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算認定について 
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５ 

（１１月１４日 午前９時３０分 開会） 

議長（井上正人） 

  本日は、御多忙の中、御参集いただき、大変御苦労さまでございます。 

  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２８年第３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。 

管理者（宮島壽男） 

  議長のお許しをいただきましたので、開会にあたり、一言御あいさつを申し上げ

ます。 

  本日は、平成２８年第３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、誠にありがとうございます。 

  本日、御提案いたしましておりますのは、「平成２７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」始め、７件の議案でございます。 

  何とぞ、十分な御審議をいただき、御議決を賜りますようお願いを申し上げまし

て、簡単ではございますが、開会の御あいさつとさせていただきます。 

議長（井上正人） 

  ありがとうございました。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、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、

よろしくお願いをいたします。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（井上正人） 

  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、５番斉藤誠議員、１４番勝

崎泰生議員を指名いたします。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（井上正人） 

  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。 

  これに御異議ありませんか。 



 

６ 

（「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（井上正人） 

  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２８年３月分から平成２８年９月分の例月出納検

査結果報告、及び、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

定による資金不足比率についての報告が提出されましたが、お手元に配付したとお

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（井上正人） 

  日程第４「報告第１号平成２７年度西知多医療厚生組合病院事業会計継続費精算

報告書について」を議題といたします。報告者から説明を願います。 

病院事務局長（天木洋司） 

  「報告第１号平成２７年度西知多医療厚生組合病院事業会計継続費精算報告書に

ついて」御説明を申し上げます。 

  ２枚目の継続費精算報告書をお願いいたします。第１款 資本的支出 第１項 

建設改良費 新病院建設事業につきましては、平成２５年第１回定例会の、平成２

５年度当初予算で継続費の設定をいたしまして、入札による請負額の確定によるも

の及び院内保育所、立体駐車場の追加等により、平成２６年第１回定例会の補正予

算第２号で総額及び年割額を増額変更し、さらに建設工事の労務単価の上昇対応な

どにより、平成２６年第４回定例会補正予算第３号で総額及び年割額を増額変更い

たしました。事業費の総額は、表の中ほどにございます実績欄、支払義務発生額の

合計欄、１４５億１，８９２万２，９４０円でございます。 

  財源内訳といたしましては、一般会計からの出資金、企業債及び保険補助金でご

ざいます。右側比較欄は、年割額と支払義務発生額との差額１４万７，０６０円は、

請負残により不用額が生じたものでございます。 

  以上で説明を終わります。 

議長（井上正人） 



 

７ 

  これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

  ないようですので、これで質疑を終了いたします。 

  以上で、報告第１号の報告を終わります。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（井上正人） 

  日程第５「一般質問について」を議題といたします。 

  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分を経過するまでは５分刻みで

表示し、５分を切った時点からは１分刻みで表示し、残時間がなくなりますと卓上

ベルでお知らせいたします。 

  それでは、一般質問に入ります。１２番夏目豊議員の発言を許します。 

１２番（夏目豊） 

  議長のお許しをいただきましたので、先の通告にしたがい質問させていただきま

す。 

  １番目は、ごみ処理施設建設事業についてです。ごみ処理施設建設事業は、環境

影響評価方法書の事案も１１月４日に終了しました。 

  基本計画の概要を見ると、民間事業者へのアンケート調査が進められていると思

います。このように、ごみ処理施設整備基本計画の策定に向けた取り組みも着実に

進められています。その中で、処理規模に大きく影響を与えるのが、両市のごみ排

出量です。知多市では、家庭系ごみの減量化を進めるため、９月議会で知多市廃棄

物の処理及びステーションに関する条例の一部改正が可決され、２９年度からの家

庭系ごみの有料化の取り組みが始まります。 

  この取り組みは、現在のごみ処理経費だけではなく、新しいごみ処理施設建設事

業にも大きな影響を与えるものです。知多市だけではなく、両市がさらなるごみの

減量化を進めることで、建設後のランニングコストを抑えることも可能だと思いま

す。アセスで、処理規模を１日当たり２００トンとしていますが、両市のごみ減量

が進み、さらに処理規模を小さくできた場合の影響はあるのでしょうか。 

  そこで１点目、現状の進捗状況について。 



 

８ 

  ２点目、両市のごみ減量の取り組みが及ぼす効果について伺います。 

  ２番目は、西知多総合病院の利便性向上についてです。 

公立西知多総合病院は、平成２７年５月１日の開院から間もなく１年半を迎えます。

浅野院長自ら先頭に立って、断らない救急を始め、着実に質の高い医療を提供して

いただいています。関係者の皆様の御苦労、御尽力に対し、感謝を申し上げます。

この間、ハード面、ソフト面でいろいろな課題や評価があったと思いますが、これ

までの利用者の声をもとに、どのような対応を行っているのでしょうか。病院への

主要な交通アクセスであるシャトルバスの運行についても、さまざまな声がありま

すが、その対応、また、断らない救急の対応をする中で、個人で急患として病院へ

こられる患者さんにとって、夜間窓口がある時間外出入り口が、駐車場から離れて

いる、夜間に訪れるとわかりにくいなどの声を聞き、私も夜間に病院にきたところ、

もう少し改善の余地があるのではと感じました。 

  そこで、１点目、現状の課題について。 

  一つ目、シャトルバスのルート変更について。 

  ２つ目、夜間窓口の利便性向上について伺います。 

  そして、平成３１年からの放射線治療を行うため、放射線治療施設の増築工事の

基本計画が進められています。設置場所が、救急夜間の出入り口近く、救急搬送や

患者さんに与える影響が心配されます。 

  そこで２点目、放射線治療施設増設工事について伺います。 

  以上の質問に答弁よろしくお願いいたします。 

管理者（宮島壽男） 

  夏目豊議員の御質問にお答えいたします。 

  質問事項１、ごみ処理施設建設事業についてでございますが、新しいごみ処理施

設に関しましては、現在ごみ処理施設整備基本計画を策定中で、併せて環境影響評

価の手続を行うなど、平成３５年度の施設完成に向けた準備を進めているところで

ございます。 

  施設の整備に当たりましては、環境の保全に配慮し、ごみの安全・安定的な処理

を行うことを第一に考えて取り組んでまいります。 

  各質問事項に対する答弁につきましては、担当部長から答えさせますので、よろ

しくお願いいたします。 
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総務部長（小川隆二） 

  質問事項１、ごみ処理施設建設事業についての１点目。現在の進捗状況について

でございますが、ごみ処理施設建設の全体スケジュールといたしましては、今年度

から２カ年で、処理方式、施設配置、事業方式等の基本的事項を整理するごみ処理

施設整備基本計画を策定してまいります。その後、平成３０年度から３１年度にか

けて、基本設計及び発注仕様書をまとめ、平成３２年度から実施設計、建設工事を

開始、平成３６年度の施設の稼働を目指していく予定でございます。 

  環境影響評価の手続につきましても並行して進め、平成３１年度には終了する予

定でございます。 

  現在進めておりますごみ処理施設整備基本計画でございますが、昨年、ごみ処理

基本構想において整理したストーカ式焼却炉、流動床式ガス化溶融炉、シャフト炉

式ガス化溶融炉の３つの処理方式について、建設や維持管理等に係るコスト、発電

施設配置等の各種計画に関して、プラントメーカーへのアンケート調査を実施して

おります。また、ごみ処理の際に発生する焼却灰や溶融スラブ等をできる限り資源

化する視点から、資源化事業者へのアンケート調査も併せて行っております。 

  こうしたごみ処理方式等に係る調査等を踏まえ、来年度には公設公営、公設民営、

民設民営等の事業方式についてアンケート調査を実施し、秋頃までには基本計画の

素案を取りまとめ、パブリックコメントを実施する予定でございます。 

  環境影響評価の手続につきましては、先月方法書の公表、説明会を行い、現在意

見を募集しているところで、来年の３月頃から現地調査を開始する予定でございま

す。 

  次に２点目、両市のごみ減量の取り組みが及ぼす効果についてでございますが、

新しいごみ処理施設の規模は、ごみ処理基本構想において、１日当たり２００トン

と設定して、施設整備基本計画の策定準備を進めております。 

  処理規模の算定にわたっては、現在のごみ処理量や今後のごみ減量化の取り組み

を考慮して検討したもので、両市における現在の施設の処理規模１日当たり２９０

トンと比較して、大幅な処理規模の縮小が可能となっております。 

  今年度、両市においては、ごみ処理基本計画の見直しや改定が進められており、

当初の想定よりもごみの減量化が進むことも考えられますので、平成３０年度から

３１年度に予定しております施設の基本設計や仕様書を作成するに当たり、その時
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点における両市のごみ処理量の実績及び将来の見込み等をもとに、再度処理規模の

確認を行う予定でございます。 

  両市のごみ減量の取り組みが及ぼす効果として、ごみ処理量が当初計画よりも少

なくなれば、処理規模を２００トンより小さくすることも可能となり、施設や維持

管理費用の削減につながるものと考えております。 

  また、現在進めております環境影響評価への手続の影響につきましては、ごみ処

理量の減少や施設の処理規模が小さくなる場合において、環境への負荷が大きくな

ることではないため、手続の影響はないものと考えております。 

病院事務局長（天木洋司） 

  質問事項２、西知多総合病院の利便性向上についての１点目、現状の課題におけ

るシャトルバスのルート変更及び夜間窓口の利便性向上についてでございますが、

現在、シャトルバスは名鉄朝倉駅と病院間を２台のシャトルバスで１５分間隔、太

田川駅及び南刈谷駅を、１台のシャトルバスで５０分間隔の計３台で直行運行をい

たしております。外来の受診状況から、南粕谷など、知多市南部地域の患者数の減

少が見られ、当該地域から当院への受診を促すためには、現行の朝倉駅行き２台の

うち、１台を新舞子駅まで延長し、患者さんの利便性向上を図ることが必要と考え

ております。現在、延長に向けて、運行ダイヤの見直しとともに、関係機関との調

整を進めており、来年度のできるだけ早い時期からの運行開始を目指してまいりま

す。 

  続きまして、夜間窓口の利便性向上につきましては、夜間受付のある時間外出入

口が駐車場から離れておりわかりにくいため、案内看板を設置してまいります。ま

た、時間外出入口前のロータリーにつきましても、夜間の一時的な乗降場所として

利用促進を図ることとし、案内看板を設置して患者さんに周知を図ってまいります。

以上でございます。 

  続きまして２点目、放射線治療施設増築工事についてでございますが、現在、現

病院放射線エリアの南側で、職員用立体駐車場Ｃ棟との間の空地を建設予定地とし、

放射線治療が円滑に行えるよう大学医局との調整を図った上で、病棟、外来からの

患者動線を考慮しつつ、基本設計を進めております。工事期間中には、一部、救急

車の出入動線の変更等を予定いたしておりますが、救急搬送や患者さんに不便・不

都合を生じることのないようしっかりとした仮設計画を作成してまいります。以上
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でございます。 

議長（井上正人） 

  夏目議員、再質問または要望がありましたら発言を許します。 

１２番（夏目豊） 

  答弁ありがとうございました。ここで要望させていただきます。 

  １番目ですが、ごみ処理施設建設事業、答弁ありましたが、当初２００トンには

こだわらず、減らせるものはどんどん計画を変更していくということでした。この

ことは、イニシャルコスト、ランニングコストの削減につながるところと見ていま

す。ということは、両市の将来の負担の低減に大きく寄与するものだと思っていま

すので、引き続きさまざまな可能性を踏まえ、取り組んでいただくことをお願いい

たします。 

  ２番目ですが、シャトルバスの新舞子までの延伸の答弁をいただきました。来年

度のできるだけ早い時期の運行ということを目指しているということでございます

ので、それについてはしっかりと行っていただくと同時に、ルート変更に伴う検証

も含めて、しっかりとやっていただくことをお願いしたいと思います。 

  また、放射線治療施設増築工事も、基本設計段階でやっぱり動線とか、患者動線

とか工事期間中の不便・不都合がつかないような仮設施設計画を行っていくとの答

弁だったと思いますが、そのことを踏まえてしっかりと行っていただくことをよろ

しくお願いします。 

  また、夜間窓口についても、しっかりと看板等設置していただけるということで

したので、設置後もまたロケーション含めて行っていただくことを要望して、私の

要望とさせていただきます。以上です。ありがとうございました。 

議長（井上正人） 

  以上で、１２番の夏目豊議員の一般質問を終わります。 

  続きまして、８番古俣泰浩議員の発言を許します。 

８番（古俣泰浩） 

  議長の指名をいただきましたので、通告に従いまして順次、質問させていただき

ます。 

  まず質問事項の１番目。西知多総合病院の持続可能な経営体制の確立についてお

伺いいたします。公立西知多総合病院は、平成２８年度の経営方針の前文で、平成
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２７年５月の開院以来、知多半島北西部地域において急性期医療を担う中核病院と

して、救急医療の充実と地域連携の強化を大きな使命として運営している。平成２

８年度においても、断らない救急の継続、地域医療としての一層の推進とともに、

ＤＴＣ制度のいう新公立病院改革プラン策定、病院機能評価、受診準備を進めるこ

となどにより、医療の質の向上、経営の効率化、収益の向上を図り経営の健全化を

目指すものであると掲げています。 

  平成２８年度予算の経営目標としては、入院、外来患者数及び単価を数値目標と

して定め、また質の高い医療の提供、経営の健全化、地域医療への貢献の３点を戦

略テーマとし、本年度は組織をあげて取り組んでこられたことと思います。 

  しかしながら、公立病院は公営企業としての独立性を保ちながら、効率的経営と

公共の福祉の増進を図る二面性をもつ上に、通常の医療収入だけでは採算性を確保

できない政策医療も実施しなければならず、さらには、診療報酬の改定、高齢化の

進展、医療に関する各種コストの高騰など今後も病院経営を取り巻く環境は厳しさ

をましていくことと思います。 

  そこでお伺いをいたします。医療収入のもととなる数値と傾向を把握したいと思

いますので、質問事項の１番目の１点目、入院外来患者数、手術件数の推移と稼働

病床の推移についてお伺いします。 

  次に、現在の病院のホームページの院長さんの挨拶に、開院当初は、施設面、運

営面で行き届かない事が多々ありましたが、皆様に心地よく御利用していただける

よう少しずつ改善を図り、これからも努力をしていきますとあります。開院から１

年半を経過し、今後はさらにより充実した医療を提供するためにも、日常の利用者

満足度向上の取り組みと職員のスキルアップの取り組みが大切だと考えます。 

  質問事項１番目の２点目、利用者満足度向上の取り組みについてお伺いをいたし

ます。 

  平成２８年度の経営方針の前文にありますように、本年度以降に、国の定めた公

立病院改革ガイドラインに沿って新公立病院改革プランを策定することになると思

いますが、先に述べましたように公立病院を取り巻く厳しい経営環境の中、持続可

能で健全な経営体制を整えるためのしっかりとした経営戦略の策定と、進行管理体

制の整備が必要だと考えます。 

  質問事項１番目の３点目、経営戦略の策定についてお伺いをいたします。 
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  次に、公立西知多総合病院は、今後もこの地域において急性期医療を担う中核病

院としてその役割を果たしていくわけですが、超高齢化の趨勢はこれからも続いて

いきます。年齢を重ねて病気になったとき、やはり住みなれた地域で、急性期から

回復期、慢性期そして在宅まで切れ目なく良質な医療を安心して受けられることが、

これからの地域医療のあり方だと考えております。 

  そこでお伺いをいたします。質問事項の２番目、慢性期医療を保有する医療機関

との連携についてお伺いをいたします。御答弁よろしくお願いいたします。 

管理者（宮島壽男） 

  古俣泰浩議員の御質問にお答えいたします。 

  質問事項１、西知多総合病院の持続可能な経営体制の確立についてでございます

が、西知多総合病院は、救急医療、入院治療に重きをおいた急性期医療を担うとと

もに、地域の中核病院としての役割を果たしていく必要がございます。 

  そのためにも、早期の経営基盤確立による持続可能な経営体制を確立し、全ての

病院職員が一丸となって質の高い医療提供と健全経営に取り組んでまいります。 

  各質問事項に対する答弁につきましては、院長及び担当部長から答えさせますの

でよろしくお願いいたします。 

病院事務局次長（岩堀良治） 

  質問事項１、西知多総合病院の持続可能な経営体制の確立についての１点目、入

院、外来患者数、手術件数の推移と稼働病床数の推移についてでございますが、１

日平均での対前年度比較では、入院患者数では昨年度が２８８．１人、本年度上半

期が２９０．３人で、２．２人の微増。外来患者数は、昨年度が８１３．０人、本

年度上半期が８２４．９人で、１１．９人の増。手術室で行われた手術件数は、昨

年度、今年度上半期いずれも１２．９件で横ばいでございます。 

  また稼働病床数の推移でございますが、開院時より７階の２病棟９０床を休床し、

稼働病床を３７８床としておりましたが、本年８月に７階西病棟４５床の稼働を開

始し４２３床で稼働いたしております。 

  次に、２点目、利用者満足度向上の取り組みについてでございますが、当院では、

地域住民や利用者の要望に応えられるような医療サービスの質的向上等を審議し、

活動することを目的に病院サービス委員会を設置しております。委員会では、御意

見箱を院内各所に設置することで利用者からの要望、御意見を聴取し、投書した方
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へ病院として回答するとともに、要望等の概要とその回答を院内掲示板に掲示して

おります。 

  また、患者満足度アンケート調査を年２回実施し、その結果を全職員に周知する

ことで改善を図っております。 

  このほか、利用者満足度向上のための具体的な活動として、院内コンサートの開

催、七夕、クリスマス等の年中行事、病院ボランティアの養成、全職員対象の接遇

研修。接遇チェックリストによる自己評価や全体分析、職員挨拶運動などを実施し

ております。 

  また、待ち時間の解消など病院全体で改善に取り組むことで利用者の満足度を向

上できるよう、今後とも改善改革に努めてまいります。 

病院事務局長（天木洋司） 

  ３点目、経営戦略の策定についてでございますが、全国の公立病院では、総務省

通知により新公立病院改革ガイドラインを踏まえ、新公立病院改革プランを平成３

２年度までの期間を対象として、昨年度または本年度中の策定が義務づけられてお

り、当院は本年度末までに策定を図るものでございます。ガイドラインでは、地域

医療構想を踏まえた役割の明確化、経営の効率化、再編ネットワーク化、経営形態

の見直しの４つの視点に沿って記載するものとされており、経営効率化の中では、

経営指標に係る数値目標の設定、経常収支比率に係る目標設定の考え方、目標達成

に向けた具体的な取り組み、新改革プラン対象期間中の各年度の収支計画等が記載

対象とされております。 

  また、策定した新改革プランは広く公表するとともに、実施状況をおおむね年１

回以上点検評価を行うこととされ、評価の過程では有識者や地域住民等が参加する

委員会等への諮門も必要と考えております。 

  当院として策定する内容につきましては、放射線治療の開始、地域での役割を踏

まえた地域医療連携の強化などにより患者の確保、診療単価の向上を図り、将来的

な経常収支の黒字化を目指すものとする予定でございます。 

以上でございます。 

院長（浅野昌彦） 

  質問事項２、慢性期病床を保有する医療機関との連携についてでございますが、

質の高い地域医療を確保するために必要とされている地域完結型医療体制を構築す
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るに当たり、急性期医療を担う当院にとって、回復期、慢性期の医療の受け持つ医

療機関との連携は必要不可欠と考えております。 

  当院では、患者さんの入院前から退院後まで一体的な支援を行う患者サポートセ

ンターに地域医療機関の連携を担う地域医療連携室をおくとともに、東海、知多、

大府市内の回復期、慢性期病院との連携会議を定期的に開催しております。 

  また、旧知多市民病院跡地で開院間近の知多小嶋記念病院とは密接に連携を図る

ことで、急性期医療から回復期医療、慢性期医療への円滑な移行を確保し、地域の

患者さんに継続的な医療が提供できるように取り組んでまいります。 

議長（井上正人） 

  古俣議員、再質問、または要望がありましたら発言を許します。 

８番（古俣泰浩） 

  それぞれ御答弁をいただきまして、ありがとうございました。 

  要望を２点させていただきたいと思います。 

  質問事項１番目の２点目、利用者満足度向上の取り組みについてでございますが、

病院のサービス委員会で御意見箱を設置し、利用者さんからの各種要望や意見を聴

取し、病院として投書した方への回答するとともに、概要を院内掲示板に掲示して

いる。また患者満足度アンケートを年２回実施、結果についても全職員に周知し改

善をしていくという御答弁でした。 

  この取り組みについては今後もぜひ継続して行っていっていただきたいと思いま

す。 

  アンケートについての要望なんですが、もちろん患者さんのみならず、御家族と

かですね、お見舞いの方何かの意見も聴取できる体制をお考えをいただきたいとい

うふうに思います。 

  それと周知の方法なんですが、病院内掲示板に掲示しているという御答弁でした

が、せっかく病院の良いホームページがありますので、改善・改良された点、積極

的に、そういったホームページ等を活用して公開をしていっていただきたいという

ふうに思っております。 

  それから３点目、経営戦略の策定についてでございますが、経営のもととなるそ

れぞれの数値、上向き傾向だということで安心をしておりますが、新公立病院改革

プラン、本年度末までに策定するとのことで、前段の質問で申し上げましたように、
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やはり公立病院を取り巻く経営環境というのは、これからもずっと厳しい環境が続

いて行くと思われます。策定される新公立病院プランを年度ごとにしっかりと有識

者等の力をお借りして点検評価を行っていただきまして、持続可能な経営体制の確

立をされることを要望して私の質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

議長（井上正人） 

  以上で、８番古俣泰浩議員の一般質問を終わります。 

  続きまして、７番井上純一議員の発言を許します。 

７番（井上純一） 

  議長のお許しを得ましたので、先の通告に従い質問をさせていただきます。 

  さて、公立西知多総合病院が開院してから、早いもので１年半が経過いたしまし

た。ここで、市民の皆様方から寄せられた御意見をもとに質問をさせていただきま

す。 

  まず質問事項１、病床の運用状況についてでございます。開院後１年以上たって

も、いまだに空き病床が散見されるが、それはどういう理由があるのかとよく市民

の方から聞かれます。そこでお伺いします。 

  質問要旨１、全床４６８床の現在の空き病床数とその内訳はどうか。質問要旨２、

今後の病床運用の見通しはどうか。 

  次に、質問事項、産婦人科診療についてでございます。現在、東海市で出産でき

る病院及び助産院は一つもございません。いつになったら安心して市内で出産でき

るようになるのか、子育てするなら東海市と言われるにもかかわらず出産ができな

いというのはいかがなものかとよく御意見を市民の方から伺います。 

  そこでお伺いいたします。 

  質問要旨１、現在産婦人科の診療状況はどうか。 

  質問要旨２、産婦人科診療の今後の見通しはどうか。 

  次に、質問事項３、入院患者への対応について、先日入院された患者の方が、入

院中に診療室での診察が終わってから待合室で待っておくように医師から言われ、

そのまま待っていたが誰も迎えにこなくて放置され、体調が悪くなったことがあっ

た。医師、看護師及び看護助手間の連携が悪いように感じると指摘を受けました。

これはたまたま起こったレアケースかもしれません。しかし医療現場では、ほんの
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小さなケアレスミスが大事故につながる可能性があると考え、お伺いをいたします。 

  質問要旨１、患者や市民の皆様からのさまざまな苦情や御意見を、どのような形

で聴取し、それに対しどのような対応をとっているのかお伺いして質問を終えます。 

管理者（宮島壽男） 

  井上純一議員の御質問にお答えいたします。 

  質問事項１、西知多総合病院の病床運用の状況についてでございますが、西知多

総合病院は、知多半島北西部地域の急性期医療を担う中核病院として救急医療、入

院治療などに力を入れて運営しております。 

  病床運用につきましては、現在、休床中の病床もございますが、医療ニーズに合

わせた活用を図っているところでございます。 

  各質問事項に対する答弁につきましては、院長及び担当部長から答えさせますの

で、よろしくお願いいたします。 

病院事務局長（天木洋司） 

  質問事項１、西知多総合病院の病床運用の状況についての１点目、全病床４６８

床の現在の空き病床数とその内訳はどうかでございますが、開院時より看護師不足

のため７階病棟９０床を休床しておりましたが、本年８月より、７階西病棟４５床

が稼働し、現在、７階東病棟４５床が空き病床となっております。現在稼働してい

る４２３床の内訳といたしまして、４階西病棟４５床を整形外科、東病棟３３床を

脳神経外科及び神経内科、５階西病棟４５床を小児科、眼科及び内科、東病棟３５

床を産婦人科、内科及び外科の女性患者、６階西病棟４５床を耳鼻咽喉科、歯科口

腔外科及び内科、東病棟４５床を消化器内科及び内分泌代謝内科、７階西病棟４５

床を外科及び泌尿器科、８階西病棟４５床を呼吸器内科、腎臓内科及び皮膚科、東

病棟４５床を循環器内科及び腎臓内科、９階病棟２０床を緩和ケア病床とするほか、

救急病床１２床、ＩＣＵ病床８床でございます。 

  なお、１０月の病床稼働率は７３．８％でございました。 

  続きまして、２点目、今後の病床運用の見通しでございますが、本年１０月に発

表された愛知県地域医療構想にある必要病床数の推計などを踏まえた新公立病院改

革プラン策定の中で、現在休床となっている４５床を含めた、全４６８床の運用に

つきまして、地域医療と病院経営双方の視点から最適なものになるよう検討をして

いるところでございます。 
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  続きまして、質問事項２、西知多総合病院における産婦人科診療についての１点

目、現在産婦人科の診療状況はどうかでございますが、現在、常勤医師３名、非常

勤医師２名が診療に当たっており、外来は２診体制で行っております。 

  開院時より、分娩に対応する体制が整わないため、卵巣や子宮の良性腫瘍、子宮

がん等、婦人科疾患を中心とした診療に限定をしておりますが、そのほか、子育て

支援として助産師によるなでしこ外来やデーケアでの授乳・育児相談、心身の安定

が必要な産婦さんを対象とした入院による産後ケアも行っております。 

院長（浅野昌彦） 

  ２点目の産科診療の今後の見通しでございますが、本年４月には産婦人科医師が

３名体制となり、近隣の小児専門病院においても、ハイリスク分娩が廃止されるこ

とに伴う両病院間の連携を前提とした早期の分娩、実施体制が整うものと認識して

おりました。しかしながら、近隣小児専門病院では、ハイリスク分娩実施に至る過

程で、当院の通常分娩に対する支援が困難であるとの旨の申し出があり、一方で、

通常分娩においても、常にリスクが想定され、産婦人科医、小児科医師のマンパワ

ーが十分でないこと、母体及び新生児の救急対応が困難になる恐れがあり、現時点

では分娩開始に至ってはおりません。 

  また、医師確保の面から言えば、当院の産婦人科医師がこの１２月から産前休暇

に入ることもあり、現在産婦人科の学会誌や医師の民間紹介会社を通じて広く医師

募集を募っているところでございます。 

  同様に新生児を取り扱う小児科の医師につきましても、大学に働きかけを行って

おり、分娩を開始するに至った場合には派遣を検討するとの考え方が示されており

ます。 

  いずれにいたしましても、産婦人科医は分娩の取り扱いに熟達した常勤医師を含

めて常に３名以上で分娩に対応する状態にもっていくこと、出産時の当直に当たる

非常勤医師及び新生児を取り扱う小児科の常勤医師確保が分娩開始の前提になると

考えております。 

  なお、現在、本格的な分娩開始までの間、里帰り出産に対応した３２週当たりま

での妊婦検診の開始に向けて院内で準備を進めているところでございます。 

病院事務局次長（岩堀良治） 

  質問事項３、西知多総合病院における入院患者への対応についての１点目、患者
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や市民の皆様からのさまざまな苦情や御意見をどのような形で入手しており、それ

に対してどのような対応をとっているのかでございますが、苦情や御意見は院内各

所に設置した御意見箱への投書、患者満足度アンケート調査、患者サポートセンタ

ーを始め患者さんに対応している窓口、診療現場における職員に対しての発言、担

当部門への電話や手紙、時には両市市役所宛ての投書や電話等さまざまな形で入手

いたしております。 

  これらの苦情や御意見への対応でございますが、窓口、診療現場及び電話の場合、

職員が内容を聴取し、即時対応できるものはその場で解決を図り、調整を要するも

の等は相手の御理解をいただいた上で、後日回答いたしております。御意見箱や手

紙に対しては、対応策、改善案について病院サービス委員会での検討を経て、投書

された方に直接回答し、院内掲示板にも御意見と回答を掲示をいたしております。 

  また、診療内容に対する具体的な苦情、御意見は、医療安全管理室において事実

確認の上適正に対応しております。 

  いずれにいたしましても、苦情、御意見とその対応結果、アンケート調査結果に

ついては、院長以下病院幹部職員を始め全職員が認識し改善が図られるように院内

に周知いたしておりますが、今後とも患者さんの安全性、快適性、利便性向上を第

一に考えながら、苦情、御意見に対応してまいります。 

議長（井上正人） 

  井上純一議員、再質問または要望がありましたら発言を許します。 

７番（井上純一） 

  それでは、再質問を２点ほどさせていただきたいと思います。 

  先ほど御答弁いただき、ありがとうございます。 

  １点目の質問なんですけども、今後の病床の運用の見通しについてどうかという

ことで、御答弁の中で地域医療と病院経営の双方の視点から最適なものになるよう

に検討していくと言われたんですけども、看護師の確保、看護師がいなければ病床

の運用はできないと。それで看護師についてはどのようにお考えになられているの

かをお聞かせください。 

  ２点目にですけれども、出産に対してですけれども、産婦人科診療についての今

後の見通しについて、結論から言うと今のところ見通しが立っていないという御理

解でよろしいでしょうか。 



 

２０ 

  以上です。 

病院事務局長（天木洋司） 

  再質問の１点目、看護師の確保についてはどのように考えているかでございます

が、確かに現在７階東病棟の４５床のほうが休床を続けております。このオープン

については、確かに看護師の確保が非常に必要となってくるのは事実でございます。

現在、特に就職の民間会社が行っておりますガイダンス、就職の説明会等に、各種

参加をいたしておりますし、また病院単独でも、就職時期に合わせたＰＲを積極的

に行いまして、常時採用に努めているところでございます。 

  また、２点目の産科に見通しの状況でございますけれども、確かに先ほど病院長

が申し上げましたように、現時点で申し上げますと、具体的にこの時期からという

目途は立っておりません。 

  以上でございます。 

議長（井上正人） 

  井上純一議員、要望がありましたら、発言を許します。 

（発言なし） 

議長（井上正人） 

  以上で、７番井上純一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。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（井上正人） 

  続きまして、日程第６ 議案第２３号西知多医療厚生組合職員の自己啓発と休業

に関する条例の制定についてを議題といたします。 

  提出者から、提案理由の説明をお願いします。 

総務部長（小川隆二） 

  ただいま上程されました議案第２３号西知多医療厚生組合職員の自己啓発と休業

に関する条例の制定につきまして、御説明申し上げます。 

  当議案は、地方公務員法第２６条の５第１項第５項及び第６項の規定に基づく自

己啓発休業制度導入のため制定するものです。 

  なお、議案の詳細につきましては、総務課長から御説明申し上げます。 

総務課長（和田真貴） 
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  議案第２３号西知多医療厚生組合職員の自己啓発休業に関する条例の制定につい

ての内容につきまして御説明申し上げます。 

  資料１枚はねていただきまして、条例案の１ページをご覧ください。 

  まず、第１条は、この条例の趣旨を定めたもので、地方公務員法第２６条の５第

１項に定める職員の自己啓発と休業の実施に関して必要な事項を定めるとしたもの

でございます。 

  第２条は、自己啓発等休業を承認する要件を定めたもので、在職期間２年以上の

職員からの申請により、公務運営に支障がなくかつその職員の公務に関する能力向

上に資すると認めるときに大学課程等の履修をするための休業を承認することがで

きるとしたものでございます。 

  第３条は、自己啓発等休業の期間を定めたもので、原則は２年以内の期間とし、

例外として、規則で定める特に必要な場合について３年以内の期間とするものでご

ざいます。 

  第４条は、自己啓発等休業の承認の対象となる大学課程等を実施する教育施設を

定めたものでございます。 

  第５条は、自己啓発等休業の承認の申請を行う上での手続要件を定めたもので、

申請に際して、休業の期間と大学等過程の履修内容を明記しなければならないとし

たものでございます。 

  ２ページをお願いいたします。第６条は、自己啓発期間の延長について申請手続

や承認の要件等を定めたもので、第１項は申請手続を、第２項は延長の回数の制限

を、第３項は延長承認の要件として、第２条に規定する当初申請の場合の要件の準

用を規定したものでございます。 

  第７条は、承認の取り消し事由を定めたもので、正当な理由なく休学や授業の頻

繁な欠席など素行不良である場合や、大学課程等の履修に支障が生じる事態となっ

た場合に休業の承認を取り消すとしたものでございます。 

  第８条は、自己啓発等休業に係る大学等過程の履修状況の報告について定めたも

ので、大学等過程の履修を取りやめたり、休学や停学の場合に、それらの状況につ

いて任命権者に報告することとしたものでございます。 

  第９条は、自己啓発等休業から職務に復帰した場合の給料の調整について定めた

もので、大学等過程の履修内容に応じまして、休業期間の全部または一部を引き続
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き勤務したものとみなして、給料の合計を調整できるとしたものでございます。 

  ３ページをお願いいたします。第１０条は、退職手当の算定に関しての特例を定

めたもので、第１項は、自己啓発等休業の期間を退職手当調整額の算定基礎となる

期間に含めることとしたもの、第２項は、一定の条件を満たした場合に勤続期間か

ら除算する自己啓発等休業の期間を、実際に休業した月数の２分の１の期間に減じ

ることとしたものでございます。 

  第１１条は、規則への委任規定で、条例施行に関して必要な事項は管理者が規則

で定めるとしたものでございます。附則は、この条例の施行期日で、平成２９年４

月１日から施行するものでございます。 

  以上で説明は終わります。よろしく御審査いただきますお願い申し上げます。 

議長（井上正人） 

  これより、質疑に入ります。 

  質疑の発言を許します。 

９番（伊藤正治） 

  それでは１点お願いいたします。 

  自己啓発等休業の承認の中で、職員として在職期間が２年以上あるものが申請し

た場合とあるが、この２年以上と定めた理由についてお伺いします。 

総務課長（和田真貴）  

  御質問の自己啓発等休業の承認の中で、職員としての在職期間を２年以上とした

理由でございますが、職員がさらなる能力の向上を目指したい分野を選定するに際

しましては、具体的に申しますと、看護師が助産師資格を目指す場合などでござい

ますが、担当業務をある程度理解した上で自己の適性を判断することが適切である

と考えており、これに要する期間として設定したものでございます。 

  なお、この２年という期間は、国家公務員の自己啓発等休業の承認申請要件にお

いても同様に設定されております。 

  以上でございます。 

議長（井上正人） 

  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（井上正人） 



 

２３ 

  ないようですので、これで質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議長（井上正人） 

  ないようですので、これで討論を終了いたします。 

  これより採決をいたします。議案第２３号「西知多医療厚生組合職員の自己啓発

等休業に関する条例の制定について」、原案に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（ 賛成者 挙手 ） 

議長（井上正人） 

  ありがとうございました。挙手、全員であります。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（井上正人） 

  続きまして、日程第７、認定第１号「平成２７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１１、認定第５号「平成２７年度西知多

医療厚生組合病院事業会計歳入歳出決算認定について」までの５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願います。 

総務部長（小川隆二） 

  ただいま上程されました認定第１号「平成２７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」、認定第２号「平成２７年度西知多医療厚生組合し尿

処理事業特別会計歳入歳出決算認定について」、認定第３号「平成２７年度西知多

医療厚生組合ごみ処理事業特別会計歳入歳出決算認定について」、及び認定第４号

「平成２７年度西知多医療厚生組合看護専門学校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２７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。 

  一般会計決算書の２ページ及び３ページをお願いします。 

  歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額２６億６，０２５万２，５６２
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円、歳出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額２６億５，６８０万３，６２

５円でございまして、３ページ下の歳入歳出差引残額は３４４万８，９３７円とな

りました。 

  詳細につきましては、総務課長より御説明申し上げます。 

総務課長（和田真貴） 

  平成２７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、事項別明細書により御説明いたします。 

  歳入から御説明いたします。 

  ６ページ及び７ページをお願いいたします。 

  １款分担金及び負担金の１項１目１節負担金は、当初予算額２４億４，５０１万

５，０００円に、１億９，３３８万８，０００円を増額補正した合計２６億３，８

４０万３，０００円に対しまして、収入済額は、補正後予算と同額の２６億３，８

４０万３，０００円でございます。 

  内訳といたしましては、組合規約第１１条の規定による負担割合に基づき算出し

た額として、各会計分負担金合計で東海市から１５億８，５２６万４，４９８円を、

知多市から１０億５，３１３万８，５０２円を負担していただいたものでございま

す。 

  ２款繰越金の１項１目１節繰越金は、当初予算額２，７００万円に、６１４万１，

０００円を減額補正した合計２，０８５万９，０００円に対し、収入済額は２，０

８５万９，５６４円でございます。 

  ３款諸収入は、予算現額７９万６，０００円に対し、１項１目の組合預金利子と

して３万１，６７６円及び２項１目の雑入として９５万８，３２２円の収入があり、

諸収入全体の収入済額は９８万９，９９８円でございます。 

  ８ページ及び９ページをお願いいたします。 

  以上、歳入合計は補正額を加えた予算現額２６億６，００５万８，０００円に対

しまして、収入済額は２６億６，０２５万２，５６２円で、差し引き１９万４，５

６２円の収入増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いたします。 

  １０ページ及び１１ページをお願いいたします。 

  １款議会費の１項１目議会費は、支出済額７８万８，３５７円、補正後予算額に
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対する執行率では７５．２％ございます。 

  １節報酬の５３万２，５６７円は、組合議員１４人分の報酬でございます。 

  １０節交際費の５，０００円は、組合議員親族の御葬儀に際しまして、議長名で

の香典として支出したものでございます。 

  １４節使用料及び賃借料の１０万４，５６０円は、議会行政視察の際の移動用バ

ス借上料でございます。 

  ２款総務費の１項１目一般管理費は、支出済額２６億５，６０１万５，２６８円、

執行率９９．９％でございます。 

  １節報酬の１８万５，６９６円は、監査委員の報酬でございます。 

  ２節給料２，６１７万３，９４８円、３節職員手当等２，１４０万６，１４０円

は、総務部総務担当職員６人分の給与支給額でございます。ここでは、人事院勧告

に基づく給与改定による給料、勤勉手当の増額改定及び地域手当率の上昇に伴う支

出増額のため、他の費目から流用いたしました。 

  １２ページ及び１３ページをお願いいたします。 

  ４節共済費の９１２万６，５２８円は法定福利費で、市町村共済組合負担金でご

ざいます。こちらも給与の増額改定に伴い、負担金支出が増額したため、他の費目

から流用いたしました。 

  １１節需用費の１６２万５，０４８円は、消耗品費として事務用品・施設管理用

品の購入等、印刷製本費として予算書・決算書等の印刷代、燃料費として公用車の

ガソリン代等、修繕料といたしまして公用車点検時の修理代、施設修繕などの費用

でございます。不用額は、消耗品費において、組合事務のネットワーク関係、ライ

センス等を病院事業と統合し、病院事業側で経費支出したことによる執行残や、修

繕料において、施設、事務用備品、庁用車の突発修繕用費用が不要となったことな

どによるものでございます。 

  １２節役務費の１６１万６，３３４円は、電話、ファクシミリ料金、施設間事務

ネットワーク回線料などの通信運搬費、公用車の法定点検手数料などの手数料、自

賠責保険の自動車保険料などでございます。ここでは、旧知多市民病院における財

務会計処理のための事務用ネットワークの回線使用を、当初予定より延長したこと

による使用料の増加のため、不足分を他の費目から流用いたしました。 

  １３節委託料の９２１万３，２９７円は、事務事業委託料として公平委員会事務
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委託料を始め７件、施設維持管理委託料として管理棟清掃委託料を始め４件の委託

事業の費用でございます。 

  １４節使用料及び賃借料の１５２万９，０７１円は、テレビ受信料のほか、事務

機器等借上げ、システム管理などの費用でございます。 

  １４ページ及び１５ページをお願いいたします。 

  １５節工事請負費の２７０万円は、衛生センターの駐車場を増設したもので、約

３００平方メートル、９台分の区画を整備したものでございます。 

  ２７節公課費は、軽自動車１台と普通自動車１台の車検に伴う重量税を支出した

もので、乗用車の公課減税が終了したことによる不足分を他の費目から流用いたし

ました。 

  ２８節繰出金の２５億８，１９５万３，０００円は、東海、知多両市から収入し

た、し尿処理事業特別会計、ごみ処理事業特別会計、看護専門学校事業特別会計及

び病院事業会計の負担金をそれぞれの会計に振り替えたものでございます。 

  ３款公債費の１項１目利子の２３節償還金 利子及び割引料は、資金の一時借入

れを行わなかったため、支出はございませんでした。 

  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、補正後の予算現額２６億６，００５万８，０

００円に対しまして、支出済額は２６億５，６８０万３，６２５円、執行率９９．

９％で、３２５万４，３７５円の不用額となったものでございます。 

  １６ページは、実質収支に関する調書、１８ページ、１９ページは、財産に関す

る調書を掲載しておりますが、説明につきましては省略をさせていただきます。 

  以上で説明を終わります。 

議長（井上正人） 

  この際、暫時休憩といたします。１０時４５分まで休憩といたします。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（休憩  午前１０時３５分） 

（再開  午前１０時４５分） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（井上正人） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 
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  日程第８、認定２号から説明をお願いいたします。 

総務部長（小川隆二） 

  認定第２号「平成２７年度西知多医療厚生組合し尿処理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。 

  し尿処理事業特別会計決算書の２ページ及び３ページをお願いします。 

  歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額２億１，６９５万３，０５４円、

歳出の決算額は右側の表の歳出合計の支出済額１億８，８６１万１，１５６円でご

ざいまして、３ページ下の歳入歳出差引残額は２，８３４万１，８９８円となりま

した。 

  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（和田真貴） 

  平成２７年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計歳入歳出決算の補足説明

につきましては、事項別明細書により御説明申し上げます。 

  歳入から御説明いたします。 

  ６ページ、７ページをお願いいたします。 

  １款使用料及び手数料の１項１目１節総務使用料は、収入済額９，０００円で、

電柱、電話柱の敷地内占用に係る行政財産の目的外使用料でございます。 

  ２款繰入金の１項１目１節繰入金は、予算現額、収入済額ともに１億９，００１

万９，０００円で、し尿処理事業に係る東海市、知多市の負担金を一般会計から振

りかえたものでございます。 

  ３款繰越金の１項１目１節の繰越金は、予算現額２，２００万円に対しまして、

収入済額２，６９０万５，５８２円でございます。この差額増収は、平成２６年度

決算におきまして、消耗品費における処理用薬剤や燃料用重油の購入費及び工事請

負費における突発修繕工事費の執行が抑えられたことなどにより不用額が増えたこ

とによるものでございます。 

  ４款諸収入の１項１目１節雑入は、収入済額１万９，４７２円で、これは再任用

職員の雇用保険被保険者負担金などでございます。 

  以上、歳入合計は予算現額２億１，２０５万円に対しまして、収入済額２億１，

６９５万３，０５４円でございます。 

  続きまして、歳出について御説明いたします。 
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  ８ページ、９ページをお願いいたします。 

  １款衛生費の１項１目事業総務費は、支出済額５，７９１万６，６３５円、執行

率１００％でございます。 

  ２節給料１，９５７万７，０４０円、３節職員手当等２，９５４万３，３０１円

は、衛生センター職員６人分の人件費でございます。 

  ４節共済費の６２８万９，７５３円は、市町村共済組合負担金や健康保険、厚生

年金の事業主負担分の法定福利費等でございます。 

  ２節給料から４節共済費までは、給与改定等の影響による不足分を、他の費目か

ら流用して支出しています。 

  ７節賃金の１８５万６，３１０円は、退職補充に伴う臨時職員の賃金でございま

す。 

  １１節需用費の２６万２，３７６円は、作業着の購入費や公用車のガソリン代、

公用車及びフォークリフトの点検時修繕費用でございます。 

  １２節役務費の１３万２，４１０円は、フォークリフトと軽貨物自動車の点検手

数料、任意保険料などでございます。 

  １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

  １項２目し尿処理費は、支出済額 1億３，０６９万４，５２１円、執行率８５．

９％でございます。 

  １１節需用費の４，０５４万３，９４２円は、施設設備運転用の消耗品、光熱水

費等でございます。 

  １２節役務費の１０３万３，１９９円は、汚泥焼却灰の埋立処理手数料でござい

ます。 

  １３節委託料の１，６２９万２，３４０円は、水質検査委託料初め１１件の委託

料でございます。 

  １４節使用料及び賃借料の７１万６，０４０円は、焼却灰を埋立地の衣浦港まで

運搬するためのトラック借上料でございます。 

  １５節工事請負費の７，２００万９，０００円は、定期修繕工事３件と計画修繕

工事１１件、及びその他修繕工事１件の工事費でございます。 

  １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

  ２款公債費の１項１目２３節償還金 利子及び割引料は、資金の一時借入れを行
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わなかったことから、支出はございませんでした。 

  ３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、予算現額２億１，２０５万円に対しまして、支

出済額は１億８，８６１万１，１５６円、執行率８８．９％で、２，３４３万８，

８４４円の不用額となったものでございます。 

  １４ページは実質収支に関する調書を掲載しておりますが、説明につきましては

省略をさせていただきます。 

  以上で説明を終わります。 

総務部長（小川隆二） 

  認定第３号「平成２７年度西知多医療厚生組合ごみ処理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。 

  ごみ処理事業特別会計決算書の２ページ及び３ページをお願いいたします。 

  歳入の決算額は左側の表の歳入合計の収入済額４，７５５万８，９７８円、歳出

の決算額は右側の表の歳出合計の支出済額４，４５１万８，７６５円でございまし

て、３ページ下の歳入歳出差引残額は３０４万２１３円となりました。 

  詳細につきましては、ごみ処理施設建設課長より御説明申し上げます。 

ごみ処理施設建設課長（矢野明彦） 

  平成２７年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計歳入歳出決算の補足説明

につきましては、事項別明細書により御説明します。 

  歳入から御説明いたします。 

  ６ページ及び７ページをお願いいたします。 

  １款繰入金、１項１目１節の繰入金につきましては、２，０４１万２，０００円

の現額補正を行い、予算現額、収入済額ともに４，６２４万円でございます。これ

はごみ処理事業に係る負担金で、一般会計から振り替えたものでございます。 

  ２款繰越金、１項１目１節の繰越金につきましては、予算現額１０万円に対して、

収入済額は、１３１万８，９７８円でございます。 

  以上歳入合計は、予算現額４，６３４万円に対して、収入済額は４，７５５万８，

９７８円で、差し引き１２１万８，９７８円の収入増でございます。 

  続きまして、歳出について御説明いたします。 

  ８ページ及び９ページをお願いいたします。 
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  １款衛生費、１項１目事業総務費につきましては、委託料の請負残が生じたこと

に伴い、歳入の繰入金の現額分と同額の２，０４１万２，０００円を現額補正して

おり、支出済額４，４５１万８，７６５円で、執行率９８．２％でございます。 

  ２節給料の１，７１３万４，８３７円は、ごみ処理施設建設課職員４人分の人件

費で、３節から９万３，８３７円を流用しました。 

  ３節職員手当等の１，４３０万４，６６５円につきましても、同様に人件費で、

２節へ９万３，８３７円を、４節へ１５万７，３０４円をそれぞれ流用いたしまし

た。 

  ４節共済費の５８３万４，３０４円は法定福利費で、３節から１５万７，３０４

円を流用いたしました。 

  ８節報償費の２８万５，０００円は、ごみ処理基本構想策定のために設置した検

討委員会の委員に対する報償として支出をしたものでございます。 

  ９節旅費の２３万１，１０９円につきましては、事務連絡のための県庁への交通

費、また、ごみ処理施設の先進地視察として山口県防府市及び兵庫県姫路市を視察

した際の交通費、宿泊料等を支出したものです。 

  １１節需用費の６６万２，７４０円につきましては、消耗品費としての事務用品

等の購入や、印刷製本費として予算書の印刷製本などを行ったもので、１２節へ３

万６，２６０円を流用しました。 

  １２節役務費の５万６，２６０円は、通信運搬費として郵送用の切手購入費、手

数料として新しいごみ処理施設に関する市民説明会において手話通訳者等の派遣手

数料を支出したもので、１１節から３万６，２６０円を流用しました。 

  １３節委託料の５８１万５，６３０円につきましては、主なものとして、ごみ処

理の基本方針、減量化施策や施設整備の方向性等を示すごみ処理基本構想の作成及

び新しい施設の建設に伴い環境に及ぼす影響について調査、予測、評価を行う環境

影響評価、環境配慮書の作成業務を委託したものでございます。 

  １４節使用料及び賃借料の１４万６，５２０円につきましては、ごみ処理基本構

想検討委員会や市民説明会を開催した際の会場使用料、市民を対象とした先進地市

民見学会のための大型バスの借り上げ料などです。 

  １０ページ及び１１ページをお願いいたします。 

  １９節負担金補助及び交付金の４万７，７００円は、職員互助会事業への補助金
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などでございます。 

  ２款１項１目予備費につきましては、支出はありませんでした。 

  以上、歳出合計は、予算現額４，６３４万円に対して、支出済額４，４５１万８，

７６５円、執行率９６．１％で、１８２万１，２３５円の不用額となっております。 

  １２ページは、実質収支に関する調書を掲載しておりますが、説明につきまして

は省略させていただきます。 

  以上で説明を終わります。 

看護専門学校長（竹内晴子） 

  認定第４号「平成２７年度看護専門学校事業特別会計歳入歳出決算について」、

御説明させていただきます。 

  看護専門学校事業特別会計決算書の２ページ、３ページをお願いします。 

  歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額１億５，４９７万８，４２３円、

歳出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額１億４，６５９万６，２６１円で

ございまして、３ページ下の歳入歳出差引残額は８３８万２，１６２円となりまし

た。 

  なお、詳細につきましては、庶務課長より御説明申し上げます。 

庶務課長（前田達郎） 

  平成２７年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計歳入歳出決算につい

て御説明いたします。 

  歳入から御説明いたします。 

  ６ページ及び７ページをお願いいたします。 

  １款使用料及び手数料、１項１目１節の看護専門学校使用料は、予算現額１，６

５６万６，０００円に対しまして、収入済額は１，５９８万１，０００円となりま

した。 

  この主なものは、看護専門学校授業料１，５９７万５，０００円で、学生延べ１，

０６５人分の授業料です。 

  次に、２項手数料、１目１節看護専門学校手数料は、予算現額３４０万４，００

０円に対しまして、収入済額は４１３万９，０００円となりました。 

  主なものとしましては、看護専門学校受験料１１８万円及び看護専門学校入学金

として２８０万円です。 
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  ２款財産収入、１項１目１節土地建物貸付料は、予算現額３２万８，０００円に

対しまして、収入済額は３３万８，７２０円で、ジュース類の自動販売機１台分の

設置料金です。 

  ３款繰入金、１項１目１節繰入金は、当初予算額１億３，１１０万４，０００円

に対しまして、収入済額は、同額の１億３，１１０万４，０００円となりました。 

  ４款繰越金は、８ページ及び９ページをお願いいたします。 

  １項１目１節繰越金は、当初予算額３００万円に対しまして、収入済額は３３５

万８，０５１円となりました。 

  ５款諸収入１項１目１節雑入は、当初予算額３万円に対しまして、収入済額は５

万７，６５２円となりました。これは再任用職員等の雇用保険被保険者負担金です。 

  以上、歳入合計は、予算現額１億５，４４３万２，０００円に対し、調定額、収

入済額ともに１億５，４９７万８，４２３円で、差引５４万６，４２３円の収入増

となっています。 

  続きまして、歳出について御説明いたします。 

  １０ページ及び１１ページをお願いいたします。 

  １款看護学校費、１項１目事業総務費ですが、２目看護専門学校費で予算が不足

したため、７１万６，５７３円を２目へ流用しました。この流用額を減額いたしま

した予算現額計１億３，３５０万４２７円に対しまして、支出済額１億２，７２２

万８，１７３円で、執行率９５．２％です。 

  ２節給料の５，５７７万４，３１５円は、学校長を初め常勤職員１３名と再任用

職員１名の計１４名分の人件費で、２目４節へ２５万３，０８３円及び２目７節へ

４６万３，４９０円を流用しました。 

  ３節職員手当等の４，１０４万５，９９７円につきましても同様に人件費で、４

節から５２万９，９９７円を流用しました。 

  ４節共済費の１，８７１万１，７５８円は、法定福利費で、３節へ５２万９，９

９７円を流用しました。 

  ７節賃金の１１０万４，６８４円は、事務員１人分の賃金です。 

  １１節需用費の５４３万５，５３６円につきましては、消耗品費として印刷機用

の消耗品、ごみ袋、事務・施設管理用消耗品の購入。燃料費は庁用車及び教員の私

物自動車のガソリン代。光熱水費は、学校施設の空調代など。修繕料では、施設・
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庁用車点検時修理代､備品修繕などに支払ったもので、１８節へ４９万６，８００円

流用しました。 

  １２節役務費の８１万６４３円は、通信運搬費として、電話、ファクシミリの料

金、知多メディアス回線料など。手数料として、教員の白衣等のクリーニング代、

その他施設や庁用車にかかる保険料などでございます。 

  １３節委託料の３１６万９３０円につきましては、事務事業委託料として、職員

健康診断等委託料１件、施設維持管理委託料として、清掃委託料を始め８件の委託

料でございます。 

  １２ページ及び１３ページをお願いいたします。 

  １４節使用料及び賃借料の５５万４，３１０円につきましては、電子複写機借上

料を始め７件で、このうちパソコン借上料は、学生の教育用パソコン及び事務用２

３台分の借上料です。 

  １８節備品購入費の４９万６，８００円につきましては、会議室の空調機が故障

し修理不能であったため更新したもので、１１節需用費の修繕料から４９万６，８

００円を流用しました。 

  １９節負担金補助及び交付金の１３万３，２００円は、職員互助会事業への補助

金です。 

  ２目看護専門学校費につきましては、予算現額２，０４３万１，５７３円に対し

まして、支出済額１，９３６万８，０８８円、執行率９４．８％です。 

  ４節共済費の３６万９，２６２円は、法定福利費で、１目２節から２５万３，０

８３円を、１１節から６，１７９円を流用しました。 

  ７節賃金の７１２万１，４９０円につきましては、非常勤教員６人分の賃金で、

１目２節から４６万３，４９０円を流用しました。 

  ８節報償費の５８７万２，２００円につきましては、入学試験問題作成等謝礼金

は、推薦入試、一般入試の問題４科目分の作成及び採点として支払った謝礼で、講

師謝礼は、外部講師として招聘した医師、大学教授講師等に支払った謝礼です。 

  ９節旅費の３０万１，５５０円は、教員が実習病院との事前打ち合わせなどをす

るための交通費です。 

  １１節需用費の１２７万９，２０５円につきましては、消耗品費として、消耗機

材、テスト用紙等の購入、印刷製本費として、一般入試学生募集要項、学校案内な
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どの印刷製本を行ったものです。 

  １３節委託料の２４５万５，２８０円につきましては、講師等委託料は公立西知

多総合病院の医師が当校で講師をしていただいた場合、病院へ支払った経費です。

実習委託料は、実習を依頼する各医療施設へ支払ったものです。 

  １４節使用料及び賃借料の４０万１，９８０円につきましては、主に朝倉駅から

講師が利用するタクシー代金です。 

  １８節備品購入費の１２９万１，９１３円につきましては、学生が練習で使用す

る静脈注射パット、沐浴人形、女性導尿モデル、書籍などを購入したものです。 

  １９節負担金補助及び交付金の２７万５，２０８円につきましては、東海北陸地

区自治体看護学校協議会負担金を始め４件の年会費、教員養成講習参加負担金など

６件の研修負担金を支出したものです。 

  １４ページ及び１５ページをお願いします。 

  ２款予備費につきましては、支出はありませんでした。 

  以上、歳出合計は、予算現額１億５，４４３万２，０００円に対し、支出済額は

１億４，６５９万６，２６１円で、執行率９４．９%で、７８３万５，７３９円の不

用額となりました。 

  １６ページは、実質収支に関する調書を掲載しておりますが、説明につきまして

は省略させていただきます。 

  以上で説明を終わります。 

病院事務局長（天木洋司） 

  平成２７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ございます。 

  それでは、認定第５号、「平成２７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」、御説明を申し上げます。 

  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されており、備考欄に消費税額を表示いたしてお

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

１０６億４，２８３万４５円で、予算額に比べ８億１，４３６万９，９５５円の減

となりました。 
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  次に、支出の第１款病院事業費用は決算額１２４億９，１９４万２，６０２円で、

不用額は６億３，１６７万７，３９８円で、執行率は９５．２％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

３億１，６５０万２，５２１円で、予算額に比べ２，３８８万７，４７９円の減と

なりました。  

  次に、支出の第１款資本的支出は、決算額１５億９０万６，７６５円、執行率は

９８．４％で、不用額は２，３８８万７，４７９円となりました。 

  なお、詳細につきましては、管理課長から御説明申し上げます。 

管理課長（深谷篤孝） 

  平成２７年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算の補足説明をさせていただき

ます。 

  初めに、９ページの財務諸表をお願いいたします。 

  １枚はねていただき、１１ページの損益計算書から１５ページの貸借対照表まで

は、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をお願いいたします。 

  平成２７年４月１日から平成２８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、医業収益は、３行下右側８２億６，８３３万９，８２１円、医業費用は７行

下右側１１７億２，７２０万９，９６５円となり、１の医業収益から２の医業費を

差し引いた医業損失は３４億５，８８７万１４４円でございます。 

  ３、医業外収益は、７行下２０億２，５９１万５，００８円、４、医業外費用は

２行下４億１，１６７万４３円となり、３の医業外収益から４の医業外費用を差し

引きますと、１６億１，４２４万４，９６５円のプラスとなり、先ほどの医業損失

と合算した経常損失は１８億４，４６２万５，１７９円でございます。 

  ５、特別利益は、３行下２億９，１６５万２，４１０円、６、特別損失は、３行

下３億１，６７９万３，８５９円となり、５の特別利益から６の特別損失を差し引

きますと、２，５１４万１，４４９円のマイナスとなり、先ほどの経常損失との合

算した当年度純損失は１８億６，９７６万６，６２８円でございます。 

  前年度繰越欠損金が、１億７，７００万５，９１１円でございますので、その他
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未処分利益剰余金変動額２，２２０万円を加えました当年度未処理欠損金が、２０

億２，４５７万２，５３９円でございます。 

  １枚はねていただき、１２ページの剰余金計算書をお願いいたします。 

  資本金の当年度残高は、表の一番下４３億９，４２０万３，９４２円でございま

す。 

  続きまして、表の右側に移っていただき、１３ページの１行目にございます資本

剰余金合計の当年度末残高は、４，６４６万９，６２７円でございます。 

  続きまして、利益剰余金で、表の右側から２列目、利益剰余金合計の当年度末残

高は、マイナスの２０億２，４５７万２，５３９円でございます。 

  よって、資本金と剰余金を合わせました一番右側の列、資本合計の当年度末残高

は、２４億１，６１０万１，０３０円でございます。 

  次に左側の下の表、欠損金処理計算書（案）でございますが、右側の列、未処理

欠損金２０億２，４５７万２，５３９円を繰越欠損金として処理しようとするもの

でございます。 

  １枚はねていただき、１４ページの貸借対照表をお願いいたします。 

  平成２８年３月３１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。 

  初めに、資産の部で、１、固定資産の合計は、このページの中ほど右側１８６億

６９４万６，０４５円、２、流動資産の合計は、その７行下１７億９，４６６万８，

０６３円で、資産合計は２０４億１６１万４，１０８円でございます。 

  続きまして、右側の１５ページ、負債の部で、３、固定負債の合計は、右側の１

５０億９，５２４万６，２５５円、４、流動負債の合計は、１２行下２１億３，０

４９万７，６５７円、５、繰延収益の合計は、４行下７億５，９７６万９，１６６

円で、負債の合計は、１７９億８，５５１万３，０７８円でございます。 

  その下、資本の部で、６、資本金の合計は、右側の４３億９，４２０万３，９４

２円、７、剰余金の合計は、１０行下マイナスの１９億７，８１０万２，９１２円

で、資本の合計は２４億１，６１０万１，０３０円となり、負債資本合計は２０４

億１６１万４，１０８円で、前ページの一番下資産合計と一致するものでございま

す。  

  続きまして、３枚はねていただき、２１ページの事業報告書をお願いいたします。
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さらに、１枚はねていただき、２２ページをお願いいたします。 

  初めに、１、概況の（１）総括事項でございますが、平成２７年度の病院事業は、

平成２７年４月末をもって東海・知多両市民病院を閉院し、５月１日に公立西知多

総合病院を開院しました。新病院開院に向けて、入院患者の安全な移送や医療機器

の確実な移設作業を行うため、４月末に向けて入院患者の制限、４月３０日と５月

１日に外来診療を休診、救急診療の受け入れ制限を行い、５月１日に知多市民病院

から４６人、東海市民病院から２４人、計７０人の入院患者さんを移送いたしまし

た。 

  西知多総合病院は、許可病床４６８床、標榜診療科が３０科で、経営方針の重点

項目といたしましては、地域医療連携の強化、救急医療の充実、災害拠点病院の指

定、ＤＰＣ対象病院への準備を掲げ、知多半島北西部の急性期医療を担う中核病院

として運営をいたしました。 

  なお、７階病棟の９０床につきましては、開院当初から休床いたしました。 

  続きまして、ア、公立西知多総合病院ですが、患者の状況で、入院延べ患者数９

万６，７８５人、１日平均２８８．１人、外来患者数は１７万９，６７０人、１日

平均８１３．０人となりました。 

  １枚はねていただき、右側の２５ページをお願いいたします。 

  ２、工事の（１）建設改良工事の概況は、新病院建設関連で、外構工事及び部門

施設サーバー、ＬＡＮ構築工事を実施いたしました。 

  続きまして、２９ページをお願いいたします。 

  ４、会計の（１）重要契約の要旨は、東海・知多両市民病院から医療機器等移設

業務委託１億１，２８６万円でございます。 

  その下（２）企業債及び一時借入金の概況のア、企業債では、財務省から新病院

建設工事のために９，１８０万円を借り入れております。イ、一時借入金は、株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行から、平成２７年１２月２１日からの８日間を始め、延べ

２４日間に２億２，０００万円を運転資金に充当するため借り入れたものでござい

ます。 

  １枚はねていただき、３０ページをお願いいたします。 

  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としま

して、ア、収益的収入では一般会計負担金７億４，０９３万円、一般会計補助金６
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億５，３００万８，２８８円、退職手当相当額負担金３億４，２５０万円や、特別

利益２億６，１９４万１，５４４円でございます。イ、資本的収入では、一般会計

出資金２億１，６２１万１６８円で、ここには記載してございませんが、収益的収

入及び資本的収入を合わせました一般会計からの繰入金合計は、２２億１，４５９

万円でございます。 

  次ページは、その他の書類でございます。 

  １枚はねていただき、３２ページはキャッシュ・フロー計算書、３３ページから

３８ページまでは収益費用明細書、４０ページ、４１ページは固定資産明細書、４

２ページ、４３ページには企業債明細書をそれぞれ記載してございます。 

  説明は省略させていただきます。 

  以上で説明を終わり、よろしく御審議いただき認定していただきますようお願い

申し上げます。 

議長（井上正人） 

  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（東輝男） 

  平成２７年度西知多医療厚生組合一般会計、し尿処理事業特別会計、ごみ処理事

業特別会計、看護専門学校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、田中雅章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、適法に実施されたかど

うかについて審査を実施いたしました。 

  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２７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。 
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  以上、簡単ではございますが、決算審査結果の報告といたします。 

議長（井上正人） 

  これより質疑に入ります。 

  初めに、認定第１号「平成２７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（伊藤正治） 

  それでは、１件お願いいたします。歳出です。１１ページ、２款１項１目３節、

職員手当等の時間外勤務手当の内容について、また人数と時間の内訳もお伺いいた

します。 

総務課長（和田真貴） 

  御質問の時間外勤務手当の内容について、また人数と時間の内訳についてでござ

いますが、年度当初は、西知多総合病院の開院に伴います病院勤務職員の人事給与

データの移動処理が大半を占めておりまして、その後は、定例的な給与支払事務、

人事異動に関する事務、人事給与に関する各種調査の回答作成等の事務が主な内容

となっております。 

  また、時間外勤務手当の支給対象職員の人数は４人で、時間数は、年間の合計時

間数で、１，１２４時間となっております。 

  以上でございます。 

９番（伊藤正治） 

  はい、ありがとうございました。 

議長（井上正人） 

  ほかにありませんか。 

１０番（伊藤公平） 

  １点お願いします。８ページ、歳入ですけども、３款２項１節雑入で、団体扱生

命保険事務費収入が、当初の見込みより増となったとのことですけども、その理由

についてお伺いします。 

総務課長（和田真貴） 

  御質問の団体扱生命保険事務費収入が当初の見込みより増額となった理由につい

てでございますが、団体扱生命保険につきましては、職員の給料から保険料相当額

を天引きし、各保険会社の口座に振り込み処理をすることによって、保険の種類に
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応じまして、保険料の１．８５％から３．２４％に相当する金額を事務費としてい

ただけることになっております。平成２７年度は、払込保険料の額が予算見込みよ

り金額にして７８８万円、率にして３０％ほど上回ったことにより収入が増額とな

ったものでございます。 

  以上でございます。 

議長（井上正人） 

  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（井上正人） 

  ないようですので、これで認定第１号の質疑を終結いたします。 

  続いて、認定第２号「平成２７年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計歳

入歳出決算認定について」の質疑の発言を許します。 

９番（伊藤正治）  

  それでは、１件お願いいたします。歳出です。９ページ、１款１項１目３節職員

手当等の特殊勤務手当の内容について、またこれは、定例業務なのかお伺いいたし

ます。 

衛生センター所長（和田真貴） 

  御質問の特殊勤務手当の内容と、後、これが定例業務なのかについてでございま

すが、し尿処理業務について支給される特殊勤務手当には、不快作業従事に対する

不快手当、危険作業従事に対する危険手当、これと一般廃棄物処理施設技術管理者

等の資格作業に対する資格手当がございまして、これらの手当の対象作業は全て通

常のし尿処理業務において発生するものでございます。 

  以上でございます。 

９番（伊藤正治） 

  はい、ありがとうございます。 

議長（井上正人） 

  ほかにありませんか。 

１０番（伊藤公平） 

  １点お願いします。１１ページ、歳出、１款１項２目１１節需用費の消耗品費の

内容についてお願いします。 
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衛生センター所長（和田真貴） 

  御質問の需用費の消耗品費の内容についてでございますが、消耗品費の支出は、

し尿処理用の薬品、処理水等の分析試薬、施設設備運転に伴う消耗機材を購入した

ものでございます。 

  なお、処理用薬品は、水質処理用、大気質処理用、また脱臭処理用など、処理過

程に応じた複数の薬品を使用しております。 

  以上でございます。 

議長（井上正人） 

  ほかにありませんか。 

  １２番夏目豊議員。 

１２番（夏目豊） 

  ３点お願いします。１１ページの歳出、１款１項２目１１節需用費の不用額の内

容、同じく１１ページ、歳出１款１項２目１３節委託料の不用額の内容、同じく１

１ページ歳出１款１項２目１５節工事請負費の利用額の内容についてお願いをしま

す。 

衛生センター所長（和田真貴） 

  まず御質問の１点目、需用費の不用額の内容についてでございますが、需用費の

うち消耗品費におきまして、し尿等搬入量の減少に伴います処理用薬品類の購入量

が見込みより少なかったこと、また燃料費におきまして、原油価格の下落により、

重油価格が安くなったことに加え、処理量の減少による重油購入量も減少したこと、

そして光熱水費におきましても、原油価格の影響により電気料金自体が安くなった

ことなどにより支出が押さえられたため生じた不用額でございます。 

  続きまして、御質問の２点目、委託料の不用額の内容についてでございますが、

この不用額は全て請負残で、主に１１件ある委託料の支出の中で、執行額の大きな

槽清掃委託と、計装設備保守委託におきまして、対予算比でいずれも９０．３％の

執行率となったために生じたものでございます。 

  ちなみに、両委託事業における執行残額は、槽清掃委託が８２万８００円、計装

設備保守委託で４６万２，２４０円で、合計１２８万３，０４０円となり、流用で

減額した分を含めた実質的不用額の大半を占めております。 

  続きまして、御質問の３点目、工事請負費の不用額の内容についてでございます
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が、３件の定期修繕工事と１１件の計画修繕工事における入札結果により生じた請

負残額に加え、突発的修繕に対応するため予算計上しておりましたその他工事の執

行残額が内容となっております。 

  なお、各工事区分での執行率は、定期修繕工事で９９％、計画修繕工事で９３．

９％、その他修繕工事で１４．４％でございました。 

  以上でございます。 

１２番（夏目豊） 

  ありがとうございました。 

議長（井上正人） 

  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（井上正人） 

  ないようですので、これで認定第２号の質疑を終結いたします。 

  続いて、認定第３号「平成２７年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計歳

入歳出決算認定について」の質疑の発言を許します。 

９番（伊藤正治） 

  それでは、歳出１件お願いいたします。 

  ９ページ、１款１項１目１３節委託料で、ごみ処理、この基本構想と作成業務委

託料及び環境影響評価作成業務委託料のそれぞれ委託先はどこかをお伺いいたしま

す。 

ごみ処理施設建設課長（矢野明彦） 

  御質問の委託料の委託先についてでございますが、ごみ処理基本構想等作成業務

委託につきましては、東海市の発注基準を参考に１０社による指名競争入札を実施

した結果、中日本建設コンサルタント株式会社が落札しております。 

  また、環境影響評価作成業務委託につきましては、東海市の発注基準を参考に５

社による指名競争入札を実施した結果、２社の辞退があり、３社による入札の結果、

一般財団法人日本気象協会中部支社が落札し、それぞれ委託契約を結んでおります。 

  以上でございます。 

９番（伊藤正治） 

  ありがとうございました。 
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議長（井上正人） 

  ほかにありませんか。 

１２番（夏目豊） 

  １点お願いします。９ページの歳出１款１項１目８節報償費の実績と不用額の内

訳内容についてお伺いをします。 

ごみ処理施設建設課長（矢野明彦） 

  御質問の報償費の実績と不用額の内容についてでございますが、この報償費は、

ごみ処理基本構想策定のために設置した検討委員会の委員１０人に対する報償とし

て計上したもので、実績につきましては、当初の予定どおり、５回の検討委員会を

開催し延べ出席人数は４５人でした。この中で、報償の受領について２人の委員が

辞退され、延べ３８人に報償を支払ったため、合計で１２人分の不用額が生じたも

のでございます。 

  以上でございます。 

議長（井上正人） 

  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（井上正人） 

  ないようですので、これで認定第３号の質疑を終結いたします。 

  続いて、認定第４号「平成２７年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会

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（伊藤正治） 

  １件お願いいたします。歳出です。１３ページ、１款１項２目７節賃金で、技術

指導補助員賃金の補助内容と人数はということですが、人数は先ほど御説明で６人

とお聞きしましたので、この補助内容をお伺いいたします。 

庶務課長（前田達郎） 

  御質問の件についてでございますが、技術指導補助員の補助内容としましては、

公立西知多総合病院を始めとする実習施設において、当校の常勤の専任教員及び実

習施設先の職員である臨床の指導者と連携して、学校の技術指導、記録指導等の補

佐を行うとともに、学生の実習評価補助を行っております。 

  以上でございます。 
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９番（伊藤正治） 

  ありがとうございました。 

議長（井上正人） 

  ほかにありませんか。 

１０番（伊藤公平） 

  ３点お願いします。３６ページ、１款２項１目１節ですけども、看護専門学校手

数料で、看護専門学校受験料、入学金、再試験料、再実習科の実績、人数について

お願いします。 

  ２点目、１３ページ、１款１項２目８節で、報償費で、こころの相談員謝礼の実

績について。 

  ３点目、１５ページ、１款１項２目１９節負担金補助金及び交付金で、教員養成

講習参加負担金の実績についてお願いします。 

庶務課長（前田達郎） 

  御質問の１点目についてでございますが、受験料としましては、受験者は１１８

名で、一人１万円です。入学金は３５名から受領し、一人８万円です。再試験料の

該当者は１５３人で、１科目１，０００円です。再実習料の該当者は２名で、１科

目３，０００円です。 

  次に、２点目、こころの相談員謝礼の実績についてでございますが、年間２３回

実施し、１回につき５，０００円の謝礼を支払っています。相談件数は２６件で、

内容は、学習に関するもの、学校生活に関するもの、家庭生活に関するもの、メン

タルサポートに関するものでございます。 

  次に、教員養成講習参加負担金の実績についてでございますが、厚生労働省の認

定する１年間にわたる教員養成講習に１名が参加したものでございます。この研修

を受講したものは、専任教員としての資格を取得することができます。 

  以上でございます。 

議長（井上正人） 

  ほかにありませんか。 

１２番（夏目豊） 

  １点お願いします。国家試験の実績と進路についてお伺いします。 

庶務課長（前田達郎） 



 

４５ 

  御質問の国家試験の実績についてでございますが、２７年度国家試験受験者は、

新規卒業者２６名と既卒者１名の２７名で、合格者は２５名でしたので、合格率は

９２．６％でした。 

  参考までに、全国の平均の合格率は８９．４％でした。 

  次に、進路についてでございますが、公立西知多総合病院へ就職した学生は１６

名で、そのほか当校の学生が実習している医療施設に４名、実習施設以外の医療施

設に５名の学生が就職しています。 

  以上でございます。 

議長（井上正人） 

  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（井上正人） 

  ないようですので、これで認定第４号の質疑を終わります。 

  続いて、認定第５号「平成２７年度西知多医療厚生組合病院事業会計歳入歳出決

算認定について」の質疑の発言を許します。 

１２番（夏目豊） 

  ２点お願いします。３６ページの支出、１款１項３目２６節委託料の院内保育運

営業務委託料の実績と評価について伺いします。 

  ２点目、公立西知多総合病院の事業損失の内容と今後の見通しについてお伺いし

ます。以上２点よろしくお願いします。 

人事管理室長（岩田光寿） 

  １点目、委託料の院内保育運営業務委託料の実績と評価についてでございますが、

２７年度実績といたしましては、通常保育は年間延べ１，９７１人で、１日平均６．

９人。夜間保育は延べ２０４人で、１日平均２．２人。幼児病後児保育は延べ４３

人を受け入れました。定員は３０名で、保育希望者を全て受け入れることができま

した。評価といたしましては、出産や育児を利用とする離職の防止、育児休業者の

早期復帰、夜間勤務者の確保など、職員の福利厚生事業として大きな成果があがっ

ており、また子育て支援の充実した職場として新規職員募集においても好ましい影

響が出ております。 

経営戦略室長（岡田光史） 



 

４６ 

  御質問の２点目、公立西知多総合病院の医業損失の内容と今後の見通しについて

でございますが、平成２７年度は、５月の新病院開院当初、入院患者の安全な移送

や医療機器の確実な移設作業を行うため入院患者の制限等を行ったことなどにより、

当初予定量から入院患者で２万５，０１５人、１日平均では、７４．４人の減、外

来患者では３万７，３２５人、１日平均では１６８．９人の減となり、患者数が大

幅に減少し、入院収益及び外来収益と医業収益が減少したこと及び開院後の実運用

に合わせた施設改善を行ったこと等により経費が増加したこと、並びに新病院の減

価償却費１４億９１１万７，０７２円を計上したことなどによるものでございます。 

  なお、今後の見通しにつきましては、今年度中に策定する新公立病院改革プラン

を実践することにより、患者獲得、診療単価向上等収益の増加及び材料費、経費等

費用の削減に努め、経営の効率化を図り、将来的に経常収支の黒字化を目指してま

いります。 

議長（井上正人） 

  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（井上正人） 

  ないようですので、これで認定第５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。 

（「なし」の声あり） 

議長（井上正人） 

  ないようですので、これで討論を終わります。これより採決をいたします。 

  日程第７、認定第１号「平成２７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（井上正人） 

  はい、ありがとうございました。挙手全員であります。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８、認定第２号「平成２７年度西知多医療厚生組合し尿処理事業

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。 



 

４７ 

（ 賛成者 挙手 ） 

議長（井上正人） 

  はい、ありがとうございました。挙手全員であります。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９、認定第３号「平成２７年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業

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。 

（ 賛成者 挙手 ） 

議長（井上正人） 

  ありがとうございました。挙手全員であります。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１０、認定第４号「平成２７年度西知多医療厚生組合看護専門学

校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。 

（ 賛成者 挙手 ） 

議長（井上正人） 

  ありがとうございました。挙手全員であります。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１１、認定第５号「平成２７年度西知多医療厚生組合病院事業会

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（井上正人） 

  ありがとうございました。挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり認

定されました。 

  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（宮島壽男） 

  議長のお許しをいただきましたので、第３回定例会の閉会に当たりまして、一言



 

４８ 

御礼の御挨拶を申し上げます。 

  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申し上げ

ます。 

  今後とも、議員各位の一層の御支援、御協力を賜りますようお願いを申し上げま

して、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

議長（井上正人） 

  これをもちまして、平成２８年第３回西知多医療厚生組合議会定例会を閉会いた

します。 

  御協力ありがとうございました。 

(１１月１４日 午前 １１時１７分閉会) 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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