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第１日  （１１月６日） 
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出席した者の職氏名 

管 理 者  加 藤   功    副 管 理 者  鈴 木 淳 雄 

副 管 理 者  渡 辺 正 敏    副 管 理 者  宮 下 修 示 

会計管理者  大 橋 昌 司    代表監査委員  中 田   潔 

[総務部] 
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[知多市] 

生活環境部長  浅 田 文 彦    健康福祉部長  竹 内 志 行 

５ 本会議に職務のため出席した職員の職氏名 

事 務 局 長  佐々木 美喜子    書 記  工 藤 幸 一 
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６ 議事日程 

日 程 議案番号 件       名 
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２  会期の決定について 

３  諸般の報告について 

４  一般質問について 
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７ 会議に付した事件 

議事日程に同じである。 
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（１１月６日 午前９時３０分 開会） 

議長（田中雅章） 

  現在の出席議員は１４人でございます。定足数に達しており、会議は成立いたし

ます。 

  ただいまから、平成２４年第４回西知多医療厚生組合議会定例会を開会いたしま

す。 

  会議に先立ち、管理者からあいさつをいただきます。 

管理者（加藤功） 

  議長のお許しを得ましたので、開会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。 

  本日は、平成２４年第４回西知多医療厚生組合議会定例会の開会をお願いいたし

ましたところ、御多忙の中、御出席をいただきまして、まことにありがとうござい

ます。 

  本日御提案いたしておりますのは、平成２３年度西知多医療厚生組合一般会計歳

入歳出決算認定について初め３件の認定議案でございます。何とぞ十分な御審議を

いただきまして御議決いただきますようよろしくお願い申し上げまして、簡単でご

ざいますけれども、開会のあいさつといたします。よろしくお願いします。 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございます。それでは、これより会議に入ります。 

  本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしました議事日程表のとおり

進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

                                 

議長（田中雅章） 

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第７３条の規定により、２番川﨑一議員、１１番荻

田信孝議員を指名いたします。 

                                 

議長（田中雅章） 

  日程第２「会期の決定について」を議題といたします。 

  お諮りいたします。今回の定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

  御異議なしと認めます。よって会期は、本日１日と決定いたしました。 

                                 

議長（田中雅章） 

  日程第３「諸般の報告について」を議題といたします。 

  地方自治法第２９２条において準用する同法第２３５条の２第３項の規定により、

監査委員から議長のもとに、平成２４年７月分及び同年８月分の例月出納検査結果

報告並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により

資金不足比率についての報告が提出されましたが、お手元にお配りしたとおりでご

ざいますので、これをもって報告にかえさせていただきます。 

                                 

議長（田中雅章） 

  日程第４「一般質問について」を議題といたします。 

  お手元に配付いたしました一般質問通告一覧の順序に従い質問をしていただきま

す。なお、質問時間は、質問、答弁、要望を含め１人３０分以内ですので、よろし

くお願いいたします。残時間の表示につきましては、２５分を経過するまで５分刻

みで表示し、５分を切った時点から１分刻みで表示し、残時間がなくなりますと卓

上ベルでお知らせをいたします。それでは一般質問に入ります。 

  １０番島﨑昭三議員の質問を許します。 

１０番議員（島﨑昭三） 

  それでは病院事業について質問をいたします。 

  現在、病院事業におきまして最大の業務として、旧東海市民病院の解体工事が順

調に進んでいるというふうに聞いております。以降、基本的な実施計画は立てられ

ておりますが、今年度具体的な実施計画、設計を行っているというふうに伺ってい

るところであります。いよいよ次年度から建設工事に向けて入っていくという大切

な時期になってくるんではないかというふうに考えております。そうした意味で、

２つにわたって質問をいたします。 

  １つ目は、去る１０月１日発行のナンバー７の新病院建設だよりにおきまして、

地域医療連携を推進するため両市の医療関係者と定期的に協議を行っていますとい

う報告がございました。したがいまして、本日はその内容についてお伺いをいたし
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たいと思います。 

  １つ目に地域医療連携会議について、１番目に会議の目的と構成委員について。

２番目にどのような話し合いが持たれているかについて。３番目に今後議論される

内容についてお伺いをいたします。 

  ２つ目は新病院開院支援等の業務委託についてでございます。１番目につきまし

ては委託業務の内容について。２番目には各種計画の進捗状況について。３番目に

は新病院開院までの予定についてお伺いをいたします。 

管理者（加藤功） 

  島﨑昭三議員の御質問にお答えいたします。 

  御質問事項１、地域医療連携会議についてでございますが、新病院は地域の医療

機関と連携を密にし、それぞれの機能を分担することが重要です。また、両市の健

康保健行政に差異があることも承知しております。地域医療連携会議はそのため意

見交換の場とし、両市の医師会、歯科医師会、薬剤師会などの代表者を委員として

平成２３年度から開催をしております。御質問事項に対する答弁につきましては、

担当部長から答弁させますのでよろしくお願いいたします。 

総務部長（下村一夫） 

  御質問事項１、地域医療連携会議についての１点目、会議の目的と構成委員につ

いてでございますが、地域医療連携会議は、知多半島医療圏北西部地域における医

療提供体制の整備改善を目指して現状の課題を共有するとともに、その具体的な方

策を検討協議する定例の場として平成２３年度に設置させていただきました。会議

の構成は、委員に組合副管理者２名、両病院の院長及び地域医療連携担当医師、両

市の医師会代表各３名、歯科医師会代表、薬剤師会代表、両市の保健担当職員２名

の計１８名を、また参与に愛知県医師会副会長及び愛知県知多保健所長の２名をお

願いしており、合計２０名でございます。 

  続きまして２点目、どのような話し合いが持たれているのかでございますが、昨

年度は主に新病院建設予定地変更など、病院建設に関する内容を報告し、議論して

いただきました。本年度の第１回会議は７月に開催し、先進事例における地域の医

療課題がどのようなプロセスにより連携を深めていったかについて紹介し意見を交

換していただきました。また、先月開催いたしました第２回会議では、本地域での

医療連携の一例として両病院の糖尿病に係る病診などの医療連携について現状報告
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をいたしました。会議を通じて、委員からは両病院で取り組んでいる各々の連携を

新病院においても相互の市域を越えて継続すべきである、両市の医師会、歯科医師

会、薬剤師会が相互に顔の見える関係になれることを期待する、予防接種や健康診

断など、両市で異なる事業運営の状況について議論をすることが必要などの意見が

出されました。さらに、新病院の使命の大きな柱である救急医療をテーマとすべき

との考えが委員共通の認識として確認されたものでございます。 

  続きまして３点目、今後議論される内容についてでございますが、第２回会議で

発言のあった新病院の重要な使命の１つである救急について議論を深めていくため

にも、来年２月に開催される第３回会議では救急医療の役割分担をテーマに新病院

が求められ提供できる医療機能を確認していただくとともに、地域の医療機関が提

供する医療の具体化を議論する予定でございます。今後、地域の医療機能を明確に

する中で新病院や地域の医療機関等の役割が具体化し、相互に補完し合い、医療連

携ネットワークを構築できるよう議論を重ねていきたいと考えております。 

  質問事項の２、新病院開院支援等業務委託についての１点目、委託業務の内容に

ついてでございますが、新病院開業に必要となる運営計画、医療情報システム計画、

医療機器整備計画、物流計画、業務委託計画、財政計画の策定について、昨年度か

ら医療分野に関するノウハウを持つ業者からの支援を受けているものであり、滞り

なく新病院を開院し、効率的な運営ができるようにするものでございます。各計画

の策定は、それぞれの計画の整合、調整のみならず、実施設計と整合を図り、進め

ていく必要があることから、総合的な支援を委託しているものであります。 

  続きまして２点目、各種計画の進捗状況についてでございますが、運営計画につ

きましては病院全体の全ての部門に関係することから、延べ１００名におよぶ両病

院の医師、看護師などの医療関係者が委員となり、１３部門のワーキンググループ

を設け、実施設計と整合を図りながら策定をしております。同様に、医療情報シス

テム計画を初めとする４つの計画についてもワーキンググループを設け、昨年度策

定したそれぞれの個別計画の基本方針に基づき、計画の具現化を進め、事業予算に

おさまるよう検討しております。また、新病院開院に向けた各種の計画を着実に進

めていくためにも、本年１０月からは策定体制における役割が明確になるよう両病

院の副院長及び看護部長をそれぞれのワーキンググループの責任者とし、検討され

た内容を内部決定機関である新病院整備検討会議に諮り、進捗管理を行っていると
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ころでございます。 

  続きまして３点目、新病院開院までの予定についてでございますが、運営計画を

初め、各計画策定及び開院準備につきましては、医療分野に関するノウハウを持つ

業者からの支援が不可欠であり、今後も引き続き支援を受け、平成２７年度の円滑

な開院を目指したいと考えておるところでございます。以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  島﨑議員、再質問または要望がありましたら、発言を許します。 

１０番議員（島﨑昭三） 

  それでは最初に再質問を２点お願いいたしたいと思います。 

  まず１つ目の、３点目でありますけれども、今後議論される内容についてでござ

います。先ほどの答弁の中で新病院や地域の医療機関等の役割が具体化しという答

弁がございましたけれども、この役割が具体化したという意味合いについて再質問

をいたします。 

  それから２つ目でありますけれども、これも新病院開院委託の３点目になります

けれども、新病院までの予定についての中で、２７年度の円滑な開院を目指すとい

う答弁がございました。当然、開院と同時に新病院については垂直立ち上げが求め

られていると思います。そこで院内の融和が大切になると思いますけれども、どの

ような準備期間を計画されているのかお伺いをいたします。 

総務部長（下村一夫） 

  再質問の１点目、新病院や地域の医療機関等の役割が具体化するという意味合い

についてでございますが、新病院が２次救急医療機関としてその機能を強化するた

めには１次救急、３次救急を担う地域の他の医療機関との連携強化が不可欠でござ

います。地域の医療機関のそれぞれの医療機能を明確にすることで、地域の医療機

関が救急医療で対応のできること、できないことを共有し、相互補完や連携のあり

方を構築するものでございますので、よろしくお願いいたします。 

  ２点目の、新病院開院までの予定のところ、準備のところでございますが、新病

院の運営面での準備については、５００床規模の新病院運営計画を両病院の職員に

よるワーキンググループで検討するに当たり、東海市民病院のルール、知多市民病

院のルールというものを選択するのではなく、５００床の新病院にふさわしいルー

ル、効率的な病院運営を行うための総合運営マニュアルづくりを委託業者の助言の
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もとに行っておるところでございます。 

  こうしたことは、人的な融和という点であらゆる分野で顔を合わせる検討会議、

また病院間の人的交流等を通じ、お互いの考え方や文化の違いを理解しつつ、共通

の目的である新病院開院に向かうことができるものと考えております。運営形態を

含め、全てのシステムが新しくなることから十分なリハーサル期間も必要となりま

すが、各計画の検討期間のこの４年間そのものが病院運営の準備期間であると考え

ておるところでございます。 

議長（田中雅章） 

  島﨑議員、要望がありましたら発言を許します。 

１０番議員（島﨑昭三） 

  それでは要望を申し上げます。ただいまの答弁で、特に現在両病院の中において

新病院が立ち上がるために新たなルールづくりをしながら取り組んでいるという答

弁をいただきました。よく、一般的な話でありますけれども組織と組織、あるいは

団体と団体等が統合されて進めていく中では、いわゆる３合わせという言葉がござ

います。まず顔合わせをして、そして心合わせをして、最後は力合わせをして組織

を立ち上げていくという、３合わせでございます。この西知多医療厚生組合の医療

部門も、平成２２年に新たに統合されまして、本年度で２年たちました。多分、顔

合わせは終わっているだろうと思います。そして先ほど部長の答弁にありましたよ

うに、今心合わせをしながら新病院開院に向けまして医療関係者が努力されている

ということはよくわかりました。したがって先ほども申し上げましたけれども、２

７年度の早い開院時期におきましては垂直立ち上げが求められておりますので、そ

こを目指して皆さんが力を合わせて新病院の建設に向けましてさらに努力をしてい

ただくことを要望申し上げまして、一般質問を終わります。 

議長（田中雅章） 

  以上で１０番島﨑昭三議員の一般質問を終わります。 

  続いて、１２番黒川親治議員の発言を許します。 

１２番議員（黒川親治） 

  議長のお許しを得ましたので、通告書に従いまして次のことを質問いたします。 

  １点目は新病院について、２点目は後方支援病院、知多市民病院についてであり

ます。明確な答弁をお願いいたします。 
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  新病院について、新病院の建設については８月２２日の西知多医療厚生組合議会

において旧東海市民病院の解体工事請負契約が可決されて進められています。また、

同日の全員協議会において新病院開設の進捗状況が報告されています。報告は新病

院への結核モデル病床１０床の設置、基本構想で挙げていた放射線治療や回復期リ

ハビリテーション病床設置を見送ることなどでした。以上のことから次のことを質

問いたします。 

  １点目は結核モデル病床１０床の設置についてであります。１つ目、名古屋大学

医局からの呼吸器内科医の派遣増員は具体的にどうなるのか。２つ目は同大学の呼

吸器内科の教育病院として位置づけられていますが、具体的にはどうなるのか。 

  次に、回復期リハビリテーションの病床の設置についてであります。１つは設置

をしない理由について、２つ目は地域内医療機関等の連携について。 

  次は放射線治療装置の設置の延期についてであります。１つ目は設置した場合の

効果で考えることは何か。２つ目は最新医療として設置し、特性のある病院とすべ

きではないか。３つ目は将来、設置した場合の財政支出はどれくらいになるのか。

４点目、基本計画の変更に伴う建設についてどれぐらいかかるのか。５点目、医療

ボランティアを活用する考えはあるか。６点目、病児病後児保育を行う考えはある

のか。 

  次は後方支援病院についてであります。知多市民病院については新病院の後方支

援病院として位置づけされています。どういう病院にするのか、何ら具体的にはな

っていないのが現状です。以上のことから、次のことを質問いたします。 

  １点目、どのような医療体制を考えているのか。２点目、運営は西知多医療厚生

組合で行うのか。３点目、新病院とのシャトルバスの運行は考えているのか。以上、

答弁をお願いいたします。 

管理者（加藤功） 

  黒川親治議員の御質問にお答えいたします。 

  質問事項１、新病院についてでございますが、現在、平成２７年度の開院に向け、

旧東海市民病院本院の解体工事を進めるとともに、新病院実施設計の策定を進め、

平成２５年度に建設工事に着手してまいります。御質問事項に対する答弁につきま

しては担当部長から答弁させますのでよろしくお願いいたします。 

総務部長（下村一夫） 



１１ 

  質問事項１、新病院についての１点目、結核モデル病床の設置についてのア、名

古屋大学医局から呼吸器内科医の派遣増員は具体的にどうなるのか及びイ、同大学

呼吸器内科の教育病院として位置づけられるとしているが具体的にはどうなるのか

でございますが、関連がありますのであわせてお答えさせていただきます。 

  結核モデル病床を設置することで名古屋大学医局からの専門医派遣の道が広がり、

結核等の感染症、肺がん、慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患全般に関する臨床研

修を実施する呼吸器内科医の教育病院として位置づけられることが今後可能になる

と考えております。そのためには新病院では呼吸器内科医の医師を５名と想定して

おりますが、医師確保につきましては今後も大学医局に積極的に働きかけを行って

まいります。 

  続きまして２点目、回復期リハビリテーション病床の設置についてのア、設置し

ない理由について及びイ、地域内医療機関等との連携についてでございますが、関

連がありますのであわせてお答えさせていただきます。結核モデル病床の設置によ

り、呼吸器疾患に対する医療体制の強化、呼吸器疾患患者の増加等が見込まれるこ

とから、急性期一般病床の病床数の再検討により増床が必要となり、また回復期リ

ハビリテーション病床については新たに常滑市民病院や国立長寿医療研究センター

等で回復期リハビリテーション病床を設置することが発表され、地域内の医療機関

等と連携する地域完結型の医療体制により回復期リハビリテーション病床の機能に

つきましては提供できるめどが立ったことから、新病院では設置しないこととした

ものでございます。 

  続きまして３点目、放射線治療装置の設置の延期についてのア、設置した場合の

効果で考えられることは何か及びイ、最新医療として設置し、特性のある病院とす

べきではないかでございますが、関連がございますのであわせてお答えさせていた

だきます。 

  新病院のがん治療への対応については、新病院の基本構想・基本計画において手

術等の外科的治療や化学療法等の内科的治療によるがんの標準的な治療を行えるよ

う対応を強化していくとしております。放射線治療装置を設置することは、手術や

化学療法に放射線治療を組み合わせた一連の治療を行えることになり、がん患者の

負担が減ることや医師確保にとっても魅力が高まる病院となるものと考えておりま

す。しかしながら、現時点におきましては放射線治療の需要見込みが大きくはなく、
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また放射線治療専門医確保の見込みが少ないことから、開院時には設置しないこと

とし、今後需要の増大や放射線治療専門医の確保にめどが立った時点で別棟に整備

する予定としたものでございます。 

  次にウ、将来設置した場合の財政支出はどのくらいかでございますが、一階の放

射線部門の南側に約５００平方メートルの放射線治療部門を建設した場合、建設費

として約２億５，０００万円、治療装置として約７億５，０００万円が必要と考え

ております。 

  続きまして４点目の基本計画の変更に伴う建設費についてでございますが、基本

計画からの主な変更は結核モデル病床の１０床の設置、回復期リハビリテーション

病床４５床を一般病床２５床に変更、放射線治療装置を開院時には設置せず将来の

需要や治療医にめどが立った時点で整備を行うこととしたものでございます。変更

に伴う建設費でございますが、医療機能強化として結核モデル病床の設置やＩＣＵ

病床等の充実に伴ういわゆる建設費の増額要素、放射線治療装置の延期に伴う減額

要素がそれぞれありますが、現在実施設計においてそれぞれの算定を行っていると

ころでございますのでよろしくお願いいたします。 

  続きまして５点目、医療ボランティアを活用する考えはあるかでございますが、

新病院の基本計画策定に当たり地域懇話会を設置し、住民、利用者の視点から助言

をいただきました。中でも市民自らが地域医療にかかわりを持ち、より親しみを持

って新病院に参画できるボランティア活動の受け入れを提言していただきました。

医療の質の向上、あるいは医療ボランティアの控室の確保など多くの方がこうした

ボランティアに参加していただける魅力のある病院を目指しますのでよろしくお願

いいたします。 

  ６点目の病児病後児保育を行う考えはあるかでございますが、平成２３年３月に

発表いたしました新病院建設基本構想・基本計画でお示しいたしましたのは、新病

院の医療従事者を対象とした病児病後児保育の実施についてでございます。両市の

保育行政の一環としての病児病後児保育事業については両市においてその運用を含

め協議を進めていただいているというふうに聞いておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  質問事項の２、後方支援病院についての１点目、どのような医療体制を考えてい

るのかでございますが、新病院と連携をする後方支援病院のあり方については、療
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養病床の確保等の医療のほか、福祉・介護・健康という観点からも地域に必要とさ

れる機能を検討することが重要であると考えております。知多市民病院の跡地にお

ける医療提供の方針が決定した時点において、その医療体制を検討してまいります

のでよろしくお願いいたします。 

  続きまして２点目、運営は西知多医療厚生組合が行うのかでございますが、知多

市民病院移転後の建物のあり方についてはさまざまな観点からの検討が必要である

と考えております。平成２５年度からその活用方法や運営主体についての検討を行

ってまいりますのでよろしくお願いいたします。 

  続きまして３点目、新病院とのシャトルバスの運行は考えているのかでございま

すが、知多市民病院の跡地の建物のあり方が決定し、その利用者が新病院と密に連

携が必要な場合にはコミュニティバスの運行計画を踏まえ、シャトルバスの導入に

ついて検討してまいりますのでよろしくお願いいたします。 

議長（田中雅章） 

  黒川議員、再質問または要望がありましたら、発言を許します。 

１２番議員（黒川親治） 

  新しい病院については本当に特性のある病院というんですかね、それがなければ

非常に今後の経営についても厳しくなるんじゃないかというように考えているわけ

ですが、それで再質問でお聞きしたいんですけれども、特に放射線治療の需要見込

みについては非常に需要見込みが大きくなくて放射線治療医の確保の見込みが少な

いということから開設時には設置しないと、将来はそういう整備を行うよと言って

いますけども、現在放射線治療を基本的にやっているところは全国で７カ所ぐらい

と聞いているわけですけれども、本格的にやっているところが。そういう中で今、

放射線治療について実施するということは、ある意味で非常に特性のある病院とい

う形で成り立つと思うんですよね。全国から患者が来ると。そういう１つの特徴を

持つべきではないかと思っています。特に放射線治療というのは悪性腫瘍に対する

治療と定位放射線治療装置の設置を検討するということにしておりますけども、政

府においてもがん対策基本法の中で重点的に取り組む課題としてこの問題を取り上

げております。そういう点で再度検討する必要があると思いますが、この辺の問題

をひとつお尋ねしたいと思います。 

  それから医療ボランティアの問題につきましては、先ほど地域懇話会の中で市民
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みずからが新病院でボランティア受け入れをすべきではないかという提言をされた

ということで、これについてはぜひ進めていただきたいと同時に新病院の診療に対

するサポーター的なボランティアの確立というのは非常に大事かと思いますけれど

も、これはぜひ進めていただきたいということでこれを要望としておきます。 

  次に病児病後児保育についてでありますが、先ほどの答弁では従業員については

考えているよと。しかし、一般の入院患者については今後協議を進めるということ

で、それでいいんですね。 

議長（田中雅章） 

  黒川議員に申し上げますけれど、質問事項と要旨をきちっと言っていただいて。

今は再質問なのか要望なのかはっきりわかりませんので、質問なら質問と。要望は

要望で聞きますから。 

１２番議員（黒川親治） 

  １点目は質問で、２点目は要望で、３点目は質問で。 

議長（田中雅章） 

  その後の要望はないということですね。 

１２番議員（黒川親治） 

  なしにします。時間が足りませんので。 

  ３点目はですね、病児病後児保育については患者に対しての病児病後児保育につ

いて今後検討するというお話ですが、具体的にはどういう形でされるのか。現在そ

れを進めてみえるのかどうかお尋ねしたいと思います。 

  次に後方支援病院についてでありますが、これを聞いていても具体的にはないと

思うわけですが、機能の検討について跡地が決まった時点でという回答があったわ

けですけれども、それがちょっとわからないですね。跡地をどうするのか、いわゆ

る西知多医療厚生組合として残していくのか、知多市に返して知多市としてこれを

検討するのか、その辺の問題をどういう形で答弁されているのかはっきり御答弁を

お願いしたいと思います。以上です。 

議長（田中雅章） 

  今の点なんですけど、要は、質問事項の要旨の何番目のことを言っているんです

か、今の跡地の問題は。 

１２番議員（黒川親治） 
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  大きな２の後方支援病院の知多市民病院についての、要旨の１番目。医療体制の

中で先ほどの答弁の中では跡地の利用法が決まった時点で検討するということだと

思ったんですが、その辺の問題を具体的に御答弁をお願いします。以上です。 

議長（田中雅章） 

  ということは、再質問が３点と要望が１点ということですね。 

  それでは再質問のほう答弁をお願いします。質問事項の１の３だと思うんですけ

れども。要は質問事項と質問項目を言っていただかないもんで、どこを質問された

かわからへんという、答弁者が。例えば１の３ですとか、そういう言い方をしてい

ただかんと。 

  最初から、多分１の３だと思うんですが、これでよろしいんですか、１の３。放

射線治療装置の設置の延期について。 

１２番議員（黒川親治） 

  最初の質問は１の３ですね。次は要望がいわゆる。 

議長（田中雅章） 

  要望はいいです。再質問のほうだけで。 

１２番議員（黒川親治） 

  １の６、病児病後児保育についての再質問。それから大きな２の１ですね。どの

ような医療体制を考えているかの中の再質問です。以上です。 

議長（田中雅章） 

  再質問は、３点ということでよろしいですね。 

総務部長（下村一夫） 

  再質問の１点目、放射線治療装置の延期に関する御質問でございますけれども、

今回放射線治療装置は延期いたしましたが、近隣では市立半田病院、それから大府

にあります国立長寿医療研究センター、それから中京病院等々がございます。そう

いったところに行っていただかなくてはいけませんけれども、放射線治療を受ける

ことは可能というふうに考えております。 

  それから次の２点目の病児病後児保育というところで、保育行政の一環としての

位置づけについては両市のほうで今いろいろと御検討いただいておるというふうに

お答えさせていただきました。それで患者というところに関しましてはこれはプレ

イルーム、要は子どもさん、入院患者さんの問題であればそれは保育という概念で
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はなくて治療の中で、あるいはお子さんのプレイルーム等は小児科病棟等にありま

すので、ちょっとそういったところかなと思います。 

  それから３点目の知多市民病院の跡地における医療体制ということでございます

けれども、先ほどお答えさせていただきましたのは、１つ医療としては療養病床の

確保という点などがありますし、またそのほか、いわゆる福祉の面や介護あるいは

健康という面での活用といういろいろな視点から今後検討がされるというふうにお

答えさせていただいたところでございますので、よろしくお願いいたします。 

議長（田中雅章） 

  それでは、以上で１２番黒川親治議員の一般質問を終わります。 

  続いて４番石丸喜久雄議員の発言を許します。 

４番議員（石丸喜久雄） 

  議長のお許しを得ましたので通告しております一般質問をさせていただきます。 

  質問事項１、東海市民病院についての質問です。 

  新病院建設に伴い、東海市民病院本院は同分院へ移転統合し、病床数２５７床の

東海市民病院となって５月７日から外来診療を再開しました。統合後の東海市民病

院は当然のこと、分院当時に比べ患者がふえて混み合い、待ち時間が長い、駐車場

が満車でとめるところがない等の利用者の声があると聞き及んでいるところでござ

います。そこで以下６点質問します。 

  １点目、ことし５月の本院移転後における入院外来患者数の状況はどうか。２点

目、病院の混雑緩和及び待ち時間短縮のために実施している対策とその効果はどう

か。３点目、駐車場の収容台数は職員用と外来者用それぞれ何台分確保されている

か、また充足しているか。４点目、駐車場内に放置自動車は何台あるか。また、市

条例に基づく適切な処理は実施されているか。５点目、ことし５月の本院移転後市

民からの苦情や要望はどのようなものがあるか。６点目、本院移転後半年経過した

が、想定していなかった問題や新たに出た課題はあるか。また、新病院開院までの

今後約２年半を見据え、取り組むべき課題はあるか。以上をお伺いして１回目の質

問を終わります。 

管理者（加藤功） 

  石丸喜久雄議員の御質問にお答えいたします。 

  御質問事項１、東海市民病院についてでございますが、本年５月の本院移転につ
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きましては、東海、知多両病院における医療機能の分担、集約を含め、新病院開院

までのステップを踏まえた移転として実施しております。今後市民病院開院までの

約２年半は、新病院への助走期間と位置づけておりますので、新病院が知多半島医

療圏北西部地域の中核病院としての役割を果たしていけるよう、必要な人材確保、

人材育成や地域連携の強化を東海、知多両市民病院が一体となって推進する必要が

あるものと考えております。 

  御質問事項に対する答弁につきましては担当局長から答弁させますので、よろし

くお願いいたします。 

東海市民病院事務局長（天木洋司） 

  質問事項１、東海市民病院についての１点目、ことし５月の本院移転後における

入院外来患者数の状況はどうかでございますが、５月から９月までの合計で入院患

者数は一般病床１万４，９４２人、１日平均では９８人。療養病床５，６９２人、

１日平均では３７人。合計入院患者数２万６３４人、１日平均では１３５人でござ

います。外来患者数は６万１，８１３人、１日平均では６００人でございます。 

  続きまして２点目、病院の混雑緩和及び待ち時間短縮のため実施している対策と

その効果はどうかでございますが、５月の本院移転後、会計窓口や採血室前で混雑

が目立ったため、椅子の配置などの見直しを行い、採血室前の混雑はかなり解消し

てまいりました。会計窓口につきましては施設の構造上困難な面はありますが、案

内方法、窓口運用等を改善し、混雑解消に努めているところでございます。また待

ち時間の短縮につきましては、診療上やむを得ず待ち時間の長くなる診療科もござ

いますので、診療の進み具合を当該診察室入り口に表示したり、予約外の方の診療

見込み時刻を記入したカードをお渡しするなど御理解いただくよう努めているとこ

ろでございます。 

  続きまして３点目、駐車場の収容台数は職員用と外来者用それぞれ何台分確保さ

れているか。また、充足しているかでございますが、移転前は４４３台分の駐車場

でございましたが、移転に伴う駐車場対策として近隣の民間駐車場を借り上げ、職

員用として３５９台、患者用として２１８台の合計５７７台分を確保しております。

また、７月に車椅子用駐車場の増設、駐車場ラインの引き直し等の対策を実施し、

曜日や時間帯によっては若干混雑することもございますが、おおむね現時点では充

足しているものと認識をいたしております。 



１８ 

  続きまして４点目、駐車場に放置自動車は何台あるか。また、市条例に基づく適

切な処理は実施されているかでございますが、現在、病院北側駐車場内に放置自動

車は１３台ございます。また、これらの放置自動車の処分につきましては、本年２

月に警察に該当車両の犯罪歴の確認を行うなど事務処理を進めているところでござ

います。今後は東海市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例に基づ

き、放置自動車の廃物認定手続を進め、撤去処分を行ってまいります。 

  続きまして５点目、ことし５月の本院移転後、市民からの苦情や要望はどのよう

なものがあるかでございますが、院内に設置した御意見箱には、移転後１０月４日

回収分までの累計で職員対応へのお礼の言葉なども含め、５１件の御意見をいただ

きました。そのうち苦情や要望といたしましては、総合受付前が混雑するなど施設

設備関係が１９件、待ち時間が長いなど診察関係が１２件、職員の接遇関係が１１

件といった状況で口頭、電話等による苦情・要望もほぼ同様の傾向でございました。

なお、移転当初は施設設備関係の苦情・要望が多く寄せられましたが、最近では苦

情・要望全体が大幅に減少している状況でございます。 

  続きまして６点目、想定していなかった問題や新たに出た課題、新病院開院に向

けて取り組むべき課題でございますが、想定していなかった課題は移転後の入院・

外来患者数が半年を経てもなかなか回復してこないことでございます。原因といた

しましては、内科医師の退職等によるものと考えております。新たに出た課題とい

たしましては、９月末に小児科の常勤医師が退職したことでございます。そのため

当院の特色でございました心理発達外来が実施できなくなり、また小児科常勤医師

が１人となったことで医師等医療スタッフへの負担増を招き、小児救急医療体制や

周産期医療体制の安定的な維持が難しくなっている状況でございます。 

  次に新病院開院に向けて取り組むべき課題でございますが、今後、新病院で提供

する急性期医療体制構築に向けて、東海、知多両市民病院で一体的な連携のもと、

医師、看護師等の人材確保、研修強化による専門看護師や医療技術員等の人材育成、

地域医療連携の強化が必要と考えております。また東海、知多両市民病院がそれぞ

れ築いてきた風土、文化の違いを共通理解し、統合に向けた職員交流を各部門で推

進する必要があると考えております。以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  石丸議員、再質問または要望がありましたら、発言を許します。 
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４番議員（石丸喜久雄） 

  再質問はございませんが、要望を１点述べさせてもらいます。 

  新病院開院までの２年半ですが、今後も安全安心な医療の提供と、また厳しい条

件の中でございますが、できる限りの快適な環境での診療を提供して努力していた

だきますよう要望して終わります。 

議長（田中雅章） 

  以上で４番石丸喜久雄議員の一般質問を終わります。 

  続いて９番江端菊和議員の発言を許します。 

９番議員（江端菊和） 

  それでは議長のお許しをいただきましたので、さきに通告しました１点につきま

して質問させていただきます。 

  去る８月２２日に開催されました全員協議会におきまして、新病院建設の進捗状

況について報告がなされ、新病院基本設計の概要について、また基本設計からの主

な変更点等について説明をいただきました。建設計画については建設場所の変更な

どに時間を要したこともあり、平成２７年度の新病院開院に向けて大変厳しいスケ

ジュールで建設工事を進める必要があると心配しているところであります。本年度

は実施設計と旧東海市民病院の解体工事を行い、平成２５年度、２６年度に建設工

事を進めると聞いており、両市民病院を統合する新病院を市民ができるだけ早く利

用できることが求められております。病院建設工事については順調に進捗すること

を願っております。 

  一方、新病院の医療スタッフ等のソフト面での開院準備は順調に進んでいるので

しょうか。市民からの新病院に対する思いや盛り上がりについて、やや欠ける面が

見受けられます。今度建設される病院は東海市の病院なのかとか、あるいは南知多

厚生病院を運営している農協がつくる病院なのかという声も聞かれます。新しい病

院はみんなの市民病院であるということを認識していただくためにも、市民病院の

名称について考える時期に来ているのではないかと思います。 

  そこで１点目として、市民病院の名称についてどのように考えられているのか。

また、今後のスケジュールについて伺います。次に２点目として医療組織体制の人

材確保について伺います。基本計画の主な変更点の中で結核モデル病床の設置をす

ることになり、そのことにより名古屋大学医局から呼吸器内科医の派遣増員や同大
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学呼吸器内科の教育病院として位置づけられるとあります。病院の建物は時期が来

ればでき上がると思いますが、その中で仕事をされる医療スタッフの確保は大変な

ことであるということは認識しております。そこで医療組織体制の人材確保につい

てどのように考えられているのか。また、今後のスケジュールについて伺います。 

管理者（加藤功） 

  江端菊和議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  御質問事項１、新病院開院に向けた今後のスケジュールについてでございますが、

市民の命と健康を守っていくための重要な役割を担う新病院建設は着実に進めてい

かなければなりません。施設建設に向けたスケジュールについては大変厳しい工程

がありますが一定のめどが立ちつつあります。一方、市民の新病院への機運の盛り

上がりや医療スタッフの組織体制については、今後多くの皆様方の助言をいただき

ながら進めていかなければならないと考えております。 

  各質問事項に対する答弁につきましては担当部長から答弁させますのでよろしく

お願いいたします。 

総務部長（下村一夫） 

  質問事項の１、新病院開院に向けた今後のスケジュールについての１点目、新病

院の名称についてでございますが、平成２５年度は新病院建設工事に着手する時期

で市民へのＰＲを初めとして職員募集のためや職員の新病院への愛着、開院に向け

た参加意識の向上のためにも今年度中に名称を決定したいと考えております。名称

の決定に当たりましては、御質問にもございました既設の病院と混同しないような

名称、知多半島医療圏北西部の急性期医療を提供する中核病院としてのイメージが

でき、新病院が将来にわたり多くの人に愛され、親しんでいただける名称を広く募

集してまいります。また、病院職員にも新病院開院に向け、より参加意識を高める

ために名称決定へ参加を求めます。そして外部有識者を含んだ名称選考委員会を設

置し、最終的に選考してまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

  続きまして２点目、医療組織体制の人材確保についてでございますが、新病院建

設基本構想・基本計画で想定しております医療機能を考慮いたしますと、医師及び

看護師の人材が課題であると考えております。医師に関しましては派遣元である大

学医局との関係が重要で、両病院長が定期的に大学を訪問し、両病院の現在の診療

状況や新病院の機能や規模といった内容を御説明する中で、新病院の施設整備など
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に対する御意見をお聞きしております。ことしの夏の訪問時には新病院の具体的な

建設イメージ図の案をお示しする中で施設設計などにも関心を示されるなど、新病

院に対する意識が高まった感触がございました。引き続き医師派遣につながるよう

取り組んでまいります。看護師につきましても県内の看護大学、看護専門学校に両

看護部長が訪問し、現病院への就職ばかりでなく新病院の説明などを丁寧に行うと

ともに、民間の看護師募集フェアや説明会にも両病院が共同して参加するなど、看

護師確保策を次年度以降も引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

議長（田中雅章） 

  江端議員、再質問または要望がありましたら、発言を許します。 

９番議員（江端菊和） 

  それでは御答弁いただきました中から３点について再質問させていただきます。 

  まず１点目ですけれども、新病院の名称について先ほど、外部有識者を含んだ名

称選考委員会を設置して最終決定するという答弁がございました。現時点で考えら

れている委員会の構成メンバーと今後の予定についてお伺いいたします。 

  次に人材確保についてから２点目といたしまして、今現在医師の確保について院

長先生方が定期的に大学を訪問し大学側も新病院に対する意識が高まっているとの

感触を得られているようでございますが、現在まで得られた感触についてお伺いし

たいと思います。 

  ３点目として看護師の確保についても引き続き努力されるということでございま

すが、今回知多市立看護専門学校が組合へ事業移管される方向で確認がなされてお

ります。そこで看護学校の組合移管に関連した看護師の人材確保についてお伺いを

したいと思います。以上、３点お願いいたします。 

総務部長（下村一夫） 

  再質問の１点目、名称選考委員会の構成メンバーと今後の予定ということにお答

えさせていただきます。委員会の構成メンバーは外部有識者としては新病院開院ア

ドバイザーのお二人を想定しております。また内部委員といたしましては副管理者

である両市副市長、両病院長を予定しております。今後の予定でございますが、早

急に募集要項等を整備し、１カ月程度の一般からの募集期間を設け、その後両病院

職員の参加を経て名称選考委員会の意見を踏まえた上で来年３月までには新病院の

名称を決定したいというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。 
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知多市民病院院長（種廣健治） 

  ２点目、大学側から得られた感触についての再質問にお答えいたします。 

  新病院の開院に至るまでの工事のスケジュールなどを御説明する中で、着実に事

業が進んでいる印象を持たれ、新病院の開院に向け新たに派遣するための人材を確

保していく必要があるとの認識をいただいている感触はございます。しかし現状に

おきましては大学側から派遣できる人材に限りがあるとの御発言もあり、今後も引

き続き要請を続けていく必要があるとの認識をしておりますのでよろしくお願いい

たします。 

総務部長（下村一夫） 

  ３点目の再質問の看護師の人材確保についての御質問でございますけれども、知

多市立看護専門学校の本組合への事業移管につきましては両市において平成２６年

度から組合へ事業移管する方向で基本確認がなされたもので、今後詳細な検討を進

めていく必要があると認識しております。新病院開院に向けた看護師確保の大きな

柱は同看護専門学校の卒業生で、今後新病院開院までに５０人程度が知多市民病院

への就職を予定されております。また新病院開院後におきましては同看護専門学校

はもとより、新病院開院後の平成３１年度からは東海市内に学部新設されると報道

されております日本福祉大学看護学部からの採用も期待できるものと考えておりま

す。以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  江端議員、要望がありましたら発言を許します。 

９番議員（江端菊和） 

  それでは最後に要望を申し上げまして私の質問を終わりたいと思います。 

  新病院建設につきましては大変厳しい工程ではありますが、着実に進めていくと

のことでございますので確実に進められるようお願いしたいと思います。新病院の

名称につきましても今年度中に決定していくとのことでありますので、市民に愛さ

れ、また親しまれる病院の名称となるよう考えていただきたいと思います。そして

医療組織体制の人材確保についてでありますが、やはり医師及び看護師の確保とい

うのが一番難しい課題ではないかと思っております。現在院長先生方が努力されて

いるようでありますが、やはりいい先生に来ていただかないと患者さんも集まらな

いと思います。看護師についてもどこの病院も看護師の確保に頭を悩ませていると
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聞いております。今回知多市立看護専門学校が組合へ事業移管されますが、新たに

東海市に日本福祉大学看護学部が新設されることにより、看護学校のあり方につい

てもよくよく検討する必要があるのではないかと思っております。この新病院につ

いては多くの費用を使い、そして市民の方もせっかくつくるならいい病院をつくっ

てほしいと思っておりますので、市民の期待に応えていただくよう管理者を初め院

長先生方の努力をお願いいたしまして、私の質問を終わります。 

議長（田中雅章） 

  以上で９番江端菊和議員の一般質問を終わります。 

  以上をもちまして一般質問を終わります。 

  それでは暫時休憩したいと思います。 

                                 

（休憩 午前１０時２９分） 

（再開 午前１０時４０分） 

                                 

議長（田中雅章） 

  それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第５、認定第１号「平成２３年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算

認定について」から日程第７、認定第３号「平成２３年度西知多医療厚生組合病院

事業会計決算認定について」までの３案を一括議題といたします。 

  議事日程の順序に従い提出者から提案理由の説明を願います。 

総務部長（下村一夫） 

  ただいま上程されました認定第１号「平成２３年度西知多医療厚生組合一般会計

歳入歳出決算認定について」及び認定第２号「平成２３年度西知多医療厚生組合衛

生事業特別会計歳入歳出決算認定について」は、地方自治法第２９２条において準

用する同法第２３３条第３項の規定により議会の認定をお願いするものであります。 

  初めに認定第１号、平成２３年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算認定

について御説明申し上げます。２ページをお願いいたします。 

  歳入の合計は２８億３，１３１万３，５３７円、歳出の合計は２８億６７７万１，

０８２円で、歳入歳出差引残額は２，４５４万２，４５５円でございます。 

  なお、詳細につきましては、担当課長より御説明申し上げます。 
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総務課長（蒲田重樹） 

  平成２３年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算の補足説明につきまして

は、決算書６ページの事項別明細書により御説明申し上げます。 

  歳入から御説明申し上げます。１款分担金及び負担金の１項１目１節の負担金に

つきましては、予算現額２６億６，０７１万１，０００円に対しまして収入済額２

６億６，０７１万１，０００円でございます。内訳といたしましては、組合規約第

１１条の規定に基づき、衛生事業特別会計負担金でありますし尿処理施設維持管理

費につきましては投入量割で算出した額、それ以外の経費につきましては均等割で

算出した額とし、東海市から１４億１，３０５万１，０００円を、知多市から１２

億４，７６６万円をそれぞれ負担していただいたものでございます。 

  ２款財産収入の１項１目１節の物品売払収入につきましては、予算現額１万円に

対しまして収入済額５万８，８２０円で、これは公用車の売払収入でございます。 

  ３款繰越金の１項１目１節の繰越金につきましては、平成２２年度決算において

経営企画費の委託料が見込みより少なかったことなどにより、当初予算額２，６０

０万円に２７６万円を追加する予算の補正を行ったため、予算現額は２，８７６万

円になり、これに対しまして収入済額は２，８９０万７，４８０円でございます。 

  ４款諸収入の１項１目１節の預金利子につきましては、予算現額１，０００円に

対しまして収入済額は３万６０４円でございます。 

  ８ページをお願いいたします。２項１目１節の雑入につきましては、予算現額１

億５，０００万５，０００円に対しまして収入済額は１億４，１６０万５，６３３

円で、予算現額に対しまして８３９万９，３６７円の減でございます。この減収に

つきましては、予算積算時に見込んでおりました前年度病院事業会計繰出金返還金

が当初の見込みより少なくなったことなどによるものでございます。 

  以上、歳入合計は予算現額２８億３，９４８万７，０００円に対しまして収入済

額は２８億３，１３１万３，５３７円で、差し引き８１７万３，４６３円の収入減

となったものでございます。 

  続きまして歳出について御説明申し上げます。１０ページをお願いいたします。 

  １款議会費の１項１目議会費につきましては、支出済額１８４万６，３３７円、

執行率８９．０％でございます。 

  １節報酬の５３万１，８２５円につきましては、組合議員１４人分の報酬でござ
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います。 

  ９節旅費の８９万１，３８０円につきましては、組合議会行政視察における費用

弁償でございます。 

  １１節需用費の２６万２，４３２円につきましては、事務用消耗品の購入、議場

の音響設備の修繕などの費用でございます。修繕料において予算積算時に予定して

おりませんでした議場の音響設備の修繕により、予算に不足が生じ、９節旅費から

流用したものでございます。 

  ２款総務費の１項１目一般管理費につきましては、支出済額２５億４，０８６万

１，４５６円、執行率９９．５％でございます。 

  １節報酬の３４万１，１６３円につきましては、管理者を初め４人の特別職の報

酬１５万６，０００円、監査委員２人の報酬１８万５，１６３円でございます。 

  ２節給料１，９８７万６，４００円、３節職員手当等１，１８８万１，２３９円、

１２ページをお願いいたします。４節共済費のうち共済組合負担金６４２万８，３

６９円の計３，８１８万６，００８円が総務課職員５人分の人件費でございます。

４節共済費の地方公務員災害補償基金負担金の１０万５，５７７円につきましては

衛生センター以外の総務部職員の公務上の災害または通勤による災害に対する補償

を組合にかわって行う地方公務員災害補償基金への負担金でございます。 

  １０ページにお戻りください。２節給料の不用額５５万４，２０２円につきまし

ては２３年４月１日付の人事異動において予算積算時の見込みより給料月額の低い

職員が配置されたことによるものでございます。３節職員手当等の不用額２５２万

７６１円につきましては時間外勤務手当が見込みより少なかったことでございます。 

  １２ページをお願いします。４節共済費の共済組合負担金につきましては、共済

組合の負担金の財源率が予算積算時の見込みより高くなったことにより予算に不足

が生じ、２節給料から流用したものでございます。 

  １１節需用費の１６９万８，６６９円につきましては、事務用消耗品の購入、公

用車のガソリン代、事務用備品及び施設の修繕などの費用でございます。 

  １２節役務費の２１０万８，５０４円につきましては、電話、ファクシミリの料

金、施設間事務ネットワーク回線料などの通信運搬費、公用車の登録手数料などの

手数料、自動車保険料などでございます。 

  １３節委託料の４８２万３，８９７円につきましては、公平委員会事務委託料を
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初め１１件の委託料でございます。 

  １４節使用料及び賃借料の２６３万８，２３０円につきましては、施設間事務ネ

ットワーク事務機器借上料などでございます。 

  １４ページをお願いいたします。１５節工事請負費の４０１万１，０００円につ

きましては、電話設備の更新工事、空調機の更新工事の費用でございます。 

  １８節備品購入費の１５９万４，９５０円につきましては、公用車においては乗

用自動車１台を、事務用備品におきましては事務用端末機２台を購入したものでご

ざいます。事務用端末機につきましては当初予算積算時には購入を予定しておりま

せんでしたが、２４年４月から２人増員されることから公用車の請負残と１５節工

事請負費から流用にて対応し、３月に急遽購入したものでございます。 

  ２２節補償、補填及び賠償金の１５万８，４５２円につきましては、公用車の事

故に伴う損害賠償が発生したことによるものでございます。自動車事故損害賠償金

につきましては当初予算時に見込んでおりませんでしたので、２節給料からの流用

にて対応したものでございます。 

  ２３節償還金、利子及び割引料の１億４，１４０万５，９３５円につきましては、

前年度病院事業会計負担金返還金でございます。この返還金につきましては知多市

民病院から知多市へ返還したもので、当初の見込みより少なくなったため８５９万

４，０６５円の不用額が生じたものでございます。 

  ２８節繰出金の２３億４，３４３万７，０００円につきましては、衛生事業特別

会計に２億４，３４３万７，０００円を、病院事業会計に２１億円を支出したもの

でございます。 

経営企画課長（早川幸宏） 

  ２項１目経営企画総務費につきましては再任用短時間勤務職員１名の採用のため、

２節給料１７７万円、３節職員手当等６６万円、４節共済費３３万円の計２７６万

円を補正し、予算額１億２，５３０万７，０００円を１億２，８０６万７，０００

円に増額したものでございます。支出済額１億２，３７９万８，５１３円、執行率

９６．７％でございます。 

  ２節給料、３節職員手当等、４節共済費は総務部長、経営企画課、新病院建設課

職員９名分の人件費と臨時職員１名分の法定福利費でございます。なお、４節共済

費につきましては、共済組合負担金のうち短期経理及び長期経理の負担金の負担割
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合が予算積算時の見込みより高くなったことなどにより予算に不足が生じたため、

２節給料、３節職員手当等から流用いたしました。 

  ７節賃金につきましては、臨時職員１名分の賃金でございます。 

  １６ページをお願いします。８節報償費につきましては、外部委員として両市の

医師会、歯科医師会等の医療関係者の代表による知多半島医療圏北西部における医

療提供体制の体系的な整備改善を目指して、当地域の課題を共有して具体的な方策

を検討する地域医療連携会議の委員に対し支払った報償費でございます。不用額１

７万３，０００円は、予算は会議開催予定を５回見込んでおりましたが、実際には

３回開催したことによるものでございます。 

  ９節旅費につきましては、職員の出張旅費と地域医療連携会議委員の費用弁償で

ございます。不用額１５７万５１円につきましては、地域医療連携会議委員２０名

で医療機関の機能分担と連携促進に関する先進地視察を予定していましたが、実施

できなかったことによるものでございます。会議ではこの地域に近いうち起こる可

能性が非常に高い巨大地震の際に、当初の建設予定地では医療機能を維持すること

が困難になるなどの理由による予定地変更、また新病院の医療機能の議論に終始し、

本来の議論が進まなかったことから、視察については実現できませんでした。 

  １１節需用費につきましては、消耗品は事務用品など、印刷製本費は広報登載３

回分と建設予定地を変更した新病院の概要と基本設計概要書の印刷、食糧費は会議

用のお茶の食糧費を支出しました。不用額１８１万９，７０７円の主な理由は、印

刷製本費において医療関係者及び市民説明用資料、看護師等職員募集のためのＰＲ

用に新病院建設基本構想・基本計画の冊子及び概要版の印刷製本を予定しておりま

したが、建設予定地変更に伴い基本設計が年度終盤までかかり、一部実施を見送っ

たことによるものでございます。 

  １３節委託料につきましては、新病院運営計画等策定支援、過渡期における医療

等再編業務支援を委託したものでございます。不用額３８万９，０００円は請負執

行残でございます。 

  １４節使用料及び賃借料につきましては、視察出張の有料道路通行料を支出いた

しました。 

新病院建設課長（勝﨑当仁） 

  ２項２目新病院建設費につきましては、支出済額１億４，０２６万４，７７６円、
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執行率９０．９％でございます。 

  ８節報償費につきましては、予算積算時には予定されておりませんでした建設予

定地、これは緑町の場合なんですが、建設予定地の津波検証のためにプロポーザル

審査会アドバイザーとして海岸工学の専門家の教授１名に審査会に参加してもらう

ため１３節委託料から５万円を流用しました。また、新病院の医療や運営、病院設

計や建設について専門家の立場で助言や提言をいただくために新病院開院アドバイ

ザー２名分を１１月補正により５万円増額いたしました。支出内容は基本設計プロ

ポーザル審査会委員延べ１０回分、新病院開院アドバイザー２回分の報償費でござ

います。 

  ９節旅費につきましては、先進病院視察や研修等の出張旅費です。不用額の主な

理由は、県内や近隣県の病院視察は庁用車を利用したため執行が少なかったもので

ございます。 

  １１節需用費のうち消耗品費につきましては事務用消耗品代です。食糧費につき

ましては、基本設計プロポーザルの審査会が１日になったため、外部の審査会委員

の昼食代です。 

  １３節委託料につきましては、報償費に５万円を流用しております。調査測量設

計監理委託料のうち、設計委託料は新病院基本設計業務委託です。調査測量設計監

理委託料のうち、調査等委託料は新病院建設予定地付近の津波シミュレーション委

託と新病院建設予定地測量委託、そして地質調査委託の３件でございます。 

  １４節使用料及び賃借料につきましては、自動車借上料から１１月補正により５

万円を減額いたしました。自動車借上料は、新病院開院アドバイザーのタクシー代

です。有料道路通行料は視察や出張時の有料道路通行料です。会場使用料は基本設

計プロポーザル審査会の会場使用料です。不用額の主な理由は基本設計プロポーザ

ル外部審査会委員のタクシー代を予定しておりましたが、公共交通機関や自家用車

でみえたため、不用になったものでございます。 

総務課長（蒲田重樹） 

  ３款公債費の１項１目利子の２３節償還金、利子及び割引料につきましては、資

金の一時借り入れを行わなかったことから支出はございませんでした。 

  １８ページをお願いいたします。４款予備費につきましても支出はございません

でした。以上、歳出合計といたしましては、予算現額２８億３，９４８万７，００
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０円に対しまして支出済額２８億６７７万１，０８２円、執行率９８．８％で３，

２７１万５，９１８円の不用額となったものでございます。 

  ２０ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。 

  １歳入総額は２８億３，１３１万３，５３７円、２歳出総額は２８億６７７万１，

０８２円、３歳入歳出差引額は２，４５４万２，４５５円でございます。４翌年度

に繰り越すべき財源はございません。よって、５実質収支額は２，４５４万２，４

５５円となったものでございます。 

  ２２ページをお願いいたします。財産に関する調書でございます。 

  １公有財産の（１）土地及び建物における決算年度末現在高につきましては、土

地は７万２，９１８．５６平方メートルで変動はございません。建物につきまして

も３，７２４．０４平方メートルで変動はございません。（７）出資による権利に

おける決算年度末現在高につきましては、こちらも１０億円で変動はございません。 

  ２物品における決算年度末現在高につきましては、乗用自動車においては２３年

度に１台取得し２台に、貨客兼用自動車においては２３年度に１台廃車としゼロに

それぞれ変動し、他のものについては前年度末と同じでございます。 

  ３債権、４基金はございません。 

  なお、決算書に添付いたしました平成２３年度主要施策報告書につきましては参

考としてごらんいただき、説明を省略させていただきます。以上でございます。 

総務部長（下村一夫） 

  続きまして、認定第２号「平成２３年度西知多医療厚生組合衛生事業特別会計歳

入歳出決算認定について」御説明申し上げます。 

  ２ページをお願いいたします。歳入の合計は２億６，１３７万８，３７４円、歳

出の合計は２億２，８９２万９，６６２円で、歳入歳出差引残額は３，２４４万８，

７１２円でございます。 

  なお、詳細につきましては衛生センター所長より御説明申し上げます。 

衛生センター所長（蒲田重樹） 

  平成２３年度西知多医療厚生組合衛生事業特別会計歳入歳出決算の補足説明をさ

せていただきます。 

  こちらにつきましては決算書６ページ、事項別明細書により御説明申し上げます。 

  １款使用料及び手数料の１項１目１節の事業総務使用料につきましては、収入済
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額９，０００円でございます。これは中部電力株式会社、西日本電信電話株式会社

への電柱、電話柱に係る土地の使用料でございます。 

  ２款財産収入の１項１目１節の物品売払収入につきましては、収入済額３万５，

８４０円で、これは公用車の売払収入でございます。 

  ３款繰入金の１項１目１節の繰入金につきましては、収入済額２億４，３４３万

７，０００円でございます。 

  ４款繰越金の１項１目１節の繰越金につきましては、予算現額１，４００万円に

対しまして収入済額１，７８４万２，６３０円で、予算現額に対しまして３８４万

２，６３０円の増でございます。この増につきましては、平成２２年度決算におい

て処理用薬品類の消耗品費、燃料費、光熱水費の支出が見込みを下回ったことなど

によるものでございます。 

  ８ページをお願いいたします。５款諸収入の１項１目１節の雑入につきましては、

収入済額５万３，９０４円で、これは再任用職員の雇用保険被保険者負担金でござ

います。以上、歳入合計は予算現額２億５，７４９万５，０００円に対しまして、

収入済額２億６，１３７万８，３７４円で、差し引き３８８万３，３７４円の収入

増になったものでございます。 

  続きまして歳出について御説明申し上げます。 

  １０ページをお願いいたします。１款衛生費の１項１目事業総務費につきまして

は、支出済額６，７７８万５，８３６円、執行率９５．８％でございます。 

  ２節給料２，４５９万２，５６４円、３節職員手当等３，３９８万９，２３６円、

４節共済費のうち共済組合負担金６０６万７，４０９円、法定福利費１３６万１，

７４５円の計６，６０１万９５４円が衛生センター職員８人分の人件費でございま

す。４節共済費の地方公務員災害補償基金負担金の１２万８，４２９円につきまし

ては、衛生センター職員の公務上の災害または通勤による災害に対する補償を組合

にかわって行う地方公務員災害補償基金への負担金でございます。 

  ３節職員手当等の不用額２１８万６，７６４円につきましては、時間外勤務手当

が見込みより少なかったことなどによるものでございます。 

  ４節共済費につきましては、法定福利費において健康保険の保険料率の引き上げ

により予算に不足が生じ、１８節備品購入費から流用したものでございます。 

  １１節需用費につきましては、消耗品費においてトナーなどプリンター用消耗品
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が当初の見込みより多くなったため予算に不足が生じ、９節旅費、１４節使用料及

び賃借料、１８節備品購入費、１９節負担金、補助及び交付金から流用したもので

ございます。 

  １２節役務費につきましては、手数料において公用車の更新に伴う手数料などが

見込みより高く、予算に不足が生じ流用したものでございます。 

  １３節委託料につきましては、職員の一般健康診断の１人当たりの費用が当初の

見込みより高く、予算に不足が生じ流用したものでございます。 

  １２ページをお願いいたします。１項２目し尿処理費につきましては、支出済額

１億６，１１４万３，８２６円、執行率８７．２％でございます。 

  １１節需用費につきましては、支出済額４，３２５万５，４８３円、執行率８７．

４％、不用額６２４万９，５１７円でございます。この不用額につきましては、消

耗品費において塩化第二鉄、苛性ソーダなどの処理用薬品の使用量の減や単価が見

込みより低かったことによるもの、また光熱水費においては使用する電気量が見込

みより少なかったことなどによるものでございます。 

  １２節役務費につきましては、支出済額１３１万１，７１２円、執行率６１．８％、

不用額が８０万９，２８８円でございます。この不用額につきましては、焼却灰の

搬出量が減り、焼却灰処理手数料が減となったことによるものでございます。 

  １３節委託料につきましては、水質検査委託料を初め１１件の委託料で、支出済

額１，９７０万１，７９０円、執行率８４．３％、不用額３６８万２，２１０円で

ございます。この不用額につきましては、槽清掃委託、水質検査委託などの請負残

によるものでございます。 

  １４節使用料及び賃借料につきましては、焼却灰運搬用のトラック借上料で、支

出済額９９万７，５００円、執行率７１．４％、不用額３９万９，５００円でござ

います。この不用額につきましては、焼却灰の搬出量が減ったことに伴い、運搬用

トラックの借上台数が減となったことによるものでございます。 

  １５節工事請負費につきましては、支出済額９，４９７万２，５００円、執行率

８８．５％、不用額１，２３５万３，５００円でございます。この不用額につきま

しては計画修繕工事における請負残によるものでございます。 

  １４ページをお願いいたします。２款公債費の１項１目利子の２３節償還金、利

子及び割引料につきましては、資金の一時借り入れを行わなかったことから支出は
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ございません。 

  ３款予備費におきましても、支出はございませんでした。 

  以上、歳出合計といたしまして、支出済額２億２，８９２万９，６６２円、執行

率８８．９％で２，８５６万５，３３８円の不用額となったものでございます。 

  １６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。 

  １歳入総額は２億６，１３７万８，３７４円、２歳出総額は２億２，８９２万９，

６６２円、３歳入歳出差引額は３，２４４万８，７１２円でございます。４翌年度

へ繰り越すべき財源はございません。よって、５実質収支額は３，２４４万８，７

１２円となったものでございます。 

知多市民病院事務局長（小川隆二） 

  認定第３号「平成２３年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定について」

は、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、議会の認定をお願いするもので

あります。 

  それでは、認定第３号「平成２３年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定

について」御説明申し上げます。 

  初めに１８ページをお願いいたします。平成２３年度西知多医療厚生組合病院事

業報告書の１概況の（１）総括事項でございますが、平成２３年度の病院事業は新

病院建設準備に伴う東海市民病院の医療機能を知多市民病院、東海市民病院分院へ

移転するため、それぞれの病院の施設修繕工事や東海市民病院の荷量調査を行いま

した。診療体制では、移転に伴う整形外科の入院・手術の集約調整や、脳神経外科

常勤医の確保を行いました。経営改善の取り組みとしては、給食業務委託、医事業

務委託の共同入札の実施や薬品、診療材料の共同購入を行いました。ア東海市民病

院・東海市民病院分院ですが、患者の利用状況は入院延患者数７万５，１３３人、

１日平均２０５．３人、外来延患者数１８万１，１５９人、１日平均７４２．５人

で、当初予定量と比較して入院患者数１万１４５人、１日平均２７．７人、外来患

者数は１万８，９２１人、１日平均７７．５人がそれぞれ少なくなりました。 

  次にイ知多市民病院ですが、患者の利用状況は、入院延患者数６万２，１３９人、

１日平均１６９．８人、外来延患者数１４万３，７７６人、１日平均５８９．２人

で、当初予定量と比較して、入院患者数７，４０１人、１日平均２０．２人、外来

患者数は１万３，６０４人、１日平均５５．８人がそれぞれ少なくなりました。 
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  次にウ経理の状況としましては、収益的収支で病院事業収益１００億８，６１３

万２，１９９円、病院事業費用１０１億９，９６７万４，４３９円で、収支差し引

き１億１，３５４万２，２４０円の純損失となりました。なお、病院事業費用のう

ち、東海市民病院の移転準備に係る特別損失が１億９，７８４万５，０４４円でし

た。また、資本的収支は、資本的収入３億９，８４１万６，８８７円、資本的支出

は医療機器購入のための建設改良費３億９，８４１万６，８８７円となりました。 

  ２４ページをお願いいたします。４会計の（１）重要契約の要旨でございます。

平成２３年６月１６日に契約金額３，６２２万５，０００円で乳房撮影装置を、１

０月６日に５，４６０万円で体外衝撃波結石破砕装置をそれぞれ株式会社八神製作

所大府営業所と契約し、１２月２８日に１億８３３万６００円でマルチスライスＣ

Ｔ装置をシーメンス・ジャパン株式会社中部営業所と契約しております。 

  （２）企業債及び一時借入金の概況では、ア企業債についてでございますが、地

方公共団体金融機構から２，０００万円、財務省から２億８，０００万円を医療機

器整備のために借り入れ、本年度末残高の計は４億４，０００万円でございます。 

  次のページ、５他会計負担金等の使途の特定でございますが、一般会計からの繰

入金はアの収益的収入では一般会計負担金９億６，７０４万円、一般会計補助金１

０億３，４５４万３，１１３円、イの資本的収入では一般会計負担金４，９２０万

８，４４３円、一般会計補助金４，９２０万８，４４４円で、記載はございません

が収益的収入及び資本的収入の合計の繰入金は２１億円でございます。 

  ３ページをお願いいたします。決算報告書でございます。 

  ４ページをお願いいたします。この報告書は消費税込みで表示しており、備考欄

に消費税額を表示しております。（１）収益的収入及び支出でございますが、収入

の第１款病院事業収益は決算額１０１億２，０２９万４，９６６円で、予算額に比

べ５億８，２３８万５，０３４円の減となりました。 

  次に支出の第１款病院事業費用は決算額１０２億２，７２０万７，７２５円で不

用額は７億８，５４６万２，２７５円となりました。執行率は９２．９％でござい

ます。 

  ６ページをお願いいたします。（２）資本的収入及び支出でございますが、収入

の第１款資本的収入は、決算額３億９，８４１万６，８８７円で、予算額に比べ１

５８万３，１１３円の減となりました。 
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  次に支出の第１款資本的支出は、決算額３億９，８４１万６，８８７円で、不用

額は１５８万３，１１３円となりました。執行率は９９．６％でございます。 

東海市民病院事務局長（天木洋司） 

  ９ページをお願いいたします。財務諸表でございます。 

  １１ページをお願いいたします。この損益計算書から１５ページの貸借対照表ま

では財務諸表として消費税抜きで記載しております。 

  それでは１１ページの損益計算書でございますが、平成２３年４月１日から平成

２４年３月３１日までの期間における病院の経営状況を明らかにするものでござい

ます。１の医業収益につきましては、（１）入院収益から（３）その他医業収益ま

での合計で８４億８，０７９万９，６２８円、２の医業費用は（１）給与費から（６）

研究研修費までの合計で９６億４，８４０万３１４円、１の医業収益から２の医業

費用を差し引いた医業損失は１１億６，７６０万６８６円でございます。３の医業

外収益につきましては、（１）受取利息配当金から（５）その他医業外収益までの

合計１６億７万３，９１４円、４の医業外費用は（１）支払利息及び企業債取扱諸

費と（２）雑損失の合計で２億３４５万２，９３４円でございます。３の医業外収

益から４の医業外費用を差し引きますと、１３億９，６６２万９７５円のプラスと

なり、経常利益は２億２，９０２万２８９円でございます。５特別利益につきまし

ては、（１）過年度損益修正益で５２５万８，６５７円、６特別損失は（１）過年

度損益修正損と（２）その他特別損失で３億４，７８２万１，１８６円でございま

すので、特別利益から特別損失を差し引きますと、３億４，２５６万２，５２９円

のマイナスとなり、先ほどの経常利益から差し引いた当年度純損失は１億１，３５

４万２，２４０円でございます。前年度繰越利益剰余金は２億８，１７３万７，０

９４円でございますので、当年度未処分利益剰余金は１億６，８１９万４，８５４

円でございます。 

  １２ページ、剰余金計算書をお願いいたします。剰余金計算書でございますが地

方公営企業法の改正により様式が変わっておりますのでよろしくお願いいたします。 

  それでは最初の表の２列目、資本金の欄をお願いいたします。 

  資本金のうち自己資本金は変動がなく一番下、当年度末残高は１０億円でござい

ます。借入資本金は企業債を３億円発行し、当年度末残高は４億４，０００万円で

ございます。 
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  続きまして、剰余金の資本剰余金は県補助金からその他資本剰余金までで、資本

剰余金合計の欄、上から６行目、当年度変動額は６，６６１万７，７６０円、一番

下当年度末残高は１６億９７８万７，１１５円でございます。 

  続きまして利益剰余金でございますが、減債積立金と未処分利益剰余金の合計で、

当年度の変動額は当年度純損失に相当する未処分利益剰余金の減額１億１，３５４

万２，２４０円で、当年度末残高は１億９，０３９万４，８５４円でございます。

よって資本金及び剰余金を合わせました資本合計の一番下の欄、当年度末残高は３

２億４，０１８万１，９６９円でございます。 

  次に下の表、剰余金処分計算書（案）でございますが、一番右の欄、未処分利益

剰余金１億６，８１９万４，８５４円を繰越利益剰余金として処理しようとするも

のでございます。 

  １４ページをお願いいたします。貸借対照表でございますが、平成２４年３月３

１日現在の病院事業における財産の状況を明らかにするものでございます。 

  資産の部でございますが、１固定資産は（１）有形固定資産のイ器械備品及びロ

車両で合計１９億９，３９２万６，６２６円、２流動資産は（１）現金預金から（４）

その他流動資産で合計２４億３６０万１，０７８円で資産合計は４３億９，７５２

万７，７０４円でございます。 

  右側１５ページをお願いします。負債の部でございますが、３流動負債は（１）

未払金及び（２）その他流動負債の合計１１億５，７３４万５，７３５円でござい

ます。 

  次に資本の部でございますが、４資本金は（１）自己資本金及び（２）借入資本

金の合計１４億４，０００万円、５剰余金の（１）資本剰余金はイ県補助金からハ

その他資本剰余金までで合計１６億９７８万７，１１５円、（２）利益剰余金はイ

減債積立金及びロ当年度未処分利益剰余金の合計１億９，０３９万４，８５４円で、

剰余金合計は１８億１８万１，９６９円でございます。 

  以上４の資本金合計と５の剰余金を合計した資本合計は３２億４，０１８万１，

９６９円で、負債資本合計は４３億９，７５２万７，７０４円となり、１４ページ

一番下の資産合計額と同額でございます。 

  財務諸表の説明は以上で、２７ページ以降のその他の書類につきましては、説明

を省略させていただきます。以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきま
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して、認定いただきますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

  次に代表監査委員から決算審査の結果について御報告をお願いいたします。 

代表監査委員（中田潔） 

  平成２３年度西知多医療厚生組合一般会計、衛生事業特別会計及び病院事業会計

決算の審査結果につきまして御報告申し上げます。 

  地方自治法第２９２条において準用する同法第２３３条第２項及び地方公営企業

法第３０条第２項の規定により、組合管理者から審査に付されました決算につきま

して笹本洋委員とともに審査を実施いたしました。 

  一般会計及び特別会計の審査の方法は、各会計の歳入歳出決算書、決算事項別明

細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書に基づき、その計数の正否を確

認するため関係諸帳簿を審査するとともに、予算の執行については地方自治法第２

条第１４項及び地方財政法第４条の規定の本旨に沿って、適正に実施されたかどう

かについて審査を実施しました。 

  また、病院事業会計の審査の方法は、経営内容を把握するため、その計数の分析

を行い、経済性の発揮及び公共性の確保を主眼として審査を実施いたしました。そ

の結果につきましては、お手元に配付されております平成２３年度西知多医療厚生

組合決算審査意見書のとおりでございます。 

  以上、簡単ではございますが決算の審査結果の報告をいたします。 

議長（田中雅章） 

  これより質疑に入ります。質疑の数がたくさんある方は４問程度に区切って行っ

ていただきたいと思います。 

  まず、認定第１号「平成２３年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算認定

について」の質疑の発言を許します。 

９番議員（江端菊和） 

  ４点通告しておりましたが、説明の中で理解いたしましたので１点だけお願いい

たします。 

  １７ページ、２款２項２目１３節調査等委託料が当初予算より増となっている理

由についてお伺いいたします。 

新病院建設課長（勝﨑当仁） 



３７ 

  御質問の調査等委託料が当初予算より増となっている理由についてでございます

が、予算では調査等委託料には地質調査委託と路線測量・用地測量委託の２項目を

計上しておりましたが、病院建設地の変更に伴いまして地質調査委託、路線測量・

用地測量委託のほかに津波シミュレーション委託の３項目を委託しました。また、

それぞれの委託内容も建設地の変更に伴いまして予算作成時に比べ変更があったた

め増となったものでございます。以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１０番議員（島﨑昭三） 

  私は５点事前通告しておりましたけれども、説明の中で４点については理解をい

たしましたので１点の質問にさせていただきます。 

  今回、目内流用がたくさんありますので、その関係を踏まえまして１８ページの

４款１項１目予備費の支出の考え方について整理をする意味でお伺いをいたします。 

総務課長（蒲田重樹） 

  ただいまの御質問の予備費支出の考え方についてでございますが、地方公共団体

の一般会計においては地方自治法第２１７条第１項の規定により、予算外の支出、

または予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければなら

ないこととされております。そのため毎年度、当初予算に予備費を計上し、万が一

の支出のために備えているものでございます。なお、平成２３年度につきましては

予備費を充用するような支出はございませんでした。以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１１番議員（荻田信孝） 

  それでは３問お願いします。 

  １６ページですけれども、経営企画総務費の報償費のところですけれども、地域

医療連携会議委員報償費について若干先ほど説明があったんですけれども、確認の

意味で会議の内容とメンバー及び報償費の算出根拠及び今後の会議の開催スケジュ

ールについてお願いいたします。 

  ２点目です。同じページですけれども、新病院建設費報償費の基本設計プロポー

ザル審査会委員報償費について、これも先ほど若干説明があったと思うんですけど
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も、確認の意味で審査会の主な内容とメンバー及び報償費の算定根拠はどうかとい

うこと。 

  ３点目です。主要施策報告書の１１ページ、２款総務費の施設整備事業の電話設

備更新工事及び空調機更新工事の内容、これも若干説明があったかと思うんですけ

ども、内容と今後の計画について、３点お願いします。 

経営企画課長（早川幸宏） 

  御質問の１点目、地域医療連携会議委員の報償費についてでございますが、地域

医療連携会議は、知多半島医療圏北西部における医療提供体制の体系的な整備改善

を目指して本地域の現状課題を共有すると、その具体的な方策を検討協議するため

に平成２３年度から設置いたしました。会議の構成員は両市の医師会、歯科医師会、

薬剤師会、市の保健担当職員、組合副管理者、病院長、病院の地域医療連携担当の

医師１８人の委員と、愛知県医師会の副会長、知多保健所長の２名を参与として合

計２０名でございます。 

  報償費の算定根拠でございますが、１回当たり７，５００円を支払っております。

日額７，５００円の根拠でございますが、東海市の支出基準をもとに算定してござ

います。今後の予定等でございますけれども、今年度は昨年度と同様に３回予定し

ております。７月と１０月に開催いたしました。第３回会議につきましては来年２

月に開催を予定しております。この会議につきましては定例的に新病院開院後も課

題を持ち寄って検討するというふうで考えてございますのでよろしくお願いします。 

  会議の主な内容についてでございますけれども、今後は新病院のテーマである救

急医療について議論を深めたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

新病院建設課長（勝﨑当仁） 

  御質問の２点目、新病院建設費報償費の基本設計プロポーザル審査会委員報償費

について、審査会の主な内容とメンバー及び報償費の算定根拠はどうかということ

でございますが、基本設計プロポーザル審査会は、新病院の基本設計に関する設計

者の選定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うために設置した委員会です。

委員会の主な業務内容は、審査に必要な評価基準等の決定、基本設計に関する設計

業者の選定等でございます。審査会は３回開催いたしまして、１回目は審査会の会

長の選出やプロポーザル実施方法の決定、２回目は１次審査の実施、３回目が２次

審査の実施と最優秀者の決定等を行ったものでございます。 
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  メンバーにつきましては、病院建設に造詣の深い学識経験者の大学教授３名、組

合副管理者の両市の副市長２名、それと両市民病院長の２名の７名でございます。

また、津波に対する課題に対して専門的な意見をいただくために、プロポーザル審

査会アドバイザーとして、海洋工学の専門家の大学教授１名に参加していただきま

した。報償費の算出根拠につきましては、東海市の講演会講師謝礼金の基準を準用

し、１回当たり５万円としております。以上です。 

総務課長（蒲田重樹） 

  御質問の電話設備の更新工事、空調機更新工事の内容及び今後の計画についてで

ございますが、まず電話設備更新工事の内容につきましては、電話機器の主装置、

交換機でございますが、それと電話機等一式の取りかえでございます。平成８年に

この施設が稼働して以来、電話設備も当時のものを使用しておりましたが、不具合

や故障が多くなり、職務にも影響が出るおそれがあったため更新を行ったものでご

ざいます。また、今後につきましては、老朽化に応じて実施していく予定でござい

ます。 

  次に空調機更新工事の内容につきましては、２３年度は処理棟２階の中央監視室、

データ保管庫及び水質検査室の室内機５台、室外機１台の更新でございます。空調

機も平成８年以来、当時のものを使用しており、老朽化により不具合が多くなった

こと、また更新により節電につながるということで平成２２年度から平成２５年度

までの４カ年計画で順次更新をしております。今後の計画といたしまして、今年度、

平成２４年度に管理棟１階事務室と技術員控室の空調機を更新、平成２５年度につ

きましては管理棟２階の会議室、小会議室、食堂の空調機の更新を予定しておりま

す。以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１２番議員（黒川親治） 

  私も５点事前通告いたしましたが、３点について質問したいと思います。 

  １点目は歳入９ページの４款２項１目１節雑入、情報公開開示複写料が計上され

ておりますが、その内容は何か。また、今まで情報公開についての資料請求があっ

たのか。 

  ２点目は歳出で１１ページの２款１項１目１節の報酬ですが、情報公開・個人情
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報保護審査会委員報酬４人分は当初予算が３万円となっておりますが決算はゼロと

なっておりますが、その理由、３点目は１１ページ、２款１項１目３節職員手当等

でありますが、時間外勤務手当について当初予算で１８７万円が３４万９，９５８

円と大幅に減っておりますが、その理由についてお尋ねします。 

総務課長（蒲田重樹） 

  御質問の１点目、情報公開開示複写料が計上されているが内容は何か。また、今

まで情報公開についての資料請求はあったかでございますが、まず、平成２３年度

決算額の２４０円につきましては、基本設計プロポーザル参加者４者のうち２者か

ら同プロポーザル参加者の技術提案書の開示請求があり、請求者を除く参加者の技

術提案書についてそれぞれ開示したものでございます。また、そのため行政文書の

写しが必要ということで作成に要する費用、１枚につき１０円でございますが、そ

の１２枚分１２０円を２者から徴収したものでございます。 

  次に今まであった資料請求につきましては、平成２１年度に当組合の近隣に免震

住宅の建設を予定した業者から、建設予定地の半径１キロメートル以内の地質調査

結果が必要であるとのことで、組合の事務所及び処理棟の建設のために行ったボー

リング調査図面を情報公開条例に基づく申請があり、その写しの作成に要する費用

として６枚分６０円を徴収いたしました。 

  御質問の２点目、情報公開・個人情報保護審査会委員報酬４人分、当初予算３万

円がゼロになっているが、その理由は、でございますが、情報公開・個人情報保護

審査会は定例的な会議を隔年で開催し、また開示決定に関する不服申立てがあった

ときなどは随時で会議を開催します。平成２３年度は定例会の開催年度ではござい

ませんでしたので、当初予算においては不服申立てがあった場合の会議１回分の委

員報酬３万円を計上しておりましたが、不服申立てがなく会議を開催しなかったた

め未執行となったものでございます。 

  御質問の３点目、時間外勤務手当が当初予算１８７万から決算額３４万９，９５

８円と大幅減になっている理由は、でございますが、平成２２年度から病院事業が

移管されたことによる組合議会や予算、決算、監査等の事務の大幅な増加、また病

院事業の移管に伴う組合全体の調整業務が追加されたことにより、年間７２０時間

分の予算を計上いたしましたが、時間外勤務の縮減に努め、実際には予算編成事務

５６時間、議会事務３６時間、決算監査事務２５時間など合計１６２時間と大幅な
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減になったものでございます。以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

  ないようですので、これをもって認定第１号の質疑を終結いたします。 

  続いて、認定第２号「平成２３年度西知多医療厚生組合衛生事業特別会計歳入歳

出決算認定について」の質疑の発言を許します。 

９番議員（江端菊和） 

  それでは２点お願いいたします。まず１点目ですが、今、投入量は年々減少傾向

でありますが、し尿及び浄化槽汚泥の今後の投入量についてどのように見込んでい

るのかお伺いいたします。 

  それから２点目は、この施設の稼働以来１６年経過しておりますが、今後の維持

管理についてどのように考えているのかお伺いいたします。 

衛生センター所長（蒲田重樹） 

  御質問の１点目でございますが、投入量につきましては、稼働初年度の平成８年

度から平成１４年度までは平均約３％で減少してきましたが、平成１５年度から平

成２３年度までは、各年度での多少の増減はありますが横ばいから暫減傾向でござ

いました。このことにつきましては、東海市と知多市の下水道整備の進捗、企業活

動の中での仮設トイレの一時的な増加、合併浄化槽から公共下水道への切りかえの

過渡期による増加など、種々の要因があると思われます。今後の見通しといたしま

しては、東海市と知多市の下水道整備の進捗と公共下水道への切りかえが進むと想

定し、現状の横ばいから４％程度の減少率で推移していくものと考えております。 

  御質問の２点目でございますが、耐用年数につきましては建物、槽、処理機器な

ど種々の耐用年数がありますが、基本的な考えといたしましては全体として２０年

程度と見解を持っております。しかし、施設の更新のためのコストが多額であるこ

と、投入量が減少していく等を考慮した場合、現施設の延命を図ることが組合の使

命であると考えております。そのためには、処理機器の性能を維持させるべくオー

バーホールなどの維持補修、また保守点検が重要であると考えております。これら

のことにつきましては、設備設置当初からの情報と現場での今までの施設管理業務

からの判断により処理機器を効率的に、また性能を維持させるため、し尿処理施設

機器修繕計画を作成し、その計画に沿って維持管理を行っております。また、その
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し尿処理施設機器修繕計画につきましては、毎年見直しを行っております。以上で

ございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１１番議員（荻田信孝） 

  それでは１点お願いします。主要施策報告書の１７ページ。江端議員の質問の施

設の補修の関係ですけれども、処理施設整備事業のところで、定期修繕工事、それ

と計画修繕工事、修繕期間及び延長に向けた取り組みについて今若干お話があった

んですけれども、確認のためもう一度お願いいたします。 

衛生センター所長（蒲田重樹） 

  ただいまの御質問の定期修繕工事及び計画修繕工事の修繕期間につきましては、

定期修繕の２件は毎年実施しており、計画修繕は４年周期、３年周期、隔年周期な

ど状況に応じて計画的に実施しております。延長に向けた取り組みについてでござ

いますが、衛生センターでは先ほどのし尿処理施設機器修繕計画を作成し、それに

基づき計画的に修繕工事を実施しております。計画により４年周期、３年周期、隔

年周期、毎年周期で実施し、さまざまな修繕が混在する中で計画的に修繕を進めて

おりますが、機械設備の耐用年数や消耗状況、実際の稼働状況、運転頻度などを勘

案し、毎年度この計画を見直ししながら計画的な修繕に取り組んでいるところでご

ざいます。以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１２番議員（黒川親治） 

  では２点だけ質問します。歳出１３ページの１款１項２目１１節需用費の消耗品

費のうち、薬品名と使用量の平成２１年度から２３年度までの実績と投入量との関

連についてお聞きします。２点目は１３ページの１款１項２目１３節委託料、先ほ

ど説明は、減だという説明だけだったんですが、当初予算１，２５４万８，０００

円が９９５万４，０００円となっておりますが、その内容についてお聞きいたしま

す。以上です。 

衛生センター所長（蒲田重樹） 

  ただいまの御質問の１点目でございますが、薬品の年間使用量につきましては、
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脱水用高分子凝集剤は平成２１年度３，３３０キログラム、２２年度が３，２１０

キログラム、２３年度２，８６５キログラム、凝集沈殿用高分子凝集剤は平成２１

年度５３キログラム、２２年度５８キログラム、２３年度５２キログラム、塩化第

二鉄は平成２１年度７万５，２４０キログラム、２２年度６万２，７６０キログラ

ム、２３年度６万１，７３４キログラムなどでございます。ほかにもいろいろ薬品

のほうを使用しておりますが、年々減少傾向にございます。 

  次に年間投入量でございますが、２１年度は３万３，５１２．５２キロリットル、

２２年度は３万５２７．８３キロリットル、２３年度２万９，８０４．１キロリッ

トルでございました。これらの結果から薬品の使用量も年々減少傾向にあるととも

に、投入量につきましても年々減少している状況でございます。 

  続きまして槽清掃委託料でございますが、当初予算１，２５４万８，０００円が

９９５万４，０００円になった理由でございますが、予算積算時と予算執行時とは

同内容で設計をいたしましたが、槽清掃委託を執行いたしましたところ、指名競争

入札業者の参加者の見直しを行い、また参加者の企業努力により、契約金額が当初

予算より２５９万４，０００円の大幅な減となったものでございます。以上でござ

います。 

１２番議員（黒川親治） 

  １点だけお聞きしたいんですけれど、平成２３年度の投入量は２万９，８０４キ

ロリットルですよね。薬品使用量、凝集剤なんか５２キログラムになっているとい

うことですけれども、それの関連というのはグラフ的にはどういう形で監督されて

いるのか、いわゆる調整をされているのか、それの問題、関連性あるんですか。数

量だけ見てみると、凝集沈殿剤が２２年度５８キログラムですか、２３年度５２キ

ログラムですよね。それの関連で水質の関係とかそういう関係が若干あると思うん

ですけれども、その辺の関連性というのは、どうなっているのかお願いします。 

衛生センター所長（蒲田重樹） 

  投入された投入量ですね、これは年々減少傾向にあり、使用薬品のほうも年々使

用量が減っております。あと、放流する水、その辺の分析等も行いながら薬品を使

用しております。ですので、投入量が減れば薬品のほうも減ってはまいりますが、

微妙に同じ傾向で減るとは限らない部分がございます。先ほども言いましたように、

水等の分析結果から、そのある薬品はちょっと余分に入れたりとかという臨機応変
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にちょっと変更しながら、変えながら水質を維持しながら放流している状況でござ

います。以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

（「なし」との声あり） 

  ないようですので、これをもって認定第２号の質疑を終結いたします。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

                                 

（休憩 午前１１時５２分） 

（再開 午後 ０時５７分） 

                                 

議長（田中雅章） 

  休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続きまして、認定第３号「平成２３年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認

定について」の質疑の発言を許します。 

９番議員（江端菊和） 

  それでは４点お願いしたいと思います。 

  まず２８ページで、病院事業収益１００億８，６１３万２，１９９円、病院事業

費用１０１億９，９６７万４，４３９円で、収支差し引き１億１，３５４万２，２

４０円の純損失になりましたが、その要因についてお伺いします。 

  ページが飛びますけれど、２１ページで患者数なんですが、東海市民病院の入院

患者が前年比５，５７８人の減、外来患者が９，４９２人の減、知多市民病院の入

院患者が２，７１４人の減、外来患者が１万１５９人の減となっておりますが、こ

の要因と、患者をふやすような対策を考えてみえるのかどうか。 

  ３番目に全体で経費削減を図るため、業務委託の統合、薬品・診療材料の共同購

入を実施しましたが、その効果について。 

  ４番目に、経営統合をして２年が経過しましたが、病院間の連携・協力は十分に

行われたのかどうかお伺いしたいと思います。４点お願いします。 

東海市民病院医事課長（岡田光史） 

  まず１点目、１億１，３５４万２，２４０円の純損失となった要因でございます
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が、知多市民病院につきましては６，００３万７，９６１円の純利益となっており

ますが、東海市民病院は１億７，３５８万２０１円の純損失となっております。こ

の要因は、その他特別損失として計上した新病院建設予定地の変更に伴う東海市民

病院の移転に要する費用が総額１億９，７８４万５，０４４円となり、その原資と

なる一般会計の繰入金が平成２４年度執行分の移転に要する費用と合わせて２４年

度に収入されることによるものでございます。 

  続きまして２点目。患者数が減となった要因と患者数をふやす対策でございます

が、患者数が減となった要因でございますが、東海市民病院では分院内科、本院呼

吸器内科の常勤医師の退職、本院整形外科で在院日数の短縮、労災・交通事故患者、

リハビリ患者の減少、分院消化器内科非常勤医師の年度途中退職、分院皮膚科外来

で常勤医師の産休育休に伴う非常勤医師対応による週５日から週３日への診療日数

の減少などによるものと考えております。患者数増の対策といたしましては、常勤

医師の確保、２次救急医療としての患者受け入れ態勢の充実、人間ドックや健診な

どで要精密検査となった方の当院での受診促進などに努めてまいります。 

知多市民病院医事課長（岩堀良治） 

  知多市民病院におきまして患者数が減となった要因は、小児科入院の取り扱い休

止、耳鼻咽喉科常勤医師の不在、産婦人科外来が週４日から週３日となる診療日数

の減少、常勤医師の異動による交代が要因と見られる患者数の減少、外来リハビリ

患者の減少などの影響によるものと考えております。また、患者をふやすような対

策といたしましては、救急患者の受け入れ態勢の充実に努めるとともに、病診連携

の強化を図ることが重要と考えており、地域の開業医からの紹介率を高める取り組

みを進めてまいります。以上でございます。 

知多市民病院管理課長（竹内愼二） 

  御質問の３点目、業務委託の統合、薬品・診療材料の共同購入についてですが、

医事業務等委託、給食業務委託、医療廃棄物等処理委託の一部などの業務委託を統

合し、診療材料価格交渉支援業務等委託を共同で行うなどしました。その効果とし

て全体として４，０００万円ほどの費用の削減ができました。 

  続きまして御質問の４点目、病院間の連携・協力についてでございますが、業務

委託の統合、薬品・診療材料の共同購入のほか、看護師を確保するために両病院が

共同で看護師就職応援キャンペーンに参加し、看護師の求人活動を実施したり、医
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師を確保するために関連大学医局の各教室に両病院の院長が一緒に訪問するなどし

ております。また、両病院を相互に理解し、お互いの人間関係を築いていくために、

看護師の人事交流などを行いました。このように東海市民病院と知多市民病院が共

同で事業を実施するなど、連携・協力が進んでいると考えております。以上です。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１０番議員（島﨑昭三） 

  １点質問をいたします。１８ページですけれども、概況の中の総括事項で、経営

改善の取り組みのところでありますが、薬品・診療材料の共同購入を実施したとい

うことで先ほどトータルとして４，０００万円の削減効果があったという答弁がご

ざいました。私はより具体的な内容と削減された金額についてお尋ねいたします。 

知多市民病院管理課長（竹内愼二） 

  経費削減を図るための業務委託の統合、薬品・診療材料の共同購入の具体的な内

容と削減された金額についてでございますが、医事業務等委託が約２８４万円、給

食業務委託が約５４５万円、医療廃棄物等処理委託の一部は非感染性や感染性の産

業廃棄物処理委託ですが、約２１５万円、診療材料価格交渉支援業務等委託につき

ましては診療材料の購入において約３，０５２万円などでございます。以上です。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１１番議員（荻田信孝） 

  １１問ありますので、４問ずつお願いいたします。 

  まず２０ページですけれども、（４）職員に関する事項のところです。２２年度

と比較しますと２３年度は看護師、医療技術員、労務員は減少しておりますけれど

も、再任用短時間勤務職員数は横ばいであります。今後の再任用短時間勤務職員の

雇用に向けた考えについて、まず１点。 

  同じところですけれども、２２年度と比較しますと２３年度は事務員が増加して

おりますけれども、その内容と今後の計画について。 

  ３点目です。（１）保存工事の概況のところですが、自動車修繕の内容及び今後

の計画について。 

  最後に４点目です。同じところですけれども、医療機器等修繕の内容及び今後の
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計画について。以上、お願いします。 

知多市民病院管理課長（竹内愼二） 

  御質問の１点目、再任用短時間勤務職員の雇用に向けた考えについてでございま

すが、医療技術員２人、労務員３人の合計５人の再任用短時間勤務職員を雇用して

おりますが、再任用制度につきましては制度の趣旨に基づき定年後も職員を継続し

て雇用する制度の１つとして、本人の意向も確認しながら今後積極的に活用してま

いります。 

東海市民病院管理課長（大西彰） 

  ２点目、平成２２年度と比較すると２３年度は事務員が増加しているが、その内

容と今後の計画についてでございますが、増員３名の内容につきましては移転事務

などにかかわるもので、東海市民病院は事務局職員１名と管理課職員１名の増員、

知多市民病院は管理課職員１名の増員でございます。今後につきましては、新病院

に向けた組織改正とあわせて職員配置を検討してまいります。 

  続きまして３点目、自動車修繕２３件、１０５万２，５２４円の内容及び今後の

計画でございますが、東海市民病院は件数は１８件で金額は消費税込みで９１万５，

４８８円、知多市民病院は５件で１３万７，０３６円でございます。修繕の内容に

つきましては、両院合わせまして車検整備１４件で８９万４，５０９円、１２カ月

点検整備４件で１０万８，２４５円、バッテリー交換などのその他修繕５件で４万

９，７７０円でございます。今後の計画でございますが、車検整備、１２カ月点検

整備などの法定点検整備などを確実に実施してまいります。 

  続きまして４点目、医療機器等修繕の内容及び今後の計画についてでございます

が、東海市民病院の修繕件数は２９２件、金額は消費税込みで３，４９３万８，９

７８円でございます。主な修繕内容としましては、Ｘ線テレビ装置７１１万６００

円、ＭＲＩ装置２件で５４８万１，０００円、ＣＴ撮影装置１３１万２，５００円、

回診用Ｘ線撮影装置１３１万２，５００円でございます。 

知多市民病院管理課長（竹内愼二） 

  知多市民病院の医療機器等修繕につきましては２９５件を実施し、消費税込みの

執行額は３，６６６万４，１２０円でありました。その主な内容はガンマカメラ装

置４７２万５，０００円、３階病棟ナースコール１４４万６，９００円、手術用手

洗い装置１２９万９，９００円、超音波診断装置１０７万１，０００円の修繕など
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であります。今後も緊急度、重要度等を勘案しつつ診療業務等に支障のないよう迅

速に実施してまいります。以上です。 

１１番議員（荻田信孝） 

  それでは、引き続き４問、お願いします。２３ページです。（２）の事業収入に

関する事項のところですけれども、職員給与費対医業収益比率とその傾向及び対策

についてお願いします。 

  ２点目です。２４ページの（１）重要契約の要旨の乳房撮影装置、体外衝撃波結

石破砕装置の購入に際しての経緯及び耐用年数について。 

  ２４ページ、同じところですけれどもマルチスライスＣＴ装置は東海市民病院に

設置したと思われますけれども、今後の予定について。 

  ４問目、２８ページ。その他の医業外収益の不用品売却代金の内容と今後の予定

について。以上４問、お願いします。 

東海市民病院医事課長（大西彰） 

  １点目、職員給与費対医業収益比率の傾向と対策についてでございますが、平成

２２年度の６５．２％に対し、平成２３年度は６８．２％となり、上昇傾向にあり

ます。東海市民病院、知多市民病院とも職員給与費が増加しておりますが、職員給

与については、人員構成に大きな変動はなく減少は見込めないと考えられます。こ

のため、対策としては医業収益の増を図ることが必要となり、それぞれの病院の状

況に合わせて常勤医師確保、地域の診療所との連携の強化などにより患者数増を図

りながら、診療報酬改定に対応した施設基準の取得などで入院、外来の診療収入を

増加させたいと考えております。 

知多市民病院管理課長（竹内愼二） 

  ２点目、乳房撮影装置、体外衝撃波結石破砕装置につきましては、知多市民病院

の現有機器の老朽化に伴う更新のために購入したものでございます。医療機器は購

入希望部署が選定した複数機種について、院内に設置しました医療機器委員会で購

入機種を決定し、指名競争入札により業者を決定し売買契約を締結、購入したもの

でございます。耐用年数は、乳房撮影装置６年、体外衝撃波結石破砕装置６年でご

ざいます。 

東海市民病院管理課長（大西彰） 

  続きまして３点目、マルチスライスＣＴ装置の今後の予定につきましては、平成



４９ 

２４年３月に現在の東海市民病院に設置したもので、新病院開院後につきましても

移設し、継続して使用してまいります。 

  続きまして４点目、不用品売却代金の内容と今後の予定についてでございますが、

東海市民病院は消費税抜きで６２５万４，０４５円、知多市民病院は１７０万４，

３７０円の収益でございます。内訳につきましては両院合わせまして、歯科口腔外

科から発生した使用済み歯科材料金属の売却収益３１万３，３０４円、レントゲン

現像液の廃液売却収益２９万２６１円、レントゲンフィルムにつきましては古いレ

ントゲンフィルムを大量に売却したことから、売却収益は７３５万４，８５０円で

ございました。今後の予定でございますが、これらの不用品は毎年発生することか

ら今後も定期的に売却を実施いたします。以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  荻田議員、引き続き質疑を行ってください。 

１１番議員（荻田信孝） 

  それでは３問お願いします。３０ページ、病院事業費用の経費の報償費のところ

ですけれども、人間ドック受診者記念品等の内容及び記念品のあり方についてお尋

ねします。 

  ３２ページ、病院事業費用の減価償却費の器械備品減価償却費の内容及び今後の

計画について。 

  最後３点目です。主要施策報告書２０ページです。看護師確保対策事業の看護師

就職応援キャンペーン参加費のキャンペーン内容と効果及び今後の計画について。

以上、３問お願いします。 

東海市民病院医事課長（岡田光史） 

  １点目、人間ドック受診者記念品等の内容でございますが、東海市民病院、知多

市民病院とも院内の食堂で利用できる食事券等をお渡ししております。記念品のあ

り方についてですが、近隣健診機関におきましても食事券等のサービスが行われて

おり、今後も同等の内容を継続していきたいと考えております。 

東海市民病院管理課長（大西彰） 

  器械備品減価償却費の内容及び今後の計画についてでございますが、器械備品減

価償却費は、平成２２年度に企業債を財源として購入した１０万円以上の医療機器

に対して減価償却を行ったもので、内訳としまして、東海市民病院は血液自動分析
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装置６７５万円、プラズマ滅菌機４０２万７，５００円、ロータリー式全自動錠剤

分包機２２１万１，１２０円、超音波画像診断装置が２台で１０９万６２０円、知

多市民病院はＸ線テレビ装置１，０４５万８，０００円でございます。今後の計画

でございますが、新病院に必要な医療機器について計画的に購入してまいります。 

  続きまして３点目、看護師就職応援キャンペーン参加費のキャンペーン内容と効

果及び今後の計画につきましては、中日新聞社主催の看護師就職ガイダンスに春と

秋の２回、東海市民病院、知多市民病院合同で専用ブースを設置いたしました。効

果といたしましては、春秋を合わせまして７９名の就職希望者がブースを訪れ、平

成２４年度は２名を採用することができました。さらに県内外の学生に新病院のＰ

Ｒもすることができるため、大きな効果があると考えてございます。今後も両病院

共同で参加し、歩調を合わせた人材確保や新病院のＰＲを行ってまいります。以上

でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１２番議員（黒川親治） 

  ５点ありますけど、５点やっていいですかね、一括で。 

議長（田中雅章） 

  １回に４問以内でいいですか。 

１２番議員（黒川親治） 

  わかりました。では最初に４問やります。まず２８ページの１款２項３目１節国

庫補助金、臨床研修費等補助金につきまして、当初予算４５２万円が決算では１４

５万６，０００円となっておりますが、その減の理由、次に支出の３０ページの１

款１項２目９節の医療消耗備品費、当初予算額５１３万円が７１０万２，０００円

となった増の理由、次に３１ページの１款１項３目２４節委託料、その他委託料の

うち委託内容と委託先はどこか。また、当初予算８１万円が２０２万５，７８７円

となった理由についてお尋ねします。 

議長（田中雅章） 

  通告の１番が抜けとるんです。ちょっともう一遍お願いします。 

１２番議員（黒川親治） 

  通告の１点目は抜かしました。抜かしたというかやめました。４点目は３２ペー
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ジですけれども、５点目をやめまして、６点目は４つ目です。３２ページの１款１

項６目３６節研究雑費ですが、研修会負担金等について当初予算１，２８８万円が

８０７万９，９０１円となっておりますが、その内容と当初の計画どおりに目的は

達せられているのか、お尋ねします。 

知多市民病院管理課長（竹内愼二） 

  臨床研修費等補助金が１４５万６，０００円となった理由でございますが、臨床

研修費等補助金は研修医に係る費用に対して補助されるもので、当初予算では３人

分を計上しましたが、研修医が１人となったため、臨床研修費等補助金が１４５万

６，０００円となったものでございます。 

  続きまして、医療消耗備品費が増額となった理由でございますが、知多市民病院

で平成２３年４月から脳神経外科の医師が常勤となり、病棟、手術室等で使用する

機器を購入する必要があったため増額となったものでございます。 

東海市民病院管理課長（大西彰） 

  ３点目、その他委託料の委託内容と委託先はどこか。また、当初予算８１万円か

ら２０２万５，７８７円となった理由は、でございますが、東海市民病院に係るそ

の他委託料の決算額は８３万５，０７２円でございます。内訳につきましては、当

初、病理免疫組織標本作成委託６万６，６７１円を愛知医科大学病院に、給茶機保

守委託６万円をホシザキ東海株式会社緑営業所に、磁気テープ保管委託６万８，６

４０円を株式会社ワンビシアーカイブズ名古屋支店に委託いたしました。その後、

旧本院に設置予定のマルチスライスＣＴ装置を、現在の東海市民病院に設置するこ

ととなったため、旧分院のＣＴ装置撤去搬出委託６０万円が新たに生じたものでご

ざいます。 

知多市民病院管理課長（竹内愼二） 

  知多市民病院では、成田長谷川法律事務所へ顧問弁護士を委託した弁護士委託料

４８万円と、追加として名古屋医療センターへ耳鼻咽喉科の非常勤医師の派遣を委

託したことにより、委託料７５万４７６円が生じたことにより増額となったもので

ございます。以上です。 

東海市民病院管理課長（大西彰） 

  続きまして４点目、研修会負担金等の内訳と当初の計画どおりに目的は達せられ

ているのかにつきましては、東海市民病院、知多市民病院を合わせました研修会負
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担金等の内訳は、医師に係る研究雑費１２９万２，８１９円、看護師等に係る研究

雑費３７２万６，４６７円、医療技術員に係る研究雑費５２万５，１６０円、事務

員に係る研究雑費３１万５，９９４円、その他研究雑費２２１万９，４６１円でご

ざいます。当初の計画どおりに目的は達せられているのかでございますが、業務の

都合等により計画どおりに参加できなかったものもございますが、おおむね研究研

修の目的は果たされていると考えております。以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  黒川議員、引き続き質疑を行ってください。 

１２番議員（黒川親治） 

  あと１点だけですが、３２ページの１款３項１目４１節の過年度損益修正損です

が、過年度分診察報酬減点損等の内訳と決算額、またレセプトなど医事業務委託先

はどこになっているのか、お尋ねします。 

知多市民病院医事課長（岩堀良治） 

  過年度分診療報酬減点損等の内訳と決算額についてでございますが、過年度損益

修正損１億４，９９７万６，１４２円のうち、１億４，１４０万５，９３５円は知

多市民病院の平成２２年度決算に伴う前年度病院事業繰出金の返還金でございます。

残りの内訳と決算額は、社会保険診療報酬支払基金などの審査機関や保険者の査定

による減点損が７４３万９５０円、自費診療から保険診療への切りかえなどによる

患者への還付金が１１３万９，２５７円でございます。レセプトなどの医事業務の

委託先は、株式会社日本医療事務センター愛知支社でございます。なお、本年１０

月１日付で株式会社ソラストに社名変更いたしております。以上でございます。 

１２番議員（黒川親治） 

  今の過年度損益修正損ですけれども、備考欄では過年度診療報酬減点損等となっ

て、「等」のほうが多いんだね、これね。この備考欄の書き方ですけれども、この

問題、「何々等」というのは、主なものだと思うんだけれども、金額のこれだけ差

があるとそれの内容を含めて書く必要があったと思うわけですが、その辺はどうで

すか。それとあとは考え方について。 

知多市民病院事務局長（小川隆二） 

  御質問の件でございます。通常、病院事業会計におけます過年度損益修正損は、

診療報酬の減点損が主な内容ということで理由として記載しております。今回の還
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付金につきましては東海市、知多市から病院事業を西知多医療厚生組合に移管した

際の一時的な対応のためということで、具体的な内容の記載をしなかったものでご

ざいます。よろしくお願いします。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

（「なし」との声あり） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって認定第３号の質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の発言を許します。 

１２番議員（黒川親治） 

  議長の指名をいただきましたので、認定第１号「平成２３年度西知多医療厚生組

合一般会計歳入歳出決算認定について」、反対の立場で討論いたします。 

  今回の決算は新病院建設予定地が知多市緑町地内、知多海浜プール及びふれあい

広場に決定されました。それは平成２２年１２月１日のことです。しかし、平成２

３年３月１１日に東日本大震災があり、埋立地であり液状化の危険があるなど多く

の反対の中で、旧東海市民病院の跡地に建設予定地が変更されています。しかし変

更後の予定地も加木屋断層など危険な場所であり、容認できるものではありません。

もともと本決算には新病院建設推進のための調査委託が含まれており、認めるわけ

にはいきません。以上の理由を述べ反対討論とします。 

９番議員（江端菊和） 

  それでは私は認定第１号「平成２３年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決

算認定について」、賛成の立場で討論いたします。 

  この一般会計歳入歳出決算につきましては、病院事業会計への繰出金等のほか、

特に新病院関連経費に関しましては、建設予定地を変更したにもかかわらず基本設

計業務、運営計画の策定、地域医療の課題を検討する地域医療連携会議の立ち上げ

など新病院開院へ向けた準備が適切に執行されており、救急医療や質の高い医療サ

ービス、地域医療連携の充実など地域完結型の中核病院を目指し、平成２７年度の

開院に向けた準備が進められております。今後とも職員はコスト意識を持って適正

かつ効率的な執行に努め、市民の命と健康を守るために不可欠な新病院が、患者や

医療スタッフに魅力ある病院として運営されるよう、開院に向けて着実に準備を進
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められることを要望いたしまして、私の賛成討論とさせていただきます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにございませんか。 

１２番議員（黒川親治） 

  ちょっと確認ですけれども、討論というのは一括でやっていいんですか。 

議長（田中雅章） 

  今は一般会計のほうで。両方やっとるから。病院事業会計のほうの賛成か反対か

を今から。 

１２番議員（黒川親治） 

  わかりました。確認だけです。 

議長（田中雅章） 

  よろしいですか。 

１２番議員（黒川親治） 

  議長の御指名をいただきましたので、私は認定第３号「平成２３年度西知多医療

構成組合病院事業会計決算認定について」、反対の立場で討論いたします。 

  本決算は新病院建設予定地が知多市緑町地内に決定された後、２３年３月１１日

に東日本大震災が起きた後、市民から液状化が心配されると埋立地でいいのかなど

の声がありました。これらの市民の声として平成２３年８月８日に、東海市と知多

市の市民団体から新病院建設予定地を白紙に戻してとの請願が提出されています。

請願は埋立地は液状化の危険度が高い地域である、さらに臨海部には石油コンビナ

ートがあり、東海・東南海地震など災害時に地域住民の命、健康を守ることができ

るのか、白紙に戻すこと、となっています。平成２３年８月２９日に開催されまし

た西知多医療厚生組合議会全員協議会において、当組合の管理者である加藤知多市

長が緑町地内海浜プールとふれあい広場での建設を断念したことを発表されました。

請願は組合議会に上程される前に目的が達成されたため取り下げられています。当

初の建設予定地が液状化の危険がある知多市緑広場を白紙になったことは、多くの

市民の声が反映されたものであります。しかし、旧東海市民病院跡地に建設予定地

が変更されていますが、この建設予定地変更は２週間後市民の意見を聞くことなく

東海市、知多市の市長で決めています。変更後の予定地も加木屋断層など危険な場

所であり、認めるわけにはいきません。私は新病院建設より東海市、知多市民病院
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の医療連携を進め、現市民病院を充実させることが本来の地域医療を守ることだと

言ってきました。しかし、本決算は市民不在で進められてきた新病院建設推進のた

めのものであり、反対し討論とします。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１０番議員（島﨑昭三） 

  それでは認定第３号「平成２３年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定に

ついて」、賛成の立場で討論をいたします。 

  医療を取り巻く厳しい環境の中、知多市民病院と東海市民病院においては病院機

能の連携を図りつつ、地域に必要な医療機能を適切に提供されており、評価をいた

しているところであります。経営面におきましても、業務委託の統合や薬品、診療

材料の共同購入など約４，０００万円の経費削減に努められておりますが、純損失

を計上しており一層の努力を求めておきたいと思います。 

  一方、新病院の建設に向けまして東海市民病院分院への移転や旧東海市民病院の

解体工事などが実行実施、さらには諸準備が進められており、今後も両病院の職員

が一致協力して取り組んでいただきますことをまず強く要望しておきたいと思いま

す。今後も地域医療の中核病院として良質な医療サービスの提供と効率的、合理的

な経営努力を切望し、賛成討論とします。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

（「なし」との声あり） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  日程第５、認定第１号「平成２３年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算

認定について」原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。多数の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり認定されました。 
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  続いて、日程第６、認定第２号「平成２３年度西知多医療厚生組合衛生事業特別

会計歳入歳出決算認定について」原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を願

います。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり認定されました。 

  続いて、日程第７、認定第３号「平成２３年度西知多医療厚生組合病院事業会計

決算認定について」原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。多数の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり認定されました。 

                                 

議長（田中雅章） 

  以上をもちまして、本日の定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたし

ました。 

  ここで、管理者から発言の申し出がありますので、この際これを許します。 

管理者（加藤功） 

  議長のお許しを得ましたので第４回定例会の閉会に当たりまして一言御礼のごあ

いさつを申し上げます。 

  本日は慎重に御審議をいただき、御議決を賜りましたことに厚く御礼を申し上げ

ます。今後とも議員各位に一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げま

して、簡単ではございますがあいさつとさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

議長（田中雅章） 

  これをもちまして、平成２４年第４回西知多医療厚生組合議会定例会を閉会いた

します。 

 

 (１１月６日 午後１時３４分閉会) 
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