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４ 不応招議員 なし 

５ 開閉の日時 
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閉会 令和３年（２０２１年）２月１５日 午前１１時２８分 
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第１日  （２月１５日） 

 

１ 出席議員（１４人） 

１番  田 中 雅 章         ８番  伊 藤 清 一 郎 

２番  川 﨑   一         ９番  泉  清 秀 

３番  佐 藤 友 昭        １０番  林  正 則 

４番  加 藤 菊 信        １１番  古 俣 泰 浩 

５番  冨 田 博 巳        １２番  渡 邉 眞 弓 

６番  今 瀬 和 弘        １３番  夏 目  豊 

７番  石 丸 喜 久 雄        １４番  竹 内 慎 治 

２ 欠席議員 なし 

３ 地方自治法第２９２条において準用する同法第１２１条の規定により説明のため

出席した者の職氏名 

管 理 者  宮 島 壽 男   副 管 理 者  鈴 木 淳 雄 

副 管 理 者  立 川 泰 造   副 管 理 者  佐 治 錦 三 

[総務部] 

 総 務 部 長  平 岩 資 久   総 務 課 長 兼  佐々木 美喜子 

                     衛生センター所長 

建 設 課 長  浅 井 紀 克 

[公立西知多総合病院] 

院 長  吉 原  基   病院事務局長  後 藤 輝 夫 

病院事務局次長兼  坪 井 信 治   管理課課長兼  澤 田 和 典 

医 事 課 長            経営戦略室長 

管理課課長兼  和 田 真 貴   医療情報課長  山 田 淳一郎 

人事管理室長             

[看護専門学校] 

看護専門学校長  竹 内 晴 子   庶 務 課 長  中 田 昭 夫 

４ 本会議に職務のため出席した職員の職氏名 

事 務 局 長  竹 内  忍   書 記  安 井 愛 子 

書 記  久 野 真 弘 
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５ 別室で音声のみ傍聴した者の職氏名 

  [公立西知多総合病院] 

医事課課長兼  守 山 直 宏   医事課課長兼  小 林 智 里 

地域医療連携室長            健診センター課長 

医療情報課課長兼  杉 山 誠 一 

  診療情報管理室長 

[東海市] 

健 康 福 祉 監  天 木 倫 子   清掃センター所長  小笠原  尚一 

[知多市] 

健 康 部 長  森 下  剛   環境経済部長  安 永 明 久 

６ 議事日程 

日 程 議案番号 件              名 

１  会議録署名議員の指名 

２  会期の決定について 

３  諸般の報告について 

４ 承認１ 

西知多医療厚生組合行政財産の目的外使用に関する使用料条例

及び西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例の一部を改

正する条例の専決処分の承認を求めることについて 

５ １ 
西知多医療厚生組合職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正

について 

６ ２ 西知多医療厚生組合事務分掌条例の一部改正について 

７ ３ 
西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例の一部改正

について 

８ ４ 
西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部改正について 

９ ５ 
令和２年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計補正予算

（第１号） 
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１０ ６ 
令和２年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計補正

予算（第２号） 

１１ ７ 令和３年度西知多医療厚生組合一般会計予算 

１２ ８ 令和３年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計予算 

１３ ９ 令和３年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計予算 
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１７ 同意１ 監査委員の選任について 

７ 会議に付した事件 

議事日程に同じである。 
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（２月１５日 午前９時３０分 開会） 

議長（田中雅章） 

 皆さんおはようございます。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、令和３年第１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、管理者から挨拶をいただきます。 

管理者（宮島壽男） 

皆さん、おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、開会に当た

り、一言御挨拶申し上げます。 

本日は、令和３年第１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。 

本日御提案いたしておりますのは、西知多医療厚生組合行政財産の目的外使用に

関する使用料条例及び西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例の一部を改正

する条例の専決処分の承認を求めることについてをはじめ、１４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申し上げま

して、簡単ではございますが開会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

議長（田中雅章） 

  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、７番石丸喜久雄議員、８番

伊藤清一郎議員を指名いたします。 

                                 



６ 

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。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（田中雅章） 

  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項及び第１９

９条第９項の規定により、監査委員から議長の下に、令和２年９月分及び１０月分

の例月出納検査結果の報告、並びに定例監査結果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代えさせていただき

ます。 

                                 

議長（田中雅章） 

続きまして日程第４、承認第１号「西知多医療厚生組合行政財産の目的外使用に

関する使用料条例及び西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例の一部を改正

する条例の専決処分の承認を求めることについて」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いたします。 

総務部長（平岩資久） 

  ただいま上程されました、承認第１号「西知多医療厚生組合行政財産の目的外使

用に関する使用料条例及び西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例の一部を

改正する条例の専決処分の承認を求めることについて」御説明申し上げます。 

  専決処分とさせていただきました理由といたしましては、地方税法等の一部を改

正する法律による地方税法の一部改正に準じて、令和３年１月１日に施行する延滞

金特例基準割合への変更等が必要となりましたが、議会を招集する時間的余裕がな

く、地方自治法第２９２条において準用する同法第１７９条第１項の規定に基づき、

１２月２８日に専決処分をさせていただいたものでございます。 
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  なお、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（佐々木美喜子） 

  承認第１号「西知多医療厚生組合行政財産の目的外使用に関する使用料条例及び

西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認を求めることについて」御説明いたします。 

  改正の内容につきましては、４枚目、参考資料の新旧対照表により、御説明申し

上げます。 

  本改正条例は、２条立てにして改正しておりますが、第１条関係は行政財産の目

的外使用に関する使用料条例について、第２条関係は看護師等修学資金貸与条例に

ついてで、各条例におきまして、延滞金の算定における「特例基準割合」を「延滞

金特例基準割合」に、「告示された割合」を「平均貸付割合」に名称を変更するな

どの改正を行ったものでございます。 

  ２ページをお願いします。 

  附則は、施行期日と経過措置で、各条例とも令和３年１月１日から施行し、施行

期日前の延滞金については、従前の例によるとしたものでございます。 

  以上で説明を終わります。よろしく御承認いただきますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

  これより質疑に入ります。質疑に当たっては、自己の意見を述べることができま

せんのでお願いいたします。それでは質疑の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって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） 

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。 

  承認第１号「西知多医療厚生組合行政財産の目的外使用に関する使用料条例及び

西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認を求めることについて」原案に賛成の方は、挙手を願います。 
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（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり、承認することと決しました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（田中雅章） 

  続きまして、日程第５、議案第１号「西知多医療厚生組合職員の服務の宣誓に関

する条例の一部改正について」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いたします。 

総務部長（平岩資久） 

  ただいま上程されました、議案第１号「西知多医療厚生組合職員の服務の宣誓に

関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。 

  提案理由といたしましては、事務の効率化及び簡素化を目的として、条例に定め

る別記様式、宣誓書から印欄を削除するため改正するものでございます。 

  なお、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（佐々木美喜子） 

  議案第１号「西知多医療厚生組合職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につ

いて」の内容につきましては、３枚目、別添参考資料の新旧対照表により御説明い

たします。 

  別記様式、宣誓書について、氏名欄の右に押印の欄がございますが、この印欄を

削除するものでございます。 

  以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

  これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

９番（泉清秀） 

  この押印廃止の流れはよく分かりますけども、宣誓書に押印不要とした経緯につ

いてをお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

総務課長（佐々木美喜子） 

  御質問の「押印不要とした経緯」についてでございますが、押印の廃止につきま

しては、令和２年１２月１８日付の内閣府発行の「地方公共団体における押印見直



９ 

しマニュアル」に基づき、当組合の条例で押印の記載のあるものについては、組合

構成市の状況を確認しながら押印の廃止について検討してまいりました。 

  その結果として、条例の改正案を提出いたしましたのは、本議案１件でございま

す。 

  服務の宣誓につきましては、条例第２条で「新たに職員となった者は、管理者ま

たは管理者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名し

なければ、その職務を行ってはならない。」とありますので、職員の面前で本人が

署名することで宣誓の目的が果たせると判断しましたので、条文はそのままに、宣

誓書の様式に記載のある押印については、廃止とすることといたしました。 

  以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

（なしの声） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって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） 

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。 

  議案第１号「西知多医療厚生組合職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につ

いて」原案に賛成の方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（田中雅章） 

  続きまして、日程第６、議案第２号「西知多医療厚生組合事務分掌条例の一部改

正について」を議題といたします。 
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提出者から提案理由の説明をお願いいたします。 

総務部長（平岩資久） 

  ただいま上程されました、議案第２号「西知多医療厚生組合事務分掌条例の一部

改正について」御説明申し上げます。 

  提案理由といたしましては、健康増進施設に関する分掌事務の変更に伴い、改正

するものでございます。 

  なお、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（佐々木美喜子） 

  議案第２号「西知多医療厚生組合事務分掌条例の一部改正について」の内容につ

きましては、３枚目、別添参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。 

  第２条第７項の改正は、組合が建設するごみ処理施設の稼働により発生するエネ

ルギーを活用する健康増進施設の完成後の維持管理及びこれに附帯する事務を組合

で行うことが両市で合意され、組合規約の改正を行ったことを受けまして、分掌事

務の内容を変更するものでございます。 

  附則は施行期日で、この条例は、令和３年４月１日から施行するものです。 

  説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

  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） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって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） 

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。 

  議案第２号「西知多医療厚生組合事務分掌条例の一部改正について」原案に賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 
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  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（田中雅章） 

  続きまして、日程第７、議案第３号「西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関

する条例の一部改正について」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いたします。 

病院事務局長（後藤輝夫） 

  ただいま上程されました、議案第３号「西知多医療厚生組合病院事業の設置等に

関する条例の一部改正について」につきまして、御説明申し上げます。 

  提案理由といたしましては、有料個室病床について利用率の向上及び患者サービ

スの向上を目的として、個室Ａに係る使用料を１万３，２００円から９，９００円

に改正を行うものでございます。 

  なお、議案の詳細につきましては、医事課長から御説明申し上げます。 

医事課長（坪井信治） 

  議案第３号「西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例の一部改正につ

いて」の内容につきましては、３枚目、別添参考資料の新旧対照表により御説明申

し上げます。 

  当院に設置する有料個室のうち、個室Ａについては、平成３０年以降、病床利用

率が３０％程度と低い状況が続いており、また、個室利用患者さんに対するアンケ

ート調査でも、１日当たりの個室利用料金負担が大きいとの意見が多く寄せられま

した。 

  このことから、病床利用率の向上及び患者サービスの向上を目的として、個室Ａ

に係る使用料の改正を行うものでございます。 

  別表中の改正は、個室使用料を改正するもので、個室Ａに係る個室使用料１日１

万３，２００円を、１日９，９００円に改めるものでございます。 

  附則第１項は施行期日で、この条例は令和３年４月１日から施行するものでござ

います。 

  附則第２項は適用区分で、改正後の西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関す

る条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の個室の使用に係る使用料について
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適用し、同日前の個室の使用に係る使用料については、改正前の西知多医療厚生組

合病院事業の設置等に関する条例別表に規定する金額とするものでございます。 

  説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

  これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

６番（今瀬和弘） 

  現状、Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれの個室使用率はどの程度か御質問いたします。 

医事課長（坪井信治） 

  御質問の「現状、Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれの個室使用率はどの程度か」でございます

が、今年度４月から１２月の使用率では、個室Ａが３０．３％、個室Ｂが８３．３％、

個室Ｃが８５．６％となっております。 

  使用率の高い個室Ｂ、個室Ｃと比較して、個室Ａの使用率は著しく低い状況とな

っています。 

  以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

８番（伊藤清一郎） 

  １点、お願いします。 

  個室使用料設定の根拠について伺います。 

医事課長（坪井信治） 

  御質問の「個室Ａ、９，９００円の算定根拠について」でございますが、個室Ａ

の利用率が低い状況のため、今年度、実際に個室Ａを利用した入院患者さんに対し

てアンケート調査を実施しました。 

  その結果、多くの患者さんが個室Ａの使用料を高いと回答しており、提供された

設備、サービスに対して支払ってもよいとする金額が８，０００円から１万円以下

であるとの回答が約７０％を占めました。 

  また、入院期間が長期化した場合に、個室Ｂ、もしくは個室Ｃと比較して支払額

が大きくなるため、ベッドが空いていても利用しづらいとの意見がありました。 

  このため、近隣病院及び県内公立病院の個室使用料及び病床数を調査したところ、

近隣病院では、個室を希望する患者さんのほとんどが日額１万円以下の支払額で入



１３ 

室できる状況であり、県内公立病院では１万円以上の個室を当院の９床と同程度設

置している病院は１病院のみでした。 

  また、当院には設定のない７，０００円から１万円の個室を設置している病院が

多くありました。 

  このことから、患者さんのニーズに合った、患者さんが利用しやすい個室使用料

とし、個室Ａの利用率向上及び患者満足度の向上を図るため、９，９００円を設定

いたしました。 

  以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

９番（泉清秀） 

  個室Ａの過去３年間の稼働率と影響額、そして見込まれる効果についてお伺いい

たします。 

医事課長（坪井信治） 

  御質問の「個室Ａの過去３年間の稼働率と影響額、見込まれる効果について」で

ございますが、平成２９年度利用率４２．４％、平成３０年度利用率３２．８％、

令和元年度利用率３１．５％、令和２年度１２月までの実績での利用率３０．３％

と、年々、入室希望者が減っている状況です。 

  なお、個室使用料の安価な個室Ｂの利用率は、現状８３．３％、個室Ｃの利用率

は８５．６％と高い利用率となっています。 

  影響額については、利用率が上がらず３０％であれば、年間約３２０万円の減収

となりますが、利用率が４０％になれば、改正前と同程度の収入が確保でき、利用

率が５０％となれば、年間約３２０万円の収入増加となります。 

  見込まれる効果ですが、患者さんのニーズに合った個室使用料に改正することに

より、プライバシーを重視した快適な入院生活を希望される患者さんにとって、経

済的な負担が減ることによる患者満足度の向上が期待できます。 

  以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

（なしの声） 
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議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって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） 

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。 

  議案第３号「西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例の一部改正につ

いて」原案に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（田中雅章） 

  続きまして、日程第８、議案第４号「西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について」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いたします。 

総務部長（平岩資久） 

  ただいま上程されました、議案第４号「西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について」御説明申し上げま

す。 

  提案理由といたしましては、人事院勧告及び国等の情勢を考慮し、短時間勤務会

計年度任用職員の期末手当の支給割合の引下げをするため、改正するものでござい

ます。 

  なお、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（佐々木美喜子） 

  議案第４号「西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部改正について」御説明いたします。 

  改正の内容につきましては、３枚目、参考資料の新旧対照表により御説明申し上
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げます。 

  第７条第２項の改正は、期末手当の引下げで、６月及び１２月に支給する期末手

当の率について、０．０２５月分引き下げるものでございます。 

  昨年１１月に、職員の給与条例の改正を行い、期末手当の支給割合の引下げを行

いましたが、その際の令和３年度以降の実施分と同じ引下げ内容となっております。 

  附則は、施行期日で、この条例は令和３年４月１日から施行するものでございま

す。 

  以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

  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） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもちまして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） 

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。 

  議案第４号「西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部改正について」原案に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（田中雅章） 

  続きまして、日程第９、議案第５号「令和２年度西知多医療厚生組合ごみ処理事

業特別会計補正予算（第１号）」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いたします。 

総務部長（平岩資久） 
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  ただいま上程されました、議案第５号「令和２年度西知多医療厚生組合ごみ処理

事業特別会計補正予算（第１号）」につきまして、御説明申し上げます。 

  １ページをお願いいたします。 

  今回の補正予算につきましては、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌

年度に繰り越して使用する経費を定めるためのものでございます。 

  なお、詳細につきましては、建設課長から御説明申し上げます。 

建設課長（浅井紀克） 

  議案第５号「令和２年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計補正予算（第

１号）」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。 

  第１表、繰越明許費は、１款衛生費、１項ごみ処理事業費、知多市清掃センター

管理棟等機能補償負担金で、機能補償の対象として知多市が実施する知多市リサイ

クルプラザ改修工事が年度内に完了できないため、１億５，６２２万５，０００円

を繰り越すものでございます。 

  ３ページをお願いいたします。 

  繰越明許費に関する調書で、知多市清掃センター管理棟等機能補償負担金の１８

節負担金、補助及び交付金につきましては、令和２年度の執行予定額を４，７８７

万５，０００円とし、残額を繰越執行予定額となっております。 

  以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

  これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

８番（伊藤清一郎） 

  １点質問よろしくお願いいたします。 

  知多市清掃センター管理棟等機能補償負担金のところで、管理棟事務の移設スケ

ジュールについてお伺いします。 

建設課長（浅井紀克） 

  御質問の「管理棟事務の移設スケジュール」でございますが、知多市によるリサ

イクルプラザ改修工事が完了する令和３年５月に知多市ごみ対策課の事務所を移転

する予定と聞いております。 

  以上でございます。 
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議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

（なしの声） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって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） 

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。 

  議案第５号「令和２年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計補正予算（第

１号）」について、原案に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（田中雅章） 

  続きまして、日程第１０、議案第６号「令和２年度西知多医療厚生組合健康増進

施設事業特別会計補正予算（第２号）」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いたします。 

総務部長（平岩資久） 

  ただいま上程されました、議案第６号「令和２年度西知多医療厚生組合健康増進

施設事業特別会計補正予算（第２号）」につきまして、御説明申し上げます。 

  １ページをお願いいたします。 

  今回の補正予算につきましては、債務負担行為を追加するものでございます。 

  なお、詳細につきましては、建設課長から御説明申し上げます。 

建設課長（浅井紀克） 

  議案第６号「令和２年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計補正予算

（第２号）」について、御説明申し上げます。 
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  ２ページをお願いいたします。 

  第１表、債務負担行為の「知多市営海浜プール解体工事設計委託料」は、令和２

年度から２年にまたがる契約を締結するため、限度額８０４万１，０００円を設定

するものでございます。 

  現知多市営海浜プールの解体の設計業務を委託するため、今年度中に契約する予

定でございます。 

  ４ページの債務負担行為に関する調書につきましては説明を省略させていただき、

以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

  これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

８番（伊藤清一郎） 

  １点、お願いいたします。 

  知多市営海浜プール解体工事設計委託料、詳細な内容について伺います。 

建設課長（浅井紀克） 

  御質問の「知多市営海浜プール解体工事設計委託料の詳細な内容」でございます

が、解体工事を発注するために必要な実施設計を行うため、建設時からこれまでに

行われた改修状況を現地確認し、別途発注している知多市営海浜プールアスベスト

等調査業務の調査結果を踏まえ、適切な飛散防止措置を講じた除去方法を示す実施

設計図を作成します。さらに作成した図面を基に、コンクリートガラ等やアスベス

ト等の特別管理産業廃棄物の撤去・処分費用を計上する工事費積算業務を行ってま

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（渡邉眞弓） 

  １点、お願いいたします。 

  知多市営海浜プール解体工事設計委託料のスケジュールについて、よろしくお願

いします。 

建設課長（浅井紀克） 

  御質問の「解体工事設計委託のスケジュール」でございますが、本議案を可決い
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ただいた後に入札手続を進め、９月頃の業務完了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。 

（なしの声） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって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） 

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。 

  議案第６号「令和２年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計補正予算

（第２号）」について、原案に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（田中雅章） 

  続きまして、日程第１１、議案第７号「令和３年度西知多医療厚生組合一般会計

予算」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いたします。 

総務部長（平岩資久） 

  ただいま上程されました、議案第７号「令和３年度西知多医療厚生組合一般会計

予算」につきまして、御説明申し上げます。 

  １ページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９億２，３９４万６，０００円で、

前年度と比べ、６，０１４万４，０００円の増額となっております。これは、他会

計分の東海市、知多市の負担金に当たる操出金が増額となったことなどによるもの
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でございます。 

  なお、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（佐々木美喜子） 

  「令和３年度西知多医療厚生組合一般会計予算」の詳細につきましては、事項別

明細書により御説明申し上げます。 

  ８ページ、９ページをお願いいたします。 

  ２の歳入から御説明申し上げます。 

  １款分担金及び負担金、１項１目１節の負担金につきましては、２９億１，５３

０万４，０００円で、前年度に対し、７，２４５万１，０００円、２．５％の増で

ございます。 

  その内訳といたしましては、組合規約に基づく負担割合により、一般会計負担金

につきましては、東海市、知多市同額の３，３６９万４，０００円で、合計６，７

３８万８，０００円でございます。 

  し尿処理事業特別会計負担金につきましては、東海市から１億１，９１１万３，

０００円、知多市から２，８０８万５，０００円の合計１億４，７１９万８，００

０円でございます。 

  ごみ処理事業特別会計負担金につきましては、東海市から２億８，０６２万９，

０００円、知多市から２億１，０７６万５，０００円の合計４億９，１３９万４，

０００円でございます。 

  健康増進施設事業特別会計負担金につきましては、東海市から３，９９５万２，

０００円、知多市から３，７４７万８，０００円の合計７，７４３万円でございま

す。 

  看護専門学校事業特別会計負担金につきましては、東海市、知多市同額の６，５

９４万７，０００円で、合計１億３，１８９万４，０００円でございます。 

  病院事業会計負担金につきましては、東海市から１２億９９５万７，０００円、

知多市から７億９，００４万３，０００円で、合計２０億円でございます。 

  ２款１項１目１節の繰越金の７７９万６，０００円につきましては、前年度執行

残見込額による繰越金でございます。 

  １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

  ３の歳出について、御説明申し上げます。 



２１ 

  １款１項１目議会費につきましては、７８万円で、前年度に対し４，０００円、

０．５％の減でございます。なお、従来、議会の行政視察を隔年実施としており、

３年度は実施年度でしたが、新型コロナウイルス感染症の状況やごみ処理施設及び

健康増進施設の建設事業が進捗してきたことなどから、行政視察は見送ることとい

たしました。 

  ２款総務費、１項１目一般管理費につきましては、２９億２，２１４万１，００

０円、前年度に対し、６，０１４万８，０００円、２．１％の増でございます。 

  ２節給料の２，７１５万４，０００円、３節職員手当等の２，１２４万９，００

０円、１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

４節共済費の９３８万７，０００円につきましては、総務部長、総務課職員６人

の計７人分の人件費で、障害者法定雇用率達成のため、来年度までに３人の障害者

の新規採用が必須となり、総務部においても１人分を増員して計上しております。 

  １６ページ、１７ページをお願いいたします。 

  １７節備品購入費の２５万３，０００円は、プリンタ１台を購入するもので、平

成２７年に購入し、総務課で給与支給明細書、議会資料の印刷等で使用頻度が高く、

不具合が生じたため更新するものです。 

  ３款公債費でございますが、１項１目２２節償還金、利子及び割引料の２万５，

０００円につきましては、一時借入金の利子を計上したものでございます。 

  ４款１項１目予備費につきましては、１００万円を計上いたしました。 

  １８ページから２４ページまでは、特別職の報酬、一般職の給料、職員手当の状

況を示した給与費明細書でございます。御参照いただき、説明は省略させていただ

きます。 

  ２６ページをお願いいたします。 

  債務負担行為に関する調書でございますが、現在使用している人事給与システム

機器が購入後５年を経過したため更新するもので、今回は４年度から８年度までの

５年間のリース契約とするもので、限度額１，６７６万３，０００円を設定するも

のです。 

  説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

  これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 
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８番（伊藤清一郎） 

  ７ページ、歳入歳出予算事項別明細書、１総括のところで、歳入２款繰越金、前

年度より減額になった理由。そして、歳出２款総務費、前年度より増額になった理

由を伺います。 

総務課長（佐々木美喜子） 

  御質問の「繰越金が減額になった理由と総務費が増額になった理由」でございま

すが、御質問の１点目の歳入の２款繰越金につきましては、令和２年度の決算見込

みにおいて、歳入では前年度繰越金が予算より増額となりましたが、歳出では人事

異動による人件費の減はあるものの、トイレや空調機の修繕など、修繕料を多く支

出したこと、プリンタの不具合による更新等を行ったことなどで支出額が増額とな

り、歳入歳出見込額を差し引きした結果、翌年度に繰り越す額の見込みが７７９万

６，０００円と、昨年度より減額になったものでございます。 

  御質問の２点目の、歳出の２款総務費の増額の理由につきましては、１７ページ

の２７節繰出金で、ごみ処理事業特別会計繰出金が前年度より２億４，８２２万８，

０００円増など、節合計で５，７７４万３，０００円増となったことが主な要因で

すが、そのほかには、１３ページの２節給料、３節職員手当等、１５ページの４節

共済費の人件費について、職員１人を増員して計上し、合計で２６７万６，０００

円の増額となりましたことと、１２節委託料で一番下の松くい虫駆除等業務委託料

が薬剤注入に加え、枯れ松の伐採処分を追加したことにより増額となったことなど

が、主な増加理由でございます。 

  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（林正則） 

  １点、お願いします。 

  １４ページ、２款１項１目１３節の使用料及び賃借料について、令和２年度にも

ありました、施設間事務ネットワーク事務機器借上料の内容と今年度廃止になった

理由についてお願いします。 

総務課長（佐々木美喜子） 

  御質問の「施設間事務ネットワーク事務機器借上料が廃止となった理由」でござ
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いますが、これは組合の事務ネットワークにつなげる事務用機器、職員用パソコン

について、一部をリース契約により使用していたものですが、事務用機器の更新の

時期に、購入により更新したため不要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。 

１１番（古俣泰浩） 

  歳入１点、歳出１点、お願いします。 

  ８ページ、歳入、１款１項１目１節負担金、病院事業会計負担金、両市からの負

担金が前年度比減の要因について。 

  次、１２ページ、歳出、２款１項１目１節報酬、情報公開・個人情報保護審査会

委員報酬及び行政不服審査会委員報酬、前年度比減の要因と審査の内容について伺

います。 

総務課長（佐々木美喜子） 

  御質問の１点目、「病院事業会計負担金の前年度より減少となった要因」につい

てでございますが、令和３年度は、２年度と比較しますと、負担金の繰入先のうち、

主に「救急医療の確保に要する経費」について、救急病棟の入院及び外来患者の１

人当たり単価の増が見込まれることや、「医師確保対策に要する経費」について、

医師事務作業補助員や医局秘書確保によって加算される点数の増が見込まれること、

また、「高度医療に要する経費」について、特に放射線治療やＩＣＵ病床の単価や

患者数の増が見込まれることで、入院、外来収益が増額となり、充当する負担金の

額を少なく見込むことができたものでございます。 

  次に、御質問の２点目、「情報公開・個人情報保護審査会委員報酬、行政不服審

査会委員報酬」についてでございますが、１つ目の前年度比減の要因につきまして

は、どちらの委員も２年任期で、令和２年度が任期１年目のため、報酬の予算は任

期１年目が審査会運営説明を兼ねて昨年度の実績報告を行う会議１回分のほか、情

報公開請求で不開示と決定したことなどについて審査請求があった場合のための１

回分、計２回の会議で予算計上しましたが、３年度は審査請求があった場合のため

の１回分のみ予算計上したため減額となっております。 

  ２つ目の審査の内容についてでございますが、情報公開・個人情報保護審査会は、
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情報公開制度や個人情報保護制度により行った情報公開請求に対して実施機関が不

開示と決定したことについて審査請求があった場合などに審査会を諮問するもので

す。また、行政不服審査会につきましても、行政処分に対する行政不服審査請求が

あった場合に審査会を諮問するものですが、いずれも今のところ実績はございませ

ん。 

  以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１３番（夏目豊） 

  １点、お願いします。 

  １款１項１目１節負担金で、病院事業負担金の開設からの実績についてお伺いし

ます。 

総務課長（佐々木美喜子） 

  御質問の「病院事業負担金の開設からの実績」について、でございますが、病院

事業負担金は、新病院開設初年度に当たる平成２７年度は２２億１，４５９万円、

２８年度は２３億６，７４８万円、２９年度は２５億２，１９６万円、３０年度は

３１億６，６００万円、令和元年度は２４億４，０００万円で、５年間の負担金の

決算額の平均は約２５億４，０００万円でございました。 

  その経緯としましては、平成２７年度から３０年度までは毎年度、当初予算にお

いて約２０億円を計上しながらも、主に収益減の補填として、毎年度、増額の補正

予算をお願いし、令和元年度は当初予算において２４億４，０００万円を措置いた

だいたものでございます。 

  また、令和２年度は当初予算で２１億７，０００万円を措置いただき、追加の補

正はなく決算となる見込みで、３年度の当初予算額は２０億円をお願いしておりま

す。 

  以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

（なしの声） 

議長（田中雅章） 
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  ないようですので、これをもって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） 

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。 

  議案第７号「令和３年度西知多医療厚生組合一般会計予算」について、原案に賛

成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（田中雅章） 

  続きまして、日程第１２、議案第８号「令和３年度西知多医療厚生組合し尿処理

事業特別会計予算」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いたします。 

総務部長（平岩資久） 

  ただいま上程されました、議案第８号「令和３年度西知多医療厚生組合し尿処理

事業特別会計予算」につきまして、御説明申し上げます。 

  １ページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億９，３０６万円で、前年度と比べ

６，３４２万９，０００円の減額となっております。これは主に、工事請負費の減

額によるものでございます。 

  なお、詳細につきましては、衛生センター所長から御説明申し上げます。 

衛生センター所長（佐々木美喜子） 

  「令和３年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計予算」の詳細につきまし

ては、事項別明細書により御説明申し上げます。 

  ８ページ、９ページをお願いいたします。 

  ２の歳入から御説明申し上げます。 
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  ２款１項１目１節の繰入金の１億４，７１９万８，０００円につきましては、一

般会計からの負担金の繰入分でございます。 

  ３款１項１目１節の繰越金の４，５８２万５，０００円につきましては、前年度

執行残見込額による繰越金でございます。 

  １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

  続きまして、３の歳出について、御説明申し上げます。 

  １款衛生費、１項１目事業総務費につきましては、２，５２１万６，０００円、

前年度に対し、１９４万７，０００円、７．２％の減でございます。 

  主なものといたしましては、衛生センターの常勤職員２人、再任用職員１人、会

計年度任用職員１人の合計４人分の人件費として、１節２２１万８，０００円、２

節給料１，０６５万４，０００円、３節職員手当等７５１万５，０００円、４節共

済費４０９万５，０００円の合計２，４４８万２，０００円でございます。 

  １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

  ２目し尿処理費につきましては、１億６，５８１万９，０００円で、前年度に対

し、６，１４８万２，０００円、２７％の減でございます。 

  １０節需用費の４，１８６万５，０００円につきましては、処理用薬品、処理施

設用消耗資材などの消耗品費、重油などの燃料費、電気量などの光熱水費などでご

ざいます。 

  消耗品費につきましては、薬剤等の使用実績による見込みにより、また、燃料費

は燃料用重油の購入実績から単価の減を見込み、前年度に対し、４００万８，００

０円、８．７％の減でございます。 

  １２節委託料の４，９５１万６，０００円につきましては、水質検査委託料など

１４件分の委託料で、前年度と比較し、１１５万４，０００円、２．３％の減でご

ざいます。 

  減額の主な理由は、事務事業委託料の６つ目、野崎川河川水質調査等委託料、そ

の下の精密機能検査業務委託料を新規計上しましたが、２年度に実施した焼却設備

の工事期間中の脱水汚泥運搬処理委託料と放流管廃止方針検討業務委託料が単年度

事業のため不要となったことなどにより、１１５万４，０００円の減額となりまし

た。 

  １４節工事請負費の７，２２４万８，０００円につきましては、定期修繕工事、
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計画修繕工事及び突発修繕に対応するための、その他修繕工事費を計上したもので

ございます。 

  前年度との比較では、５，４１０万５，０００円の減額となっておりますが、２

年度と比較して、定期修繕工事及び計画修繕工事に少額の工事が多いことによるも

のでございます。 

  １６ページから２１ページまでは、給与費明細書でございますので、御参照いた

だき、説明は省略させていただきます。 

  ２２ページをお願いいたします。 

  債務負担行為に関する調書でございますが、過年度決議分の「処理施設運転維持

管理業務委託料」は、令和２年度から３年度までの委託で、し尿等受入れ及び焼却

乾燥設備の運転維持管理を委託しているものです。 

  当該年度分は４年度から委託範囲を拡大し、運転維持管理業務の全部を委託する

もので、６年度までの契約を締結するため、限度額１億１，３０２万５，０００円

を設定するものです。 

  説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

  これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

６番（今瀬和弘） 

  １２ページ、１款１項２目１４節工事請負費ですけども、定期、計画、その他の

修繕工事とはどのような内容か、また何件ほど計画しているか御質問いたします。 

衛生センター所長（佐々木美喜子） 

  御質問の「定期、計画、その他の修繕工事の内容と件数」についてでございます

が、お手元の「令和３年度 予算の重点施策の概要」の１６ページをお願いいたし

ます。中ほどの表、し尿処理施設の処理施設整備事業として、主な工事の一覧がご

ざいます。 

  定期修繕工事は毎年実施するもので、横型破砕装置修繕工事につきましては、年

に２回実施しますので、計３件でございます。計画修繕は、隔年、３年ごとなど修

繕計画に基づき実施するもので、例えば、遠心分離型脱水機修繕工事につきまして

は、脱水機が３台ありますので、毎年１台ずつオーバーホールしているものでござ

います。３年度は表に記載の１０件を含め合計１３件予定しております。最後に、
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その他の修繕工事は、機器が故障したときなどで突発的に修繕が必要となった場合

に備えて予算計上しているもので、５０万円の工事４件分として見込んでおります。 

  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（古俣泰浩） 

  １点、お願いいたします。 

  １２ページ、歳出、１款１項２目１２節委託料、野崎川河川水質調査等委託料及

び精密機能検査業務委託料の詳細な内容について、お願いします。 

衛生センター所長（佐々木美喜子） 

  御質問の「野崎川河川水質調査等委託料及び精密機能検査業務委託料の詳細」に

ついてでございますが、御質問の１点目、野崎川河川水質調査等委託料につきまし

ては、衛生センター処理水の放流先を野崎川に変更した後も、野崎川の水質に変化

がないことを確認するため実施するもので、回数は１回、調査期間は川の水量が増

加する前の５月を予定しております。 

  御質問の２点目、精密機能検査業務委託料につきましては、精密機能検査は廃棄

物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５条に規定する運転管理実績、機能状況、

設備・装置の状況等について精密な検査を行うものでございます。 

  施設の適正な運営のための資料を作成するとともに、その検査結果を受け、過去

の補修履歴の精査を通して今後の維持補修の方向性を整理し、今後の補修計画の作

成に当たりプラントメーカーにヒアリングを実施し、より具体的な補修内容・補修

金額をまとめるもので、今後の衛生センターの在り方についての検討資料とするた

め行うものでございます。 

  以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１２番（渡邉眞弓） 

  １点、お願いいたします。 

  １２ページ、１款１項２目１２節委託料の計装設備保守委託料の増について、お

伺いします。 
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衛生センター所長（佐々木美喜子） 

  御質問の「計装設備保守委託料の増」についてでございますが、計装設備保守委

託の対象となる設備は全部で８５台ございますが、令和２年度予算は、その一部、

電磁流量計など１７台の取替修繕工事を予算措置するとともに、更新した設備につ

いては保守委託の対象から外したため、委託料は減額しております。 

  ３年度は８５台全部を保守委託の対象としたため、昨年度より増額となったもの

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。 

１３番（夏目豊） 

  １点、お願いします。 

  予算の重点施策の概要の中の１６ページ、第１款衛生費、処理施設整備事業で、

計画修繕費のＭＣ－４盤内機器取替修繕工事の内容について、お伺いします。 

衛生センター所長（佐々木美喜子） 

  御質問の「ＭＣ-４盤内機器取替修繕工事の内容」についてでございますが、衛生

センターにある１０基の制御盤のうち、ＭＣ－４は処理室の制御をしているもので

ございまして、し尿処理の工程のうち、水処理に係る脱離液槽や分離液槽の攪拌ポ

ンプ、活性炭投入ポンプの制御や各水槽の液量等の異常を感知するものでございま

す。前回の更新から１５年経過しており、経年劣化による不具合が生じるおそれが

あるため、更新するものです。 

  以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

  （なしの声） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって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） 

議長（田中雅章） 
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  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。 

  議案第８号「令和３年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計予算」につい

て、原案に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（田中雅章） 

  続きまして、日程第１３、議案第９号「令和３年度西知多医療厚生組合ごみ処理

事業特別会計予算」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いたします。 

総務部長（平岩資久） 

  ただいま上程されました、議案第９号「令和３年度西知多医療厚生組合ごみ処理

事業特別会計予算」につきまして、御説明申し上げます。 

  １ページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５億４，９９５万円で、前年度と比

べ、１２億９，６６２万６，０００円の増額となっております。 

  これは主に、西知多クリーンセンターの建設工事に係る費用を計上したことによ

るものでございます。 

 なお、詳細につきましては、建設課長から御説明申し上げます。 

建設課長（浅井紀克） 

  「令和３年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計予算」の詳細につきまし

ては、事項別明細書により、御説明申し上げます。 

  ８ページ、９ページをお願いいたします。 

  ２の歳入から、御説明申し上げます。 

  １款１項１目１節のごみ処理事業費国庫補助金、１億５，６０９万円につきまし

ては、ごみ処理施設の整備事業を実施するに当たり、国から交付される交付金で、

前年度に対し、１億５，３７９万７，０００円の増額でございます。 
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  ２款１項１目１節の繰入金、４億９，１３９万４，０００円につきましては、一

般会計からの負担金の繰入れで、前年度に対し、２億４，８２２万８，０００円の

増額でございます。 

  ３款１項１目１節の繰越金、６２６万２，０００円につきましては、前年度執行

残の見込額による繰越金でございます。 

  ５款１項１目１節の組合債、８億９，６２０万円につきましては、ごみ処理施設

整備事業が対象の借入れでございます。 

  １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

  続きまして、３の歳出について、御説明申し上げます。 

  １款衛生費、１項ごみ処理事業費、１目事業総務費につきましては、１，８３５

万４，０００円で、前年度に対し、３６５万５，０００円、１６．６％の減額でご

ざいます。 

  ２節給料の７９３万８，０００円、３節職員手当等の６３０万１，０００円、４

節共済費の２７９万５，０００円につきましては、職員２人分の人件費でございま

す。 

  １０節需用費の５３万１，０００円につきましては、事務用消耗品や書籍などの

購入費のほか、印刷製本費として、事業の進捗状況等に関する情報提供のため、両

市の広報紙へ掲載する費用などで、前年度に対し、３万２，０００円の減額でござ

います。 

  １２節委託料の５４万５，０００円につきましては、地下水モニタリング調査業

務委託料などで、前年度に対し、４５万７，０００円の減額となっております。 

  ２目ごみ処理施設建設費につきましては、１５億３，０５９万６，０００円で、

前年度に対し、１３億２８万１，０００円、５６４．６％の増額でございます。 

  ２節給料の７８０万８，０００円、１２ページ、１３ページをお願いいたします。

３節職員手当等の７５１万円、４節共済費の２７５万３，０００円につきましては、

職員２人分の人件費でございます。 

  １２節委託料の１，８２６万５，０００円につきましては、ごみ処理施設、整備・

運営事業、建設工事監理委託料などで、前年度に対し、１，０７１万４，０００円

の増額でございます。 

  なお、建設工事監理委託料は、５年度までの債務負担行為による契約を行ってお
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ります。 

  １４節工事請負費の１４億９，３９１万円につきましては、クリーンセンターの

建設工事費でございます。 

  なお、建設工事費は５年度までの債務負担行為による契約を行っております。 

  ２款１項１目予備費につきましては、１００万円でございます。 

  １４ページから１９ページまでは、給与費明細書でございますので御参照いただ

き、説明は省略させていただきます。 

  ２０ページ、２１ページをお願いいたします。 

  「債務負担行為に関する調書」について、御説明申し上げます。 

  過年度議決分として、令和２年度契約分の「ごみ処理施設整備・運営事業」と「ご

み処理施設整備・運営事業建設工事監理委託料」については、限度額と支出予定額

を記載しています。 

  ２２ページをお願いいたします。 

  「地方債に関する調書」について、御説明申し上げます。 

  当該年度中の起債見込額は８億９，６２０万円でございます。 

  以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

  これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

８番（伊藤清一郎） 

  １２ページ、１款１項２目１２節委託料のところで、ごみ処理施設整備・運営事

業建設工事監理委託料とごみ処理施設整備・運営事業建設工事検査支援業務委託料

の詳細な内容について伺います。 

  もう一つ、１２ページ、１款１項２目１４節工事請負費で、ごみ処理施設整備・

運営事業建設工事の内容について伺います。 

建設課長（浅井紀克） 

  御質問の１点目、「建設工事監理委託料の詳細な内容」でございますが、３０年

以上の使用を前提にした設計・建設業務を行う要求水準書を踏まえて、建設工事受

注者が行う設計及び建設工事並びに完成した施設について、専門的な視点から設計

監理、現場監理、試運転確認、各種性能試験及び工場検査の立会並びに運営モニタ

リング準備業務等を委託するものです。 
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  御質問の２点目、「建設工事検査支援業務委託料の詳細な内容」でございますが、

本事業建設工事は高度な技術が応用された特殊なものであるため、その検査におい

ても高度な知識と豊かな経験を有する者が行い、公正・中立な検査を実施する必要

があることから検査支援業務を委託するものでございます。 

  御質問の３点目、「建設工事の内容」でございますが、令和２年度から５年度ま

での４年間にわたって実施する工事であり、３年度につきましては、設計協議に加

え、準備工事としまして、現知多市清掃センター管理棟等の解体・撤去工事を行い、

その後、建築本体工事に着手する予定となっております。 

  以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１３番（夏目豊） 

２点、お願いします。 

１０ページ、１款１項１目１２節委託料、地下水モニタリング調査業務委託料の

モニタリングする項目と期間、報告先についてお伺いします。 

２点目、１２ページ、１款１項２目１４節工事請負費、ごみ処理施設整備・運営

事業建設工事の１４億９，３９１万円の算出根拠についてお伺いします。 

建設課長（浅井紀克） 

御質問の１点目、「地下水モニタリングの項目、期間、報告先」でございますが、

地下水モニタリングでは、これまでの土壌に関する調査において汚染が判明してお

ります「フッ素」、「ホウ素」、「ヒ素」の項目につきまして、愛知県、県民の生

活環境の保全等に関する条例に基づき、定期的な水質分析を行っております。 

「フッ素」、「ホウ素」につきましては年に４回、「ヒ素」につきましては年に

１回の調査を行っており、これまでのモニタリングでは基準超過の状況が改善され

ていないため、今後も引き続き、モニタリングが必要と考えております。 

モニタリングの結果につきましては、環境影響評価に対する知事意見を踏まえ、

愛知県に年１回、報告を行っております。 

御質問の２点目、「ごみ処理施設整備・運営事業建設工事の算出根拠」でござい

ますが、ごみ処理施設整備・運営事業建設工事は令和２年度から５年度までの４年

間にわたる契約を締結しており、入札手続において、事業者より令和３年度から５



３４ 

年度の出来高予定額の提案をいただいております。その提案に基づき、契約書にお

きまして、令和３年度の出来高予定額及びその９０％の支払限度額を設定し、その

金額に基づきまして、１４億９，３９１万円を計上しております。 

以上でございます。 

議長（田中雅章） 

ほかにありませんか。 

（なしの声） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって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） 

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。 

  議案第９号「令和３年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計予算」につい

て、原案に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（田中雅章） 

 続きまして、日程第１４、議案第１０号「令和３年度西知多医療厚生組合健康

増進施設事業特別会計予算」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いたします。 

総務部長（平岩資久） 

ただいま上程されました、議案第１０号「令和３年度西知多医療厚生組合健康増

進施設事業特別会計予算」につきまして、御説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，７２０万６，０００円で、前年度
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と比べ６，８５６万４，０００円の増額となっております。これは主に、委託料の

増額によるものでございます。 

なお、詳細につきましては、建設課長から御説明申し上げます。 

建設課長（浅井紀克） 

「令和３年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計予算」の詳細につき

ましては、事項別明細書により、御説明申し上げます。 

６ページ、７ページをお願いいたします。 

２の歳入から御説明申し上げます。 

１款１項１目１節の繰入金、７，７４３万円につきましては、一般会計からの負

担金の繰入れで、前年度に対し、６，２２８万８，０００円の増額でございます。 

２款１項１目１節の繰越金、９７７万６，０００円につきましては、前年度執行

残の見込額による繰越金でございます。 

８ページ、９ページをお願いいたします。 

続きまして、３の歳出について御説明申し上げます。 

１款衛生費、１項健康増進施設事業費、１目事業総務費につきましては、８，６

２０万６，０００円で、前年度に対し、６，８５６万４，０００円、３８８．６％

の増額でございます。 

１節報酬の２２万５，０００円につきましては、健康増進施設の設計、建設及び

管理運営を行う事業者の選定等に向けて設置した審査会の委員に支払う３人分の報

酬でございます。 

２節給料の６７５万５，０００円、３節職員手当等の６４４万８，０００円、４

節共済費の２５０万５，０００円につきましては、職員２人分の人件費でございま

す。 

８節旅費の４万７，０００円につきましては、事業者選定審査会委員の旅費の費

用弁償等でございます。 

１０節需用費の３６万４，０００円につきましては、事務用消耗品や書籍などの

購入費のほか、印刷製本費として事業の進捗状況等に関する情報提供のため、両市

の広報紙へ掲載する費用などでございます。 

１２節委託料の５，２７５万１，０００円につきましては、健康増進施設、整備・

運営事業者、選定アドバイザリー業務として要求水準書等の必要な資料の作成や、
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選定審査会の運営支援に関する業務や、海浜プール解体に係る調査や解体設計業務

の委託料などでございます。 

なお、アドバイザリー業務とアスベスト等調査業務につきましては、３年度まで

の債務負担行為による契約を行っております。 

１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

１８節負担金、補助及び交付金の１，７０８万円につきましては、組合が知多市

に支払う知多運動公園高圧受電設備等機能補償負担金などでございます。 

２款１項１目予備費につきましては、１００万円でございます。 

１２ページから１９ページまでは給与費明細書でございますので、御参照いただ

き、説明は省略させていただきます。 

２０ページ、２１ページをお願いいたします。 

「債務負担行為に関する調書」について、御説明申し上げます。 

過年度議決分として、令和２年度契約分の「健康増進施設整備・運営事業者選定

アドバイザリー業務委託料」、「知多市営海浜プールアスベスト等調査業務委託料」

及び「知多市営海浜プール解体工事設計委託料」の限度額と支出予定額を記載して

います。 

当該年度分の健康増進施設整備・運営事業は、設計・建設から２０年間の運営ま

での一連の業務について債務負担行為とするもので、３年度から２５年度までの限

度額は３３億８，９１０万円でございます。 

以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますよう、お願い申し上げま

す。 

議長（田中雅章） 

  これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

８番（伊藤清一郎） 

  １点、お願いします。 

  ８ページ、１款１項１目１２節委託料のところで、知多市営海浜プールアスベス

ト等調査業務委託料でＰＣＢ調査などは含まれているのか、詳細について伺います。 

建設課長（浅井紀克） 

  御質問の「アスベスト等調査業務にＰＣＢ調査は含まれているのか」でございま

すが、本業務では、現知多市営海浜プール敷地内の全ての建築物及び工作物並びに
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これらに附帯する設備を対象とし、アスベストの含有状況を調査するとともに、敷

地内の電気機器等においてはＰＣＢの含有調査、構造物の塗装部分においては、Ｐ

ＣＢに加え、鉛及びクロムの含有調査を合わせて実施します。 

  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（林正則） 

  １点、お願いします。 

１０ページ、１款１項１目１８節負担金、補助金及び交付金のところで、御説明

のあった知多運動公園高圧受電設備等機能補償負担金、この新規の内容についてお

願いします。 

建設課長（浅井紀克） 

御質問の「知多運動公園高圧受電設備等機能補償負担金の内容について」でござ

いますが、令和２年８月に両市が締結しました健康増進施設の基本事項に関する合

意書におきまして、建設予定地にある現知多市営海浜プールの解体を組合が行うこ

ととなり、解体予定の海浜プールの電気設備が知多運動公園内の他施設と共用する

機能は組合が補償するとの規定に基づき、知多市が実施する電気設備機能の移設に

対して、その費用を組合が負担するものでございます。 

以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１３番（夏目豊） 

８ページ、１款１項１目１２節委託料、知多市営海浜プールアスベスト等調査業

務委託料についでですが、アスベストなどを確認した場合の組合の予算措置につい

てお伺いします。 

建設課長（浅井紀克） 

御質問の「アスベストを確認した場合の予算措置」でございますが、海浜プール

の解体工事設計業務において、アスベスト等の調査結果を活用することで適切な処

理を行うための除去費用を見込み、組合で行う解体工事の費用に計上してまいりま

す。 
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以上でございます。 

議長（田中雅章） 

ほかにありませんか。 

（なしの声） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって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） 

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。 

  議案第１０号「令和３年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計予算」

について、原案に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（田中雅章） 

続きまして、日程第１５、議案第１１号「令和３年度西知多医療厚生組合看護専

門学校事業特別会計予算」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いたします。 

看護専門学校長（竹内晴子） 

ただいま上程されました、議案第１１号「令和３年度西知多医療厚生組合看護専

門学校事業特別会計予算」につきまして、御説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億６，２６１万７，０００円で、前

年度に比べ５０４万円５，０００円の増額となっております。 

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（中田昭夫） 
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「令和３年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計予算」の詳細につき

ましては、事項別明細書により御説明申し上げます。 

６ページ、７ページをお願いいたします。 

２の歳入から御説明申し上げます。 

１款１項１目１節の看護専門学校使用料につきましては、１，６５６万６，００

０円で、看護専門学校授業料などでございます。 

前年度に対し、留年する学生分１８万円の増でございます。 

３款１項１目１節の繰入金の１億３，１８９万４，０００円につきましては、一

般会計から特別会計へ繰り入れるものでございます。 

４款１項１目１節の繰越金の１，０３７万８，０００円につきましては、前年度

執行残見込額による繰越金でございます。 

１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

続きまして、３の歳出について御説明申し上げます。 

１款１項１目事業総務費につきましては、１億４，０９８万８，０００円、前年

度に対し、６９０万９，０００円、５．２％の増でございます。 

これは、来年度、カリキュラム改正への対応や実習指導教員の確保が難しいため、

常勤職員を 1名増員するものでございます。 

主なものといたしましては、常勤職員１４人、任期付短時間勤務職員１人の合計

１５人分の経費として、２節給料、３節職員手当等、４節共済費でございます。 

１０節需用費につきましては、来年度は自動車の車検がないため、修繕料を減額

しております。 

１２節委託料の４３６万２，０００円につきましては、事務事業委託料１件、施

設維持管理委託料として、清掃委託料をはじめ１０件の委託を予定しております。 

１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

１３節使用料及び賃借料では、タブレット端末を増設するため増額しております。 

続きまして、２目看護専門学校費につきましては、２，１１２万９，０００円、

前年度に対し、１８６万４，０００円、８．１％の減でございます。これは会計年

度任用職員の報酬及び手当の減額によるものでございます。 

１２節委託料につきましては、１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

実習委託料を増額しております。 
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２款１項１目予備費につきましては、５０万円を計上いたしました。 

１６ページから２１ページまでは、一般職の給料、職員手当の状況を示した給与

費明細書でございます。御参照いただき、説明は省略させていただきます。 

２２ページ、２３ページをお願いいたします。 

債務負担行為に関する調書につきまして、３０年度予算で議決をいただいた学生

指導用のパソコン借上料として、令和３年度から５年度までの支出予定額は１５３

万５，０００円でございます。 

説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

  これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

６番（今瀬和弘） 

  ６ページ、１款２項１目１節看護専門学校手数料ですけども、令和３年度を含め

まして、過去３年間の受験者数及び合格者数について質問いたします。 

庶務課長（中田昭夫） 

御質問の「令和３年度を含め過去３年間の受験者数及び合格者数について」でご

ざいますが、当校の入学試験につきましては、定員３０人に対しまして推薦入試と

一般入試を実施しております。 

受験者数につきましては、推薦一般合わせて、令和元年度１１５人、令和２年度

１０５人、令和３年度１０４人と減ってはいますが、毎年１００人以上に受験して

いただいております。 

合格者数につきましては、推薦一般合わせて、令和元年度５７人、令和２年度５

５人、令和３年度５８人を合格とし、一般入試の入学辞退者を見越して入学者数を

確保しております。 

今後も１００人以上の応募者数を確保しつつ、質の高い学生の確保に努めてまい

ります。 

以上でございます。 

１２番（渡邉眞弓） 

２点、お願いいたします。 

１２ページ、１款１項１目１７節備品購入費、施設備品の内容について。 

２点目、１４ページ、１款１項２目１７節備品購入費の教材備品の内容について
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お尋ねいたします。 

庶務課長（中田昭夫） 

御質問の１点目、「施設備品の内容について」でございますが、来年度購入予定

の施設備品としまして、授業資料を印刷する印刷機の更新５５万円と、校内電話機

一式の更新９２万円でございます。更新理由は、いずれも老朽化によるものでござ

います。 

続きまして、御質問の２点目、「教材備品の内容について」でございますが、新

規で購入する主な教材備品は学内での実習に使用する妊婦腹部触診シミュレーター

３１万６，０００円、採血練習キット５万１，０００円、電気温水器２１万円など

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。 

１３番（夏目豊） 

１点、お願いいたします。 

全体として、コロナウイルス感染症対策に関する予算は計上されているか。また、

されていないのなら対策は全て実施済みと捉えていいかをお伺いします。 

庶務課長（中田昭夫） 

御質問の「コロナウイルス感染症対策に関する予算の計上」につきましては、今

年度、予算の範囲内でやりくりをして、オンライン授業を行うための環境整備を行

い、学生に対しても授業資料の印刷代やマスク、手指消毒液の購入の補助を行いま

した。 

引き続き、来年度では、予算で１１ページ１０節需用費の消耗品費の中で消毒液

の購入など必要に応じて購入していく予定でございます。 

また、オンライン授業の接続料として１１節の役務費の通信運搬費を増額すると

ともに、学内実習に備え、１３ページ、１３節使用料及び賃借料のタブレット端末

等借り上げ料の増額等、現在考えられる必要な予算は計上されております。 

以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 
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  （なしの声） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって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） 

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。 

  議案第１１号「令和３年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計予算」

について、原案に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（田中雅章） 

  続きまして、日程第１６、議案第１２号「令和３年度西知多医療厚生組合病院事

業会計予算」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いたします。 

病院事務局長（後藤輝夫） 

  ただいま上程されました、議案第１２号「令和３年度西知多医療厚生組合病院事

業会計予算」について御説明申し上げます。 

  それでは１ページをお願いいたします。 

  第２条は業務の予定量で、病床数は一般病床４６８床、年間患者数は、入院患者

数１１万８，２６０人、外来患者数１７万７，３８６人、１日平均患者数は、入院

患者数３２４人、外来患者数７３３人を予定し、主要な建設改良事業では、建設改

良費として３万円、資産購入費として２０億３，１３４万円を予定しました。 

  第３条は収益的収入及び支出の予定額で、収入の第１款病院事業収益は１４２億  

１，４４７万円、支出の第１款病院事業費用は１４２億７，９４１万円を予定いた

しました。 
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  第４条は資本的収入及び支出の予定額で、１枚はねていただきまして、２ページ

をお願いいたします。収入の第１款資本的収入は２３億６，３４２万円、支出の第

１款資本的支出は２８億１，４６７万円を予定いたしました。 

  第５条の企業債は医療機器等整備について、２０億２，８４０万円を限度額とし

て定めたものでございます。 

  第６条は一時借入金の限度額を１５億円とし、第７条は経費の流用ができる場合

を定めております。 

  第８条は議会の議決を経なければ流用できない経費について定めております。 

  第９条は一般会計から補助金を受ける金額を３億６，２６０万円とし、第１０条

は、たな卸資産の購入限度額を２８億１，６３６万円と定めたものでございます。 

  第１１条の重要な資産の取得は据置型デジタル式汎用Ｘ線透視診断装置をはじめ

４品目でございます。 

  なお、詳細につきましては、経営戦略室長から御説明申し上げます。 

経営戦略室長（澤田和典） 

「令和３年度西知多医療厚生組合病院事業会計予算」の補足説明をさせていただ

きます。 

２６ページをお願いいたします。 

令和３年度西知多医療厚生組合病院事業会計予定額明細書により御説明申し上げ

ます。 

収益的収入及び支出の収入で、第１款病院事業収益、第１項１目入院収益は、７

０億１，９９１万円の計上で、１日平均患者数を３２４人と見込み、２目外来収益

は２８億６，１２３万円の計上で、１日平均患者数を７３３人と見込んだものでご

ざいます。 

３目その他医業収益１１億１，００６万円の主な内容は、個室使用料、予防接種・

集団健診、人間ドック、個人健診等の収益及び救急医療の確保などに要する経費と

して収入する一般会計負担金などでございます。 

続きまして、第２項医業外収益は、２９億２，７８９万円の計上で、主な内容と

しまして、２目他会計補助金は、基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費や医

師確保対策に要する経費などに係る一般会計補助金、３目補助金１０億８，６７５

万円には臨床研修費等補助金のほか、新型コロナウイルス感染症に対する補助金な
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どでございます。 

右のページに移っていただき、４目他会計負担金はリハビリテーション及び高度

医療などに要する経費に係る一般会計負担金などでございます。 

６目退職手当相当額負担金１億３，４８０万円は、職員の身分移行に伴う退職手

当相当額に係る一般会計負担金でございます。 

１枚はねていただき、２８ページからの支出をお願いいたします。 

第１款病院事業費用、第１項１目給与費７２億４，４２６万円の主な内容は、医

師８３人、看護師４５０人など、常勤職員７４３人分のほか、非常勤職員分を含む

人件費でございます。 

２目材料費２５億５，９７２万円の主な内容は、８節薬品費及び９節の診療材料

費等でございます。 

３目経費２７億４，３０４万円の主な内容は、このページ一番下、１８節光熱水

費として施設の電気料金やガス料金などでございます。 

右のページ、２９ページをお願いいたします。 

上から４行目、２２節修繕費として、医療機器及び建物等施設などの修繕料、２

４節賃借料として、医療機器や職員住宅などの借上料、２６節委託料として、医事

業務、給食業務、施設管理運転などの委託料、１枚はねていただき、３０ページを

お願いいたします。上から、節の４行目、３０節手数料として、医師紹介手数料な

どでございます。このページ中ほど、４目減価償却費１０億６，８５４万円は、建

物、建物付属設備、器械備品などに係る減価償却費でございます。 

右のページ、３１ページをお願いいたします。 

第２項医業外費用４億５，７４９万円は、雑損失など、第３項特別損失８，５６

４万円は過年度損益修正損など、第４項予備費は１，０００万円の計上でございま

す。 

１枚はねていただき、３２ページをお願いいたします。 

資本的収入及び支出の収入で、第１款資本的収入、第１項１目企業債２０億２，

８４０万円は、医療機器等整備及び電子カルテシステム機器更新に係る借入れ、第

２項１目他会計負担金３億３，４９０万円は、建設改良に要する経費に係る負担金、

第３項１目長期貸付金返還金は、１０万円の計上でございます。 

続きまして、支出に移り、第１款資本的支出、第１項１目建設改良費３万円は、
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新駅接続道整備事業の建設工事期間中に伴う建設仮勘定整理分の企業債利息でござ

います。 

２目資産購入費２０億３，１３４万円は、医療機器等の購入費でございます。 

第２項１目企業債償還金７億４，６５２万円は、建設及び施設整備等の企業債償

還元金でございます。 

第３項１目長期貸付金３，６７８万円は、看護師等の養成施設を卒業後、組合の

設置する病院に勤務する者に修学資金を貸与するものでございます。 

以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

  これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

８番（伊藤清一郎） 

３点、お願いいたします。 

３ページ、第１１条重要な資産の取得のところで、器械備品のそれぞれの購入金

額と導入スケジュール及び維持管理費用について伺います。 

２点目、１２ページ、給料及び手当の状況のところで、昨年よりも減額になる理

由とコロナ感染患者対応手当等はあるのかどうかを伺います。 

最後３点目、３１ページ、１款１項６目研究研修費で、認定看護師受験など資格

試験に対する補助の考えについて伺います。 

以上よろしくお願いいたします。 

経営戦略室長（澤田和典） 

御質問の１点目、３ページ、「第１１条器械備品のそれぞれの購入金額と導入ス

ケジュール及び維持管理費用について」でございますが、初めに、購入金額、維持

管理費用の１つ目の据置型デジタル式汎用Ｘ線透視診断装置につきましては、予定

価格３，８６３万２，０００円、維持管理費用は機器の特性等を鑑み、外部委託に

よる定期点検の委託料分として、年間１４９万６，０００円を予定しています。 

点検委託につきましては、購入後１年間は保証期間になりますので、令和４年度

からの委託を予定しています。 

次に２つ目、生化学自動分析装置は予定価格２，３１０万円で、維持管理費用は

１１７万７，０００円を予定しています。点検委託につきましては、１つ目同様の

令和４年度から予定しております。 
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次に、３つ目の眼科用レーザ光凝固装置は予定価格２，２００万円で、現有機で

は外部委託による点検等を行っておりませんので、維持管理費用は予定しておりま

せん。 

続きまして、導入スケジュールですが、３品目とも現在保有している医療機器で

あり、耐用年数を超過し、また、修理部品の供給終了に伴い、今後の修理対応が困

難であることが販売者より提示されたため更新するものです。現時点におきまして

は医療提供体制に支障が生じないよう、上半期中の購入を予定しております。 

最後に、医療情報システムですが、電子カルテ関連システム及び医療部門システ

ムのサーバー関連機器で、予定価格は１８億２，８４２万円です。導入はシステム

の停止を伴いますので、年末年始を予定し、令和４年度からの維持管理費となりま

す保守委託料につきましては、現在調整中です。 

人事管理室長（和田真貴） 

御質問の２点目、「平均給料月額が昨年よりも減額になる理由とコロナ感染患者

対応手当等はあるのか」についてでございますが、まず、医師につきましては、昨

年１月１日後に１１人が退職し、２０人を採用していますが、そのうちの大学医局

による、いわゆる入替え人事の９件中８件で前任者の給料月額を下回る医師が赴任

いたしました。また、初期研修を修了した研修医を専攻医として５人採用したこと

もあり、平均給料月額を引下げる要因となりました。 

医療技術職につきましては、課長級１名と副課長級２名が退職し、技師１名を採

用した結果、平均給料月額が下がったものでございます。 

看護職につきましては、看護部長、副看護部長及び看護師長各１名、副看護師長

２名をはじめ３１名が退職し、新卒者３０名及び既卒経験者１名の３１名を採用し

た結果、平均給料月額が下がったものです。 

技能労務職につきましては、１名の定年退職が影響し、平均給料月額が下がった

ものです。 

コロナ感染患者に対応した場合の手当に関しましては、陽性患者、疑似症患者に

対応する職員に対し、特殊勤務手当の内の防疫手当として、当該業務の実施１日に

つき４，０００円または１，０００円を陽性患者等との接触の度合いにより分類し

て支給しております。そのため、昨年度と比較して給料月額の減額幅の少ない医療

技術職と看護職につきましては、各種手当額を含んだ平均給与月額では増額となっ
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ております。 

なお、一般行政職は、昇格人事・定期昇給等の影響で平均給料月額は昨年より増

額となっておりますが、防疫手当の対象となる業務がないため、平均給与月額では

減額となっております。 

続きまして、御質問の３点目「認定看護師受験など資格試験に対する補助の考え

方ついて」でございますが、認定看護師資格など、診療報酬上の上位施設基準取得

につながるものや医師の負担軽減、医療品質の向上、患者をはじめ、来院者の安心・

安全につながる資格等に関しましては、その取得に必要な研修の受講料、検定料を

はじめ、旅費滞在費を含めた必要経費を職種に関わらず公費により支出することと

しています。 

なお、例外的に資格認定検定を不合格となった場合の再検定に要する費用につき

ましては、受験者本人の自己負担としております。 

令和３年度の看護領域におきましては、働き方改革による医師の労働時間短縮、

負担軽減に寄与し、患者メリットにもつながるものとして、医師の医療行為の一部

を実施することができるようになる看護師特定行為研修に３名を派遣する予定とな

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。 

１０番（林正則） 

２点、お願いいたします。 

１点目、２６ページ、収入です。１款１項１目１節入院収益で、昨年度より年間

患者数を１万６，０６０人減員している理由について。１款１項２目１節の外来収

益で、昨年度より年間患者数を１万９，２０１人減員している理由について。 

２点目です。２９ページ、支出、１款１項３目２６節委託料の下から２行目、看

護補助員派遣委託料の内容について、お願いいたします。 

医事課長（坪井信治） 

御質問の１点目「入院収益・年間患者数を１万６，０６０人減員した理由及び外

来収益・年間患者数を１万９，２０１人減員した理由について」でございますが、

新型コロナウイルス感染症の影響で、入院患者の受入状況、患者の受療行動が大き
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く変化しており、今後の予測が困難なため、令和３年度予算における患者数見込み

については、令和２年４月から９月の実績を基に算出しました。 

入院に関しては、８階西病棟を新型コロナウイルス感染症専用病棟として運用し

ていますので、通常４５床のところ、感染防止の観点から個室管理を必要とするた

め、１９床を閉じて２６床として運用しており、実際の稼働病床数は４２３床から

４０４床に減少しています。また、新型コロナウイルス感染症患者に係る医療及び

看護は、通常以上の医療従事者が必要なため、現状以上の入院患者を受け入れるこ

とは困難な状況であると考えております。 

外来に関しても、患者の受診控えによる患者数の減少、紹介患者数の減少、救急

来院患者の減少等により、患者数の減少を見据えたためでございます。 

経営戦略室長（澤田和典） 

御質問の２点目、看護補助員派遣委託料についてでございますが、現在、医療現

場ではチーム医療の実践が広がり、看護職員をはじめ、医療職が専門性を必要とす

る業務に専念するため、負担軽減及び処遇改善等に関する取組を推進しています。 

看護職員の補助的業務を行う看護補助員につきましては、人材確保に伴う直接的

な負担軽減等に加え、診療報酬でも施設基準として評価されることから、当院にお

きましても、収益改善及び医療の質の向上等を目的に、これまで看護補助員の確保

に努めてまいりました。しかし、各医療機関における看護補助員のニーズの増加に

より、自前での人員確保が困難となってきたことから、安定的な人員確保のため、

看護補助員の派遣を委託しています。 

なお、看護補助員確保に伴い、施設基準の２５対１急性期看護補助体制加算（看

護補助者５割以上）の夜間１００対１看護補助体制加算及び夜間看護体制加算の算

定が可能となり、年間で７，２００万円ほどの増収効果を見込んでいます。 

以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１１番（古俣泰浩） 

２点、お願いします。 

２６ページ、収入です。１款２項３目２節県補助金、新型インフルエンザ等患者

入院医療機関整備補助金及び新型コロナウイルス感染症対策事業補助金の詳細につ
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いて。 

次、３１ページ、支出、１款３項３目５４節その他特別損失、看護師等修学資金

貸与金返還免除額、前年度比倍増の理由についてをお願いします。 

経営戦略室長（澤田和典） 

御質問の１点目、「新型インフルエンザ等患者入院医療機関整備補助金並びに新

型コロナウイルス感染症対策事業補助金の詳細について」でございますが、１点目、

新型インフルエンザ等患者入院医療機関整備補助金につきましては、新型インフル

エンザ等の患者へ入院医療を提供する医療機関及び感染症外来医療を提供する医療

機関の開設者が行う整備事業に対して設けられた補助金です。 

２点目、新型コロナウイルス感染症対策事業補助金につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症患者、疑似症患者及び基礎疾患等に重篤な患者の入院病床の確保に

ついて支援を行うことにより、公衆衛生の向上を図ることを目的として設けられた

補助金です。 

厚生労働省医政局の令和３年度概算要求の概要として、新型コロナウイルス感染

症緊急包括支援交付金が設けられており、新型コロナウイルス感染症への対応とし

て緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体制等の強化を図るため、受入病床の

確保、応援医師等の派遣、軽症者の療養体制の確保などの取組について、都道府県

が地域の実情に応じて着実に実施できるよう包括的な支援を行うとあることから、

金額は不透明ではございますが、令和２年度実績を参考に計上したものでございま

す。 

人事管理室長（和田真貴） 

御質問の２点目「その他特別損失の看護師等修学資金貸与金返還免除額が前年度

比倍増の理由について」でございますが、まず、看護師等修学資金貸付金は、４年

制大学については月額６万円を、専門学校等については月額３万円を貸付申込時か

らの修学期間中の全期間にわたって貸付け、卒業後に公立西知多総合病院で勤務し

た月数分の貸付金相当額の返還を免除することとしております。 

令和３年度につきましては、この返還免除の対象となる看護師が大学卒３名、専

門学校卒２０名の合計２３名おりまして、令和２年度当初予算積算時の対象者、大

学卒 1名、専門学校卒１３名の合計１４名と比較して９名の増加、このうち大学卒

の増加分が２名あるため、専門学校卒の貸付金相当にいたしまして合計１１名分の
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差となり、前年比で大幅な増額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。 

１２番（渡邉眞弓） 

３点、お願いいたします。 

８ページ、支出の１款１項２目医療機器等整備事業の内容について。 

２点目、２６ページ、収入の１款１項１目入院収益と２目外来収益減についての

対策について。 

３点目、２６ページ、収入の１款２項３目２節県補助金のところで、新型コロナ

ウイルス感染症対策事業補助金の充当先について御質問いたします。 

経営戦略室長（澤田和典） 

御質問の１点目、「医療機器整備の内容について」でございますが、主な内訳は、

現状の診療機能の維持、また、質の高い医療を提供するため、据置型デジタル式汎

用Ｘ線透視診断装置をはじめ、医療機器等の老朽化に伴う更新、追加及び新規購入

として整備を行うもので、２億２９２万円を計上しています。 

また、同様に、医療情報システムの安定稼働のため、電子カルテ関連システム及

び各種医療部門システムのサーバー関連機器のハードウェアの老朽化等に伴う更新、

整備を行うものといたしまして、１８億２，８４２万円を計上しております。 

次に御質問の２点目、「入院収益、外来収益とも減についての対策」でございま

すが、患者数につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による受診控え等

により、入院、外来ともに実績を基に見込んだものでございます。 

入院収益については、今年度取得した新規及び上位施設基準を維持しつつ、「２

０対 1医師事務作業補助体制加算１」や「総合入院体制加算２」など、さらなる新

規及び上位施設基準を取得することにより、診療単価の向上に取り組んでまいりま

す。 

外来収益については、現在実施している地域連携だよりを利用した各診療科のＰ

Ｒを継続し、地域の先生方からの紹介患者獲得に努めていくほか、東海市、知多市

近隣の大府市、常滑市、阿久比町からの受診状況等を分析し利用者の獲得に取り組

んでまいります。 
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また、今年度においても、「総合入院体制加算３」など新規及び上位施設基準の

取得に伴う診療単価の増加などにより、経営改善が図られておりますが、今後は、

新型コロナウイルス感染症に対応する各種補助金等を活用し、施設整備などによる

感染防止対策を講じ、地域の皆様に安心・安全に御利用いただけるようにし、さら

なる経営改善に努めてまいります。 

次に御質問の３点目、「新型コロナウイルス感染症対策事業補助金の充当先につ

いて」でございますが、この補助金は新型コロナウイルス感染症患者等の専用とし

て確保している病床が空床となった場合の支援及び新型コロナウイルス感染症患者

等を受け入れるために休床とした病床を支援する補助金で、対象経費は賃金のほか

消耗品費、材料費、光熱水費等となっておりますので、これらに充当してまいりま

す。 

以上でございます。 

議長（田中雅章） 

  ほかにありませんか。 

１３番（夏目豊） 

３点、お願いします。 

３ページ、第１１条、重要な資産の取得で、取得する器械備品の効果について。

個別予算は聞きましたので、効果についてお願いします。 

２点目、１３ページの級別職員数についてですが、医師職９名増、医療技術職２

名減、看護師増減なしとなっていますが、分娩開始の見通しについてお伺いをしま

す。 

３点目、コロナウイルス感染症の影響についてですが、予算編成時より状況が変

化していると思いますが、新年度への影響について分かれば教えてください。 

以上です。 

経営戦略室長（澤田和典） 

御質問の１点目、「１１条（重要な資産の取得）で取得する器械備品の効果につ

いて」でございますが、器械備品の１つ目、据置型デジタル式汎用Ｘ線透視診断装

置は、泌尿器科、産婦人科領域の下腹部撮影等に対応します。現有機の老朽化と故

障のため更新購入するもので、現在、別の機種で応急的に撮影しているため、撮影

スケジュール等の調整を要しておりますが、導入により解消されます。 
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次に、２つ目、生化学自動分析装置は、現在２セットあるうちの１セットを老朽

化のため更新購入するものです。これにより２セットとも同一機種になることから、

検査試薬が統一できることで、試薬代が約４００万円減となる見込みです。 

３つ目、眼科用レーザ光凝固装置は、こちらも老朽化のため更新購入するもので、

現有機に比べ治療回数を減らすことができることや、治療時間の短縮等で患者への

負担軽減が図られます。 

次に、４つ目、医療情報システムでございますが、こちらは電子カルテをはじめ、

関連システムの更新でございます。診療業務の安定継続のため購入するものでござ

いますが、医師をはじめとした医療職の業務負荷軽減をするため、現行システムへ

の機能追加も併せて行います。 

次に、御質問の２点目「医療職職員数の増減がある中、分娩開始の見通しはどう

なっているのか」についてでございますが、医療職職員数の増減に関しましては、

医師は１１人の退職に対し２０人の採用を、医療技術職は３人の退職に対し１人の

採用を、看護職は３１人の退職に対し３１人の採用をしたもので、医師増員のうち

には大学医局外から病院独自で採用した産婦人科医師１名を含んでおります。 

この産婦人科医師の増員を受けまして、分娩開始に向けて院内において分娩準備

委員会を設け、産婦人科、小児科など分娩に関連する部署の人的・物的な課題の洗

い出しを行い、分娩開始時期の調整を行ってまいりました。 

しかし、急きょ本年３月をもって産婦人科医師１名が退職することとなり、再度

人員不足の状態となってしまうため、分娩開始までのスケジュールの見直しを余儀

なくされております。 

このような状況ではございますが、分娩開始に向けたセクションごとのシミュレ

ーションや他の分娩実施施設での関係職員の実地訓練など分娩開始準備を継続し、

４月以降につきましては、名古屋大学産婦人科医局との連携を強めながら医師のリ

クルートに努め、人員の確保ができ次第、分娩開始できるよう院内環境の整備をし

てまいります。 

次に御質問の３点目、「コロナウイルス感染症の影響について、予算編成時より

状況が変化しているが新年度への影響について」でございますが、収益に関しては

新型コロナウイルス感染症の影響により、患者の受診控え等から今後の予測が困難

であるため、令和３年度予算における患者数については、令和２年４月から９月の
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実績を基に算出しました。 

１月には、緊急事態宣言の発出、また、院内で新型コロナウイルス感染患者が発

生しましたが、幸いにも外来診療及び入院診療への影響は小さく、考慮すべき大き

な変化はありませんでした。しかし、今後、院内クラスターの発生等により、診療

制限をすべき状況となった場合は、入院及び外来収益に大きな影響が出るおそれが

あります。 

また、費用面においては、予算編成以降に発生している急激な感染拡大に対応し

て、施設面等でのさらなる感染対策の必要性が考えられます。 

今後は、新型コロナウイルス感染症に対応する各種補助金を積極的に活用し、引

き続き、病院職員一丸となって、感染対策を徹底していくことが重要と考えており

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。 

（なしの声） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって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） 

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。 

  議案第１２号「令和３年度西知多医療厚生組合病院事業会計予算」について、原

案に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（田中雅章） 
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  続きまして、日程第１７、同意第１号「監査委員の選任について」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いたします。 

総務部長（平岩資久） 

ただいま上程されました、同意第１号「監査委員の選任について」御説明申し上

げます。 

現監査委員である小幡勇次氏が、３月３１日をもって任期満了となりますが、引

き続き、監査委員として選任いたしたいので、西知多医療厚生組合規約第１０条第

２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。小幡勇次氏の略歴は、

お配りしております参考資料のとおりでございます。 

説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（田中雅章） 

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） 

議長（田中雅章） 

  ないようですので、これをもって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） 

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。 

  同意第１号「監査委員の選任について」原案に賛成の方は挙手をお願いいたしま

す。 

（全員挙手） 

議長（田中雅章） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり同意することに決定をしました。 

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。 
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 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１回定例会の閉会に当たりまして、一言

御礼の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（田中雅章） 

  ありがとうございました。 

  これをもちまして、令和３年第１回西知多医療厚生組合議会定例会を閉会いたし

ます。終始御協力、ありがとうございました。 

 

（２月１５日 午前１１時２８分 閉会） 
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