判があったの

ではないかなと、私自身は考えております。今回このような形をせっかくつくられたのだった

ら、これこそ本当にやるべき時に来たのではないかなと。それをこれからまた一歩ずつ着実に

ということであれば、本当に町民の期待する町立病院、やはり残してほしいという町民の願い

に対して、なかなか前に進まないのではないかなと、私はそれだけをまず申させていただきた

いと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君） 答弁的には先ほどの内容と同じになりますが、西田委員からそ

ういうお話があったことについては、理事者のほうにも伝えておきたいというふうに考えてお

ります。 

○委員長（玉井昭一君）  山口室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  病院論議をするときに従前から言っているのですが、どう

いったものを町立病院に期待をするのか、または使命を担わせるのかということなのです。ま

ず、第一段階で整理すべきことは。ということは、町立病院に救急をやってください。小児科

も残してください。町民の健康を維持するために３連携もやっていただきたいと。こういった

ものをやるときに、本当に赤字なくしてできるのですかというのが、今回シミュレーションや

ったときに、どうしても無理がありますよということなのです。それをやって、さらにそれが

だめなときは経営形態考えましょうということなのですが、ただ経営形態やるときに、全適適

用するときに何が最大の特徴かと言えば、それを残すとどういう形態でやっても赤字は避けら

れないです。全適であっても、指定管理者であっても、独立法人であっても赤字はなくなりま

せん。これは、もう明言、はっきり言えます。ただそのときに、では赤字をなくす努力として

どういう病院の形態がいいのですかというのはあります。それは先ほどからずっときのうも前

回のときもお話ししたとおり、人件費をどうするのだという話だと思います。ただ、町立病院

の今の人件費を見るときに、20％なくして、さらなる現状を見ると、確かに医者の人件費は高

いです。ほかの自治体から比べても高いです。それともう１つ言えるのは、准看護婦が高いで

す。正看護婦はどうかというと高くないです、ほかの病院と比べても。ほかの臨床検査という

か、検査技師についても同じことが言えると思います。ですから、全適適用したときに、正看

護婦の人件費というのはこれ以上下げられないのです、全適にしたとしても。では、どうする

のかというと、准看護婦の賃金をどうするかという、こういう話だと思います。ですから、そ

このところは今回老健をすることによって、准看護婦の人件費相当数４名から５名動かします
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ので、そういうところの整理がまず第１段階できますよという、こういう見込みでいるという

ことなのです。ですから、そういう状況を見ながら、さらに赤字をどういうふうないわゆる人

件費の組み立てをするかということが命題になってきますので、その部分については１、２年

実績を見させて、我々に時間をくださいと、こういう話です。ですから、全くその部分に触れ

ないでやらないということではなくて、きちんとした形で検証し、先に進みますよということ

を、今回の計画では申し上げているところでございますので、その辺はやらないというのと、

前向きにこれからも見ていきますよというのとはちょっと違いますので、そこのところは計画

をちょっと読み取っていただきたいなという、こういうことでございます。ですから、今後と

もずっと病院については、毎年チェックをしながら検証し、本当に住民にいかにご負担をかけ

ないで病院が維持できるかを、常に検証しながら進みたいと、こういうことでございますので、

そこのところはご理解をいただければと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ございませんか。松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 正看より准看が高いというのはどうも理解できない。正看は長く勤め

ているか、年俸はわからないのですが、結局准看入れるときは看護師が足りないから。 

○委員長（玉井昭一君） 山口室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  同じ年齢の正看と准看がいれば、准看が高いという意味で

はなくて、民間の相場的に見たときに准看のほうが高いという、こういう話であって。それは

ライセンスですから当然正看のほうが高いわけでありまして、当然正看さんにはそれなりの勉

強もし実績も積んできているわけですから、同じ年齢なら当然正看さんのほうが高いです。た

だ、公立病院のつくりとして、民間はこれぐらい開きがあるよといった場合に、これぐらいま

で抑えられてしまっているよと。正看より高いわけではないのです、同じだったら低いのです、

やはり。だけど、レベル的には正看と准看の格差が、開きがちょっと縮まっているのです。そ

の部分で高いという、こういう意味で使っています。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ございませんか。氏家副委員長。  

○副委員長（氏家裕治君） 今、いろいろな説明を受けて、ある程度はわかりました。今の課

長言われたとおり、町立病院に町民がどういったものを求めていくのかということが一番大事

なことだと僕は思います。そして、一般会計からの繰り入れ。これもどうしてもいろんなとこ

ろへ行って話を聞くのですけども、やはりこれは最低限必要な部分はあるというのです。穂別

の病院見てもあの診療所にした病院でさえ、最低 5,000 万円から 6,000 万円は繰り入れないと

維持していけないという話も聞きました、私たち議会で行ったときに。当然、町立病院のこれ

からの希望的なものを考えたときに、では本当に今のシミュレーションでいく 6,000 万円だと

かそれくらいの繰り入れで済むのかということになってくると思うのです。今課長言われたと

おり、21 年、22 年この経緯を見ながら、そしてこの水準でもしやっていけるのであれば、その

ままやっていこうと。どう考えても今いろんな質問の中で見たときに、看護師の 13 対１から

10 対１にっ持って行ったときに、もっと経営は安定するだろうと。そのために今の給与体系を

維持していったときに、看護師はこのまま維持できるのかとか。先生はいいですよ、ある程度
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この間も説明は受けましたし、ある程度院長先生と町長の中で、通いでも交代でも来てくれる

先生を何とか探そうとしている。でも看護師は、この１年、２年の中で辞めていく人は辞めて

いってしまうかもしれない。そういったところをどうやって見極めていくかということが大事

ですよね。もう辞めていってしまったら、今度それを補充するとなったら大変なことですよ、

はっきり言ったら。だから、そこだけはそういった机上の中で見る分では、すごく私たちもわ

かるのですけど、実際は辞めていかれる看護師さんも随分ふえているような話も聞いています

から、ですからその辺はちゃんと先に将来の希望をちゃんと持たせるような形の中で取り組ん

でいかなければ、やはりこれから老健はいいです。老健は松田委員からも出ていましたけども、

これは本当に満床に近いだけ経営は安定していくでしょう。 

ただ、やはり病院だと思うのです。これがやはり今までの町立病院の考え方、町立病院の現

状というものを見たときに、町民からの信頼関係をどうやってこれから構築していかなければ

ならないのかという、これからの５年間に僕はなっていくと思う。５年間なのか、４年間なの

かわからないけども。そこを抜きにこれからの町立病院というのは考えられないような気がす

るのです。計算上、机上ではこういくのだという思いもわかりますけども、実態の中で本当に

10 対１を目指して病院をこういった形にしていくのだとか、そういったものがないと、本当に

机上で終わってしまって、何とかなりそうだから病院建てるかと。建てたはいいけども、中身

は今までと全然変わらないような形の中で。建てたはいいけども、５年、10 年たって前と同じ

ような状況になっていたみたいな話だったら、困るような気がするのです。ですからその辺は

課長も言われたたとおり、この１年、２年の中で様子見るというのはわかりますけども、人材

の確保ということは一番大事なことだと思いますので、その辺についてはもうちょっとしっか

りした考え方の中で整理をしてもらえればなと思います。もし何か一言あれば。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君）  現状で事務長の仕事の半分は人探しです。正直言いまして。そ

れはヘルパーもそうですし、薬局の助手だとか病棟の助手だとか、そういった方の手配含めて

探しているのが事実です。旧制度の問題はこれはまた考えなければなりませんけれども、一つ

は根本的にどこかの病院で経験を積んできた方を取らざるを得ないような看護師の採用になっ

ているのは事実です。やはり、きちんとリクルートがうまくいっている病院を見ると、プリセ

レクター制度と言いまして、看護学校を出てきて看護師になりたての方をその病院で養成をし

ていくということをやっています。ですから、うちクラスの病院でももうそのことをきちんと

やっていかないとなかなか難しいと。ただ、なかなかその教育をするためのお姉さんになる看

護師さんをきちんと教育やっていかなければならないということも含めて、苫小牧市立病院の

ほうにはそういった教育をしていただけることについては、一応オーケーはもらっています。

あとは残念ながら、それに送り出してあげるだけのなかなか看護師の余裕がつけられないとい

うのは事実です。ですから、多分２月に入って新聞広告３回くらい多分打っています。問い合

わせは来ます。きのうも何件か来ていましたけど、なかなか採用に至らないというのは事実で

すけども、やはりある程度足で稼いで情報を得てやっていくしかないかなと思っています。看
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護師の採用の条件というのは、やはり札幌に引っ張られてなかなか厳しい、こんな状況だと。

苫小牧市立病院でも２月に 35 名程度採用の予定で募集をしたらしいのですけども、３分の１

くらいだという話も聞いています。それだけやはり厳しいのかなと思っていますが、また３月、

４月になりますと、いろんな形で病院を離職される方も、いろんなご都合でそういう方も出て

くると思いますので、そういう方を１人でも２人でももし素晴らしい人材がいれば、ぜひリク

ルートしていきたいと、こういうふうに考えています。地道にやるしかないと考えています。  

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） これ聞いておきたいのですけども、今の療養病床 48。老健 29。こ

の中で、13 対１で看護師体制を持っていくのと、10 対１に持って行ったときの医療報酬の年間

の対比、相違。これ大体はじきだせますか。まずそれ１点、教えてほしいのです。 

それから、今回Ｂ４で見ている、これが１つの目安になるかどうかわかりませんけど、わか

れば僕はすごくわかりやすいと思ったのです。これ一番下ですよね。町民一人当たりの負担額。

これ白老町最低ですよね。確かに人口割合もあるのだけれども、やはりこういったところも一

般会計からの繰り入れの部分の話に戻るのだけれど、どうやっても最終的には赤字になるのだ

とやっていれば、どうしてもイメージ悪いです、はっきり言って病院に対しての見方も。これ

はちゃんとした妥当な繰入金というか、そういったものもちゃんと考えていかなければならな

い、これからの時代になってくるのではないかと僕は思うのです。一般会計からの繰り入れを

抑えればいいという物事の考え方が、結局は何か病院経営を、悪いイメージを与えてしまって

いるような気がしてならない。病院とはあくまで公共事業と同じだという考え方で考えたとき

に、よく松田委員も言われるのだけど、道路１本つくるのも、人の命守るのも１つの事業だと

いう話をよくされますけど、僕もそのとおりだと思うのです。だから、一般会計を 5,000 万円

に絞ったから皆さんイメージいいでしょうという考え方ではなくて、これだけ入れたら病院会

計は安定するのです。病院は維持していけます、町民の皆さんの命、そういったものをちゃん

と守っていけるのですというものを、僕はちゃんとした形の中で示すべきではないかと、僕は

思うのですけども、その辺についての考え方。確かのこれからのプログラム上の問題もありま

す。そういったものもあると思うのですけど、僕はどうしてもそういうふうに考えたほうが、

町民の方々もすっきりするし、議会としても病院の経営という部分については、何かすっきり

落ちるような気がするのですけど、その辺についての考え方も１度聞いておきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  山口室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  実に言いにくい部分のところなのです、ここのところは。

というのは、前任者の考え方と我々のプログラムつくるときの考え方というのは、多少違って

きていますから、氏家副委員長おっしゃったとおりなのです。実は、病院経営というのは先ほ

ど言ったとおり、病院の使命だとか、そういったものを達成するために本当にお金いくら必要

なのですかということが根底にないと、公立病院の運営というのはできないはずなのです。そ

うすると、逆から言うと、町の財政が苦しいからそこのところ値切らせてくれというのもおか

しな話なのです。それを今までやっていた形跡というのはあるのです。議員さんも予算審議見
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ていますからわかると思うのですけども、何で使命変わらないのに毎年これだけ繰出金変わる

のだというところだと思います。でありますので、当然そこの論議をしていったときに、本当

に妥当な金額というのは出てくると思うのです。そこのところを参酌しながら、今回分析読み

をしながら計画プランというのはでき上がっていて、最終的に見込めるのは確定ではありませ

んけども、自信を持って言うわけではない。多分、ここまででいけば大丈夫だろうという金額

を今回提示しているわけです。ただ現場の話ですから、机上的な議論よりももっと現場という

のはどろどろしていますから、そういう意味からすると果たしてこれが運営したときにどうな

るかというのは、それは読み切れないところもあります。医者の問題だとか、それからスタッ

フの確保の問題だとか、それによっては病院経営というのはかなり変わりますし制限されます。

病院というのはほとんど人間が動かす話ですから、人間が変わると病院経営というのは変わる

というのは十分承知しています。ただ、現状の中でどうなのかというのは今回の計算であって、

そこのところはそれしか計算の方法がないからそういうふうにやらざるを得ないということは、

これは理解いただけると思うのです。ただ、やはり現場というのは動いていますので、そうい

うことから考えると、やはりもう少し病院をどういうふうに、これからまた新たに病院をつく

るときもそうですけども、新たな病院をつくるときに、どういった機能を病院に持たせるかと

いうのは、これは絶対的必要条件だと思います。これから高齢者ふえてきますし、一番ニーズ

が多いのは、脳卒中にあたったときに国のバス白老にないのではないかと。地元に戻したくた

って戻す病院がないのではないのと言われているのもかなりあります。そういうことからする

と、もう少しこれも病院を新たに建てるときにどういった病院を。さらに機能強化するのかと

いう論議。そして、さらに町民の方が利用できやすい病院。そういったものをつくらないと利

用率絶対に上がらないと思うのです。それがニーズに合致した病院だと思うのです。そこのと

ころはやはりしっかり見ていかなければならないなと思いますし、今回その前提でこういった

ものをつくってきているということだけは、思いも込めているということをちょっとご理解し

ていただきたいと思います。ただ、反省点から言えば、やはり町立病院の基本的な使命の部分

というのは論議おざなりにしてきた部分というのはあるなという反省を込めて、プログラム上

では病院の使命を最初にちゃんと明記して、これに基づいた病院のあり方を今後とも探ります

し、そういったものを考えていきたいと、こういうことですので、あとの詳細的な経営につい

ては進捗を進めながら、議員さんの皆さんでやはりこういうまたセットしていきながら町の考

え方、病院の考え方という議論交わしながらよりよい病院づくりというのを進めるべきだとい

うふうに思っています。ですから、今回の機会は本当に感謝しております。 

○委員長（玉井昭一君）  丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君）  13 対１から 10 対１になったらどうなるのかということのご質

問です。５ページを見ていただきたいのですが、入院収益の中で２万 4,000 円という単価が出

ていますが、大体 4,000 円くらい多分上がるだろうというぐあいに見ています。そうしますと、

年間で約 6,100 万円入院収益が上がるでしょうと。ただ、安全を見込んでやはり看護師の数を

５名程度確保するということになりますから、単純にいうと総費用で１人 600 万円とすれば、
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差し引き 3,000 万円。800 万円になると 2,000 万円くらいという状況になろうかと思っていま

す。それと 10 対１になることによって、さらに人件費の部分でいうと、ヘルパーの数を減らす

ことができますので、そういった意味では１人 200 万円ちょっとですが、４名 800 万円くらい

できますので、4,000 万円くらいの効果は出てくるのではないかと。ですから何とか確保でき

れば看護師を確保したい、そういう思いはずっともっています。 

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 先ほど例えば人件費の 21 年の削減、大体 1,800 万円くらいだと、

人件費の。これは 20％カットしたり、いろんなことの影響額として出てくる 1,800 万円ですよ

ね。これ、病院の今回の看護師だとか、准看含めて職員の人件費削減額の総体の額といったら

大体どれくらいになるのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君）  1,800 万円と言ったのは、老健から病院事業に支払われる部分

です。 

○副委員長（氏家裕治君） 給与削減額だけちょっと。 

○行財政対策室長（山口和雄君）  調べておきます。 

○副委員長（氏家裕治君） なぜこんなことを聞くかというと、先ほど看護師の体制を 10 対１

に持って行ったときに、大体総体的な効果として 4,000 万円くらい出てくるという話していま

したよね。例えば、スタッフを軽減することができたり、看護師をふやすことによってそうい

った相乗効果の中で生まれるのが約 4,000 万円。今の給与体系を 20％削減していますよと。こ

の削減しているのは、4,000 万円だったら費用対効果としてそんなに変わらないのだったら、

今までの体制の中で何とか持って行きましょうかという話になると思うのです。経緯を見なが

らでも。でも、削減効果が 2,000 万円だと。そうしたらプラマイしても 2,000 万円に持って行

ったほうが効果あると、給与水準を戻したときに。2,000 万円以上の効果があるというのであ

れば、やはりもっと前向きに人件費の問題については考えていかなければいけない話ではない

のかなと、僕は思うのです。それをただ聞いているのです。そういったものもちゃんと考えな

がら。だって事務長、一生懸命歩くのは歩くけれども、結局最終的に給与の部分で、それだっ

たらという話出てくるでしょう、面接していても何していても。いい人材見つけようと思った

ときに、すぐ始めるというわけではないけれども、もしそういった効果があるのだったら、見

込めるのであれば僕はちゃんと手を打っていくべきではないかと思うのです。それが頭にある

ものだから、どうしても整理していくと、効果があるのにそこに手をつけられないでいるのは、

何かもったいないなと。もし、それを戻すことによって看護師の増強が図られるのであれば、

それにこしたことがないと僕は思うのです。だから、聞いているだけなのです。何も深い意味

も何もないです。 

○委員長（玉井昭一君）  山口室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  新財政改革プログラムで見ておりますのは、4,400 万円で

す。給与削減に伴いまして、単年度の効果額は 4,400 万円です。 
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○副委員長（氏家裕治君） それは、13 対１ですよね。 

○委員長（玉井昭一君）  山口室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  現状での話です。4,400 万円という見方をすれば、全職員

で 4,400 万円ということですから、例えば戦略的な話の中での組み立てで、医療スタッフどう

するのだということになれば事務職別ですよとか、そういったものを外していくと、また議論

が違うと、こういう話になると思います。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） この病院事業というのは、全国的にどこの自治体もお手上げなのです

よね。やはり国が悪いのですよ。国が今までは戦後国づくりから始まって、公共投資どんどん

してきた。だけど、病院の投資はしないのですよね。自治体もインフラ整備も大体終わってき

た。さまざまな投資をして。今になったら高齢化になってきて、そして介護保険もやっている

のだけど、やはり今 65 歳以上の人、何が心配かといったら健康なのです。一番心配なのは、

あと何年生きるか。健康なのです。ですから、やはりあの地方交付税だって何だって、自由に

病院にどんどん使えるような形をとってやらないと自治体は持ちません。ですから、先ほど氏

家副委員長も言ったように、物の考え方変えなければだめなのです。やはり、インフラ整備の

投資、それから事業の投資ではなく病院の投資というのは、これから国上げてやらなければだ

めなことだし、本当に一番悪いのは国です。そして、ガソリン税で道路何十兆円つくるとか、

あの何分の１病院づくりにかければいいわけなのです。こういうのをやはり国民上げて展開し

ていくような考え方に立たないと、これからはだめなのです。国づくりは終わったのだからも

う、大きいのは。今度は健康づくりですよ。美しい山づくりなんて、あんなばかなこと言って

いるけど、みんなが楽しく暮らす健康づくりですよ、これからは。そういう運動をやはり国が

考えなければだめだし、自治体も我々も真剣に考えなければならないときが、私は来ていると

思う。これは私の考えだけれども。 

○委員長（玉井昭一君）  山口室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  考え方としては、そのとおりだと思います。病院経営ずっ

と見ていったときに、17 年から 18 年病院経営安定させようといったときに、18 年の医療会計、

これがもう最悪です。あれでほとんどの病院また一段とまったのです。だから、国の動向を見

ると、総務省と厚労省の考え方がちょっとちがうのですね。総務省は公立病院守るほうですの

で、ですからいろんな手を打ちながら、財政的支援をどうするのかということで、今公立病院

の財政、支援のあり方だとか、そういうものを相当研究しながら今回打ち出そうとしています

けれども、ただそれとて同じパイの中でのやり取りの話ですから、総体的にはそんなに膨れ上

がりません、総務省の予算とて。ですから、それはやはりもう少し厚労省のほうが基本的にし

っかりした社会保障制度であるとか、健康づくりだとか、そういったものを考えていただきな

がらやっていかなければ。ただ、総体的に国の予算も限られていますし、そういうことから見

るとある程度のシフトというのは必要なのかもしれませんけども、それは松田副委員長おっし

ゃるとおり、やはり皆さんで考えながら、みんなでどうするのかということがこれから必要で
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はないのかというふうには思っています。これは個人的な見解かもしれませんけども、私も松

田委員とは、個人的には考え方は同じだというふうに思っています。 

○委員長（玉井昭一君）  丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君）  私も個人的にはまったく同じです。それは、私ははっきり病院

を預かっている立場から言うとそう思います。今、ちょっと話出ましたが、平成 17 年に行った

ときに、かなり経費のむだも含めて整理をしました。病院職員の意識改革等々、結構厳しくや

ったつもりでいます。その結果、１年たったら成果が出たのです。ですから、年間 8,000 万円

くらいあった赤字が 4,000 万円に減って、それこそ 18 年はプラマイゼロに持って行くようにな

ると思っていたのですけども、例の医療改革制度に基づく診療報酬の改定。国の動きでもって

一遍にその努力が吹っ飛んでしまったと。なかなかそこから立ち直れないで、特に全道の小規

模の病院がみんな同じに苦しんだと、こんな状況になっています。ただ、それを今現場預かる

者として、それを言ってもしようがないところもありますので、ですから現場を預かる者とし

ては、その範囲の中でできる手だてすべて尽くしていこうと、それをやっていかないと地域医

療は守っていけないというふうに考えています。ですから、医療の提供だけの病院なんていう

のは、もう私３連携の中でずっと考えてはっきり言っていますが、そういう病院は生き残って

いけないから保険、医療、福祉の３連携の中でリーダー的な役割を町立病院が果たしていかな

いと、やはりお金を出していただく町民の理解も得られないというふうに考えていますので、

そういったことも含めて、町民の健康づくりには病院もひたすら変えていきたいというふうに

考えております。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。この表がすごくよく出てきているのですけど、ただ先ほど

同僚議員も言ったように、規模が違うのです、うちと。それで、規模違うから条件違うという

ことになるわけです。ここから見えてくるものというのは、非常にたくさんあるなと、もうち

ょっと読み込めばなかなかいい。山口室長のほうで、時間がかからないのであれば、２万人規

模の、病院のベッド数はいいです、どうでも。２万人前後のやつをこれくらいの数の表にする

というのは、すごく大変な事務量になりますか。  

○委員長（玉井昭一君）  山口室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  これは本当になるのです。これ、うちの担当につくらせた

のですが、やはり１週間くらいは必要とします。データ全部拾う形になるものですから。それ

と。そればかり専属にやるわけにはいきませんから、そのくらいはかかるのかなというふうに

思います。これは、先ほども言ったとおり、病院が 60 規模になったときに、ではどういう同じ

規模の病院でどうなのかという、こういう見方。それと、２万人人口のデータというのは、大

体病院を持っている市もあるし、持っていないところもあるのですが、持っているところは逆

に言うと規模がでかいのです、病院の。例えば中標津だとか。それからちょっと形態が違うの

が新日高。いわゆる静内の病院形態も若干違ったり、一概に２万人規模といっても比較できな

いところがあったり。八雲病院もそうです。中心的な病院で若干大きい。地域問題ありますの
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で、それぞれ規模が違ってしまうのです。それで、病院規模で逆に押さえてしまった。普通や

るときには人口規模で比較するのですけども、この場合については病院規模でやったほうが比

較しやすいのか、また参考になるのかなと思って、こういう形でまとめたのですけども。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） わかりました。そんなに負担かかるのではどうにもならないから、今

人が減っているから。ただ、私が今言いたかったのは、今言われたとおり、人口規模、病院の

規模、交通状況、周りの状況含めて、全然条件違うというのはわかっているつもりなのです。

ただ、何を私が見たいかというと、ここの繰入金の部分と当年度の赤字の分と、一人当たりの

分というのは、これはうちが２万で病床の規模は同じだけれども、人口の規模が違うところ。

比較するのはまたちょっと面倒なのですよね。これ単純に一人当たり 10 万のところがだめで、

２万のところがいいのかと、そういうことではないでしょう、これは。そういうふうに見てし

まいがちですよね、こう見ると。人口規模が全然違うからそうなってしまうのだけれど。 

１つだけ聞きたいのは、例えば一番わかりやすい豊浦。私は豊浦というのは、結構いい状況

だという認識で聞いていたのです、病院経営が。胆振管内でここにあるのは豊浦くらいしかな

いから聞くのだけど。だけど、町の繰出金は１億 7,000 万円で、赤字が 3,000 万円くらいで、

一人当たり４万 2,000 円くらいの金額、豊浦確かそうですよね。そういうふうになっていると

思うのだけども、ここの病院経営は極めてお医者さんの一人当たりの一般的にいう稼ぎが多い

とかというような話になっているのだけど、しかし経営状況で見たら、これで見たら人口規模

でいったら白老のほうがいいのではないかと思うような中身なのです。そこら辺はどんなこと

かわかりますか。情報ありますか。 

○委員長（玉井昭一君）  丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君） 基本的に豊浦は病院事業に 16 億円くらいお金を積んでいるそう

です、基金に。それと、交付税の分と町で繰り出しすべき分。これは町によって違うと思いま

すが、基本的には全部出しなさいということで、今まで病院開設以来、本来出すべき操出金額

をけちったことはないというふうに事務長は話をしております。ですから単年度医療収益はマ

イナスであっても、事業収支としては必ずプラスになっていくという形で整理をしていくと。 

それともう一つは、救急医療はやっています。やっていますが、ほとんど救急医療は入って

こないそうです。伊達のほうにまっすぐ行くということで、たまたま 37 号線を通過されている

方がここにたまたま病院があるということで、救急が３件とか４件とかいう形でやっています

ので、うちの病院みたく、あっちの医大、こっちの北大みたいな形でお医者さんの確保は必要

ないと。院長さん一人で年間３、４件対応されていると、そういった医療の体系も全然違うと。

それと、委託の中身も聞きますと、委託するとかえって高くつくから、町の職員が１人３役４

役で、いろいろ全部やっていますと。そういった形で逆に町職員のモチベーションを高めて、

能力を高めて委託経費を削っているというぐあいに事務長さん自慢されていましたので、そう

いった意味では私どもとは状況がかなり違うなと、こんな状況で伺っております。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  
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○委員（大渕紀夫君） 何を言いたいかといったら、先ほどから議論されている病院をどうい

うふうに位置づけするかという問題なのです。だから、最後国の問題までいったけど、それこ

そ国の問題までいくなら、やはりいいとか悪いとか、アメリカの議論もあればヨーロッパの議

論もドイツの議論もありますよね。だけどやはり、個々に家庭医がいて、少なくても２次医療

や３次医療は公的機関がやるというヨーロッパ方式というのが、最終的には高齢者をきちんと

見るにはそういうシステムを確立しない限り、これはならないのです。今のやつ赤字になった

ら困るからここから出さなかったら絶対赤字になるのだから。ということは医療守れないとい

うことなのです。基本的に言えばそういうことだと思うのです。それは松田委員言ったから言

わないけど、そういう議論はここでしても仕方ないのだけど、やはりそういうところまで行き

ついた議論していかないと、これは医者の取り合いだけでは解決しない。たまたまうちはうま

くいったと。今回うまくいったって、再来年なったら失敗するかもしれないと事務長前に言っ

たでしょう。僕の質問に対してかなり厳しいこと言ったけども、だけどそれは成功してもしな

くても、どんな医者だって同じなのです。どこだか行ったお医者さんが悪いというけど、その

お医者さんだってすぐ就職できるような状況なのだから。だから根本的な部分をどうするかと

いうことをしないと、今から医者をふやして、今年大学の医学部の入学者ふやして、10 年後の

医者の話を今しても、僕だって議員何てとっくにやっていないし、死んでいるかもしれないの

に、ちょっと違うのではないかなという気がする。そういう中で、こういう議論するというの

は、極めてむなしいと言わざるを得ない、本当に。そういう中だけれども頑張ってください。  

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。  

○委員（西田祐子君） １つだけ、ちょっとお伺いしてみたかったのですけど、先ほど看護師

さんの話の中で、今現在２割下げていますよね。それを例えば 10 対１にしたときの効果額。

新たに何人採用するときには、正直言って一体どの程度の給与を出すという、何かそういうよ

うなデータとか本当は見られたら、実際に正看はこのくらい必要なのだと。それであればこう

やって病院も 10 対１になるのだという、そういう資料みたいなものをいただけると、正直言

って給与体系については、それはそれで差別して考えてもいいのかなというふうに考えてはず

っといたのですけど、その辺はいかがなのでしょうか。  

○委員長（玉井昭一君）  丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君）  現状ですが、看護学校新卒した方であれば、何等級何号俸でい

くらで、どうのこうのというような形できちんとシミュレーションできますけども、今少なく

ともうちの採用形態でいうと、前のキャリアを持って来られた方でおおむね 40 歳くらいの方と

いう形でやっています。そうしますと、正直言って、ここにこれだけの人件費というのは非常

に難しいシミュレーションになります。ですから、先ほど大枠で話しましたが、１人 600 万円

程度であれば、800 万円程度であればというお話しか今できない。ただ、現状いる看護師の総

枠で 20％をふやした場合には、これは数字的に出てきますけども、これからプラスになる部分

の人件費についてはちょっとシミュレーションは難しいかと思っています。あくまでも想定さ

れる人件費が年間この程度というような形での考え方です。 
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○委員長（玉井昭一君）  西田委員。  

○委員（西田祐子君） 世間相場の正看の方の年収というのがありますよね。やはり町立病院

のとどの程度の差があるものなのですか。 

○委員長（玉井昭一君）  丸山事務長。  

○病院事務長（丸山伸也君）  例えば年齢が何歳で経験が何年という、そういう条件でよろし

いでしょうか。うちの主任クラスですと、苫小牧市立病院とで考えますと、35 歳前後で月額 4

万円くらいたしか差があるというふうに思っていました。ちょっと詳しい数字見ておりません

けれども、それくらいの差は出てくると思います。 

○委員長（玉井昭一君）  ありませんね。 

それでは、暫時休憩いたします。  

休憩 午前１１時３３分  

                                         

再開 午前１１時４５分  

○委員長（玉井昭一君）  委員会を再開いたします。 

 この公立病院の経営計画についてやりましたけども、これのまとめ。委員の皆さん、この件

についてはどうしても書き入れたいというのがあれば出していただきたいと思います。 

氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 皆さんの出てきた意見の中で、１つずついろんなものを出しても

らえばいいかなと思うのですけど、町立病院の健全経営に向けた取り組み。これは、各医療ス

タッフの努力というのは絶対欠かせない部分だと思うのですけども、先ほどの一般会計からの

繰り入れ。公営企業としてのちゃんとした経営ができるような充当、そういったものがやはり

必要ではないかと。これは議会からの意見として出すことが必要ではないかと思うのですけど

も、その辺について今回は出すべきではないというのであれば、そういった形の中で押さえま

すし、先ほど出てきた意見の中では、そういったこと、例えば道路をつくるにしても、何の建

物をつくるにしてもみんなの税金で使っているわけだから、病院という１つの経営に対しては

町民のしっかりとした考え方の中で守っていくということであれば、一般会計からの繰り入れ

というのはむだな話ではないですよね。ただ、それが何か最近では少なくすれば少なくするほ

どイメージ的にいいような変なとらえ方というか、議会もそうだし、行政側もそんな形で予算

組みしてしまうものだから、結局赤字になれば何をやっているのだ、病院はどうなのだという

話になってしまうけども、僕は決してそうではないような気がするのです。言葉を選ばなけれ

ばいけないのかもしれないけども、それについての考え方、今後こうするべきではないか、こ

うするべきだというものは載せておくこともどうなのかなと思うのですけども。その辺につい

て意見をいただきたいなと思います。僕からはその１点です。  

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今言われた件ですけども、今回きょうやってよかったなと

思うのは、繰り出し基準に基づく繰出額が明確になったということなのです。これが必要かど
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うかという理論的な根拠になっているわけでしょう、今言ったことの。ここで、２億 9,220 万

7,000 円。これが要求額なのだけれども、これだけ必要だよということで要望していると。こ

れは、操り出し根拠が明確だということでいえば、やはりこういうことをやっていかないと多

分だめだと思う。ただその条件としては、老健含めて最低できれば交付税分は操り出しするけ

れども、そこでとめられるような病院としての努力、これはやはり必要なのです。病院として

の努力がなくて、どんどんどんどん入れるというのは、やはり操り出し基準の決め方にも問題

もあると思うのです。だから、ただ入れるというのではなくて、努力はきちんとしてもらうと。

それは何かといったら、一般病院は交付税だってないわけだから。不採算部門やっているから、

赤字になるのだから。だから出すのだから。だから、交付税の部分については、夕張みたいに

出さないのはまずくて、一般会計みんな使ってしまったとかいうのは、あれはだめなのだから、

そういうものはやるけれども、その範囲で努力できるような体制はやはりつくるべきだと。そ

れは 10 対１であり。そういう書き方しないと、ただ入れればいいというふうになってしまうと、

またちょっと違うかなという気がするのです。もちろん、町が言っているのは１億 4,000 万円

の交付税プラス 6,000 万円までと言っているから、２億円までは出す気、初めからあるわけだ

から。これは不良債務入っているから２億 9,000 万円になっているけど。だから、そこら辺は

わかった上で、そういうところは押さえておく必要があるのではないかとは思う。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） 今、氏家副委員長から出された定義のことなのですけども、私の考え

方としては、町民の安心安全を守るための町立病院なのだから、ほかの公共事業と一緒に考え

たとしてもこれは絶対必要なものだのだから、どんどん繰り入れするのは当たり前だみたいな

議論になっていってしまうと、今まで何十年と議論してきた、つい最近ではなくて、町立病院

の赤字体質に対しての長年いろいろ町長も変わったり、ずっとやってきた中での議論が何だっ

たのかというふうに、私は逆に思うのです。今、私としては、大渕委員がおっしゃったような

中でのものに留めておかないと、いわゆる公務員の経営責任というのは、最終的には人が変わ

ってしまったらないのです。夕張みたいに破たん状態になったときに、初めて経営責任という

のは問われるのでございまして、長年のいろいろなことで蓄積した赤字の体質に対しての経営

責任の所在というのが明確にはならないのです。ですから、この辺は安易にそういうような考

え方でまとめるのはいかがなものかなというふうには思いますので、明確なところでこういう

部分はこうだというようなことで押さえた形の中で明記するのなら賛成ですけども、単なる安

心安全のために、これは当たり前なのだみたいなことで行ってしまうと、これはちょっと違う

のかなというふうに、個人的には私はそう考えております。  

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 今、山本委員だとか大渕委員からも出ていたとおり、私も当初、

最初に言ったことは、あくまで病院スタッフ、そういう方の努力がまず前提にある。その中で

の病院経営。これの安定化を目指していかなければいけないということを考えたときに、今ま

での議論をないがしろにしているわけではなくて、赤字という見方がどうなのかということを、
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これからの病院経営の中ではちゃんと考えていかなければならないだろうと。その数字、今回

のシミュレーション、プログラム上の問題というのは今までとは違います。内容も違いますし。

看護師体制 10 対１に向けての取り組み方だとか、小規模老健の併設の考え方だとか、これから

の健全化に向けたいろいろな取り組みが示された中での今後の考え方として、僕はとらえてい

きたいなと思うことで、今回こういった部分でお話をさせてもらっているということを理解し

てもらいたい。限りなく出せばいいとか、そういったことは決して私も言っているわけではな

いし、あくまで町民の血税の中で運営されていかなければいけない部分もありますから、です

からそういったとこについては、これからの病院の健全化に向けてのいろいろなシミュレーシ

ョンまたプログラム上の課題等々は今まで示されてきているので、それを十分把握した中で議

会としての今後の病院のあり方についての提言はしていくべきだろうなと、そういうふうに私

は思ったことで、今回こういった皆さんの意見をお伺いしています。 

○委員長（玉井昭一君）  土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君）  氏家副委員長と大渕委員の話も十分に私は理解できると思っていま

す。やはり全国的に見て、この公立病院がどういう状況にあるのかというのが最大の問題であ

って、私は常に思うのは、やはりどんな企業もそうなのですけども、赤字で占める割合という

のはほとんど人件費が多いのですね。ここの町立病院の場合もほとんど委託で賄っていますよ

ね。それが将来的にもこのままで行って人件費がどういうふうに変わっていくのかなというこ

とも含めて、やはり委託の問題も考え、再考というのか、そういうことも必要ではないのかな

といつも思ってはいるのです。そういうこともどうなのかなと思って考えたのですけど。だか

ら、一概に繰入金をどうのこうのではなくて、やはり本当に病院のスタッフの努力のもと、ど

れだけ赤字を解消していって、いかに少ない繰入金で運営していくかというところを明記して

いかないとだめではないのかなと思ったりしていました。 

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 僕も前に、現場屋として、技術屋として１つの現場に実行予算組

時に予算組むのです。組んでどうしてもこの部分利益が上がらないと。マイナスになってしま

うと。どうしたらいいでしょうかと会社に伺い立てたときに、例えば労務費どうなのだとか、

おまえちゃんと１日遊ばないで仕事しているのかみたいな話までされて、やはり予算を組み直

すのです。組み直すのですが、絞るだけ絞って、でも実際これだけの赤字が出る。そういった

ことが毎年毎年繰り返えされたときに、その努力というのは認められない。ただ、数字だけが

おまえは毎年何ぼの赤字をしているのだと、こういう見方するというのは、どうしてもやはり

技術屋というか、現場を把握している労務者にしても、全然対象は違いますけども、現場をや

っていく人間の中で、うちはいつも赤字なのだという、何かそういう人の動きが段々疲弊して

くるような、そういう感じになってくるのも実際あるのです。別にそれは土建屋の話でしょう、

病院は違うという話では決してないような気がするのです。予算というのは、あくまでここま

でしっかりとしたシミュレーションが組めるのであれば、やはり安定をした経営を目指すので

あれば安定した経営のあり方というのが僕はあるような気がするので、確かに今土屋委員が言
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われたように、人件費の問題もそうでしょう。委託されている部分も今後の課題としてあるの

かもしれないけれども、そういったすべてのものを考えたときに限りない繰り出しではなくて、

必要な繰り出しというのはやはり考えていかなければいけない。必要な繰り出しは考えていか

なければいけないだろうなと思う１人です。もし、こういった部分を、言葉をちゃんと考えて

入れていけるのであれば、この点については１点入れていきたいなと思いますけども。もしほ

かに何かあれば教えてほしいなと思います。  

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。  

○委員（山本浩平君） 私は前回のときにお話ししたのですけども、やはり建てかえをしてハ

ードの部分が非常にきれいな病院になって、患者さんが一時的にふえるかもしれません。しか

しながらソフトの面を充実させないと、地域住民から信頼される病院というのはできないと思

うのですよ。この点だけは、町民から信頼される病院づくりのために具体的な政策をとってい

ただいて、またその検証を行っていただきたいと思います。  

それともう１つは、きょうもいろいろ議論があったと思うのですけども、やはりきちっと目

的を定めた病院づくりをしなければならないと思うのです。西田委員から出たと思うのですけ

ども、私も今回いろいろ医療制度の変更等で遅くなったことも理由の１つかもしれませんけど

も、どういった理由を目指すのかという方向性を出すのに随分時間がかかっていた印象をどう

してもするのです、私も。ですから、それを今さら言っても仕方ないので、目的をきちっと明

確に持ってやらなければ、ただあるだけの病院となってしまいますと、ここは陸の孤島ではご

ざいませんので、患者さんが選べるわけです。買い物をするところを選んで、白老町外のとこ

ろに買い物に行くのと同じような、歯どめきかないと思いますので、きちっと目的を持った病

院づくりをしていただきたいと。特に一次救急のことでお話をしたいのですけども、結構内部

から具体的に遅い時間ではない、例えば８時半とかそういう夜のそんな時間でも断られて、内

部というのは消防の人たちが逆に白老町立病院が受け入れてくれなくて困るという話が結構あ

るのです、実際に。苫小牧に仕方なく行ったら、苫小牧のほうからたっぷり嫌みを言われて、

自分のところで全部やってくださいよみたいなことを言われながら仕方なく受け入れてもらっ

たケース結構あるという話も聞きますので、そういった話を内部から出ないような体制づくり

というのか、それも目的を持ったというのと一緒なのですけど、一次救急体制を維持するとい

うのであれば、その辺もきちんとやっていただきたいと、このように思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 先ほどのハード面の部分については今後整っていくであろうとい

うことで、一番重要なのはソフトの部分の充実。このソフトの部分の充実というのは、例えば

医療機関に携わるスタッフが患者さんだとか、利用者さんに対するサービスの部分の向上とい

うのが、やはり重点的な１つになっていくのかどうか、その辺確認だけ。  

○委員（山本浩平君） 一言でいうと接遇です。そのとおりです。  

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（玉井昭一君）  ないようでしたら、その辺でまとめを進めていきたいと。あとは、

ほかの２項目についても何か漏れている点があれば。山本委員。 

○委員（山本浩平君） きょうと前回やった中で、結構皆さん意見が出ていると思いますので、

あとは委員長、副委員長の中でお任せしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） そういうようなことでいいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（玉井昭一君）  それでは、以上で産業厚生常任委員会を終了いたします。  

（午後 ０時０４分）  


