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平成24年11月27日(火) 場 所 3階 第5研修室会議録

会 議 名：第8回総務・経済常任委員会

出席委員：竹田委員長、新井田副委員長、福嶋委員、又地委員、佐藤委員、吉田委員

平野委員、笠井委員、東出委員、岩館委員

欠席委員：なし

事 務 局 山本、近藤

会議時間 13:30～16:19

開 会

1．委員長挨拶

定刻になりましたので、ただいまから、第8回総務・経済常任委員会を開会竹田委員長

いたします。

ただいまの出席委員は10名でございます。

よって、委員会条例第14条の規定による委員定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は別紙配布のとおりであります。

１．調査事項

(1)介護老人保健施設

①介護老人保健施設事業会計の収支状況について

それでは、老人保健施設の皆さん、大変ご苦労様です。介護老人保健施設事竹田委員長

業会計の収支の状況について説明を求めます。

大坂事務長。竹田委員長

それでは、平成24年度木古内町介護老人保健施設事業収支見込について大坂老健事務長

ご説明いたします。

平成24年度第8回総務・経済常任委員会資料の14ページをお開き願います。

、 、 、 、項目毎の実績につきましては 23年度 24年度実績は 4半期毎に記載していますので

上半期4月から9月の数字で説明いたします。

介護報酬請求人数は、23年度75.0人、24年度 73.6人で1.4人の減になっております。

今後の予測につきましては、73.5人と推計いたしました。

平均介護度は、23年度 2.7、24年度 2.6です。今後の予測につきましては、上半期を

参考に下半期予測といたしまして2.6といたしました。

通所利用人数は、24年9月、10月の通所状況を参考に下半期予測といたしまして15.5人

といたしました。収入 事業収益 施設介護料は上半期では23年度実績1億5,554万6,000

円に対しまして、24年度実績1億5,005万9,000円で548万7,000円の減額でございます。

、 、下半期予測では 先ほど説明いたしましたように入所者の人数を基に積算いたしまして

1億4,903万6,000円とし、予測といたしまして24年度分として、2億9,909万5,000円といた
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しました。

居宅介護料は、上半期では23年度実績1,606万9,000円に対しまして、24年度実績1,942

万4,000円で335万5,000円増額でございます。

下半期予測では、通所利用人数等を基に積算いたしまて、2,015万円と予測し、24年度

分といたしまして、3,957万4,000円といたしました。

利用者利用料は、上半期では23年度実績2,759万4,000円に対しまして、24年度実績2,69

4万1,000円で65万3,000円減額でございます。

下半期予測では、入所者見込み数を基に2,712万5,000円と予測し、24年度分といたしま

して、5,406万6,000円といたしました。

その他事業収益は、上半期では23年度実績19万8,000円に対しまして、24年度実績17万

１,000円で2万7,000円の減額でございます。

下半期予測では、24万1,000円と予測し24年度分といたしまして、41万2,000円といたし

ました。

事業外収益 受取利息は上半期では23年度実績2万1,000円に対し、24年度実績1万8,000

円で3,000円減額でございます。

下半期予測では、5,000円と予測し、24年度分といたしまして、2万3,000円といたしま

した。

他会計負担金は、一般会計負担金として過疎債利息分の53％等を計上し、24年度分とい

たしまして344万円といたしました。

諸収入は、上半期では23年度実績51万円に対し、24年度実績40万6,000円で10万4,000円

減額でございます。

下半期予測では、350万2,000円と予測し、24年度分といたしまして390万8,000円といた

しました。

収入合計は、23年度実績4億400万3,000円に対しまして、24年度では4億51万8,000円と

推計いたしました。348万5,000円の減でございます。

支出 事業費用 給与費は、上半期では23年度実績1億164万9,000円に対しまして、24

年度実績1億262万3,000円で97万4,000円の増額でございます。

下半期予測では、1億2,468万7,000円と予測いたしまして、24年度分としては2億2,731

万円といたしました。

材料費は、上半期では23年度実績1,134万4,000円に対し、24年度実績1,139万6,000円で

5万2,000円の増額でございます。

下半期予測では、1,390万6,000円と予測し、24年度分といたしまして、2,530万2,000円

といたしました。

経費は、上半期では23年度実績1,574万3,000円に対しまして、24年度実績1,520万2,000

円で54万1,000円減額でございます。

下半期予測では、2,664万4,000円と予測し、24年度分といたしまして4,184万6,000円と

いたしました。この減の分につきましては、Ａ重油が昨年より単価が値下がりしていると

いうことと、電気料につきましても節電によりまして前年比よりだいたい20万円くらい減

額になっております。

委託費は、上半期では23年度実績1,495万6,000円に対し、24年度実績1,503万2,000円で
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4万6,000円の増額です。下半期予測では、2,190万7,000円と予測し、24年度分といたしま

して3,693万9,000円といたしました。

研修費は、上半期では23年度実績19万2,000円に対し、24年度実績12万9,000円で6万3,0

00円減額でございます。

下半期予測では、44万4,000円と予測し、24年度分として57万3,000円といたしました。

減価償却費は、24年度5,186万2,000円です。

事業外費用 支払利息は24年度分といたしまして1,963万1,000円です。この内訳は、過

疎債が611万4,000円、企業債が1,351万7,000円でございます。

支出合計は 23年度実績4億227万2,000円に対し、24年度は4億346万3,000円と推計いた

しました。119万1,000円の増でございます。

経常損益は、収入合計4億51万8,000円から支出合計4億346万3,000円を差し引いた294万

5,000円が純損失の見込みでございます。

次に、15ページをお開き願います。

利用項目状況を前年度と24年9月末までの利用者を記載しております。入所利用者の24

年9月までの平均は73.62人でございます。4月からの新規入所者は10名で、退所者は9名で

ございます。

短期入所利用者は、4月から9月までの延人数で90名でございます。

通所リハビリテーション利用者は予防を含めて、平均実人数は4月13.86人で、9月15.25

人と徐々に増加しております。

次に、16ページをお開き願います。

予防（要支援）短期入所療養介護利用者と予防通所リハビリテーション利用者数でござ

います。短期の予防につきましては利用者がございません。これは、去年まで利用者1人

が施設に入所いたしましたので、短期の予防についてはゼロでございます。

続きまして、17ページをお開き願います。

入所利用者区分別状況を記載しておりますので、後ほどご参照願いたいというふうに思

います。

次に、18ページをお開き願います。通所利用者区分別状況を記載しておりますので、こ

れも後ほど参照願いたいと思います。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいま、資料の説明をいただきました。竹田委員長

これより質疑を受けます。

質疑ございませんか。

吉田委員。

吉田です。細かいことをちょっとお聞きします。通所利用日数、人数あります吉田委員

ね。24年度の予測が15.5と1日多く設定されているような形になっていますけれども、こ

。 。の部分というのはどういう背景があるのか どういうお考えでこういう予測がたったのか

そして、この部分の24年の収支見込みがどこに反映されているのかなと。1日分を見た

分なのですよね。細かい数字になってしまうのですけれども。通所利用人数、これの部分

がどうも24年度の収支見込みの収入の部分に入ってくると全部減額。居宅介護料だけでち

ょっと増になっているのでその辺をどういうふうに見たのか、参考がてら説明お願いしま
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す。

大坂事務長。竹田委員長

通所リハビリテーションなのですけれども、先ほど申しましたように4大坂老健事務長

月の部分に一応ここで15ページと16ページになるのですけれども、通所リハビリテーショ

ン利用者、予防通所リハビリテーション利用者というふうにございます。この4月の利用

者が合わせると13.86人なのです。9月の数字を見ますと、15.25人というふうに徐々に増

加してきていると。今回の部分なのですけれども、その部分を現在15.25ですが、 終的

な平均は15.5に、これからの半年、10月から3月まではだいたい0.25増えて、だいたいこ

。 、のくらいのレベルでいくだろうというふうに予測しています これはリハビリを利用する

要するにできる人数もございますので、だいたいこの辺が。もう少し伸びる要素は持って

いますけれども、一応9月の平均を見ると15.25なので、それより0.25というふうにしてみ

ております。この分につきましては、居宅介護料の中で全部跳ね返りがございます。そう

いうことでございます。

ほかにございませんか。竹田委員長

なければ事務長にちょっと確認したいのですが、上半期の実績。そして、向こう下期の

見通しでこの資料をずっとさかのぼって見ても、この1ページの資料のつくりが一緒なの

ですよね。確かに、四半期ごとの区分というのもいいのですけれども、逆に上期、下期、

当初の前年比の実績に対してことしの実績がどうだということでなくて、今年度の予算、

見込みを立てた部分に対して実績がどうだという資料のつくりのほうがわかり良いような

気がするのですよね。そしてトータル、どこかでは例えば前年の実績が合計で4億いくら

ありました。今年度の下期の予測を含めて、だいたい前年と同額くらいになる見込みだと

いう部分はわかるのですけれども、やはり今年度の見通しを立てた実績をベースにして予

算計上をするわけですから、そうすればそういうつくりというか、くくりのほうが比較し

てもわかり良いような気がします。

それと、病院の資料は見ていないと思うのですが、病院では例えば上期の業務報告とい

うか、こういう9月までの実績がこういう実績で下期はこういう見込みをつけました。そ

して、今年度の収支の計上からすれば200万円の三角になる見込みですよと。ですけれど

も、この部分は補てん財源がこうですからという部分だとか、これの資料だけ見れば、老

健さんはそうしたら赤字かという、単純な捉えしか出て来ないものですから、古い議員さ

んはそういう部分の中身は重々知っているのですけれども、やはりそういう部分を含めれ

ばこの業務報告というか、そんなに細かくなくていいですから、今後そういう部分で24年

度は見通し含めて心配ないです、心配ですという部分をあれするようにしていただけない

かなという気がします。

それから、15ページになりますけれども、入所の関係の平均の実人数ですが、この平均

の部分の73.6。これは、現状からすれば入所のマックスなのか、余裕があるのか。その関

連からしますと、待機との状況がどうなのかという部分について、もしわかる範囲内で説

明していただきたいと思います。

大坂事務長。

前半の部分のこれからの作りでございますけれども、これは私はいない大坂老健事務長

ですけれども、そのようにしたほうがやはり良いかなというふうに思いますので、それは
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引き継ぎしたいと思います。

十分内部検討してください。大坂事務長。竹田委員長

これからの部分はマックスかという部分でございますけれども、いま74大坂老健事務長

。 、 。 、名の入所がございます ただ 今月に入ってから入院患者等が結構増えております ただ

マックスは一応80でございますけれども、いまの状況ですと長年経ってきますと結構介護

度が進んできます。当初入った分はいいのですけれども、だんだんと徘徊する人、食事介

助が必要ということの中で、やはり80人まで看れるかと言うと、厳しい状況かなというふ

うに思います。ただ、それも状況を見ながらステーションと相談しながら、そういう入所

の判定をしながら、入ってもらっておりますけれども。現在一応、申し込み自体は20名く

らいいます。ただ、これは一応病院にも入っているということで、ただ現在では5、6人く

らいは対象になるかなというふうにしてみております。以上でよろしいですか。

いま、説明されたように重度の入所者、いま健康的には認知の部分と、これ竹田委員長

は、いま地域包括支援の病院含めた連携の中で、前の老健の施設、グループホーム、民間

ですけれどもありますよね。そこの病院を含めた連携の協議、回しではないのですけれど

も、効率の良い施設運営をするためには、そのためにやはりそういうひとつの包括的な連

携を持っているのかなと。外から見れば見えるのですけれども、その辺は現状どうなので

しょう。

大坂事務長。

一応、老健に入所されるかたは病状的には病気はないということで、要大坂老健事務長

するに「治りました」と。治療する部分がないということで入ってきます。その部分につ

いて一応、どうこうという部分はまずないわけですよね。病気的な部分がないから家庭に

。 、 。 、も戻れないと その中で すぐ老健という形で申し込みがきます 連携はどうかと言うと

やはりそういう中では、病院との部分。病院はやはり「老健どうですか」という部分はき

ます。そして、うちはその中で協議をしておりますけれども、民間の部分のグループホー

ムという部分につきましては、またこれはちょっと違う部分もございますので、そっちと

はうちの利用者がどうこうという部分では話をしたことはございません。

鈴木施設長。竹田委員長

ちょっと補足をさせていただきます。鈴木老健施設長

まず、老健で病気がないというのは表現がおかしくて、基本的には慢性期の病気はほと

んどのかたが持っていらっしゃいます。ただ、急性期の病院での医療が必要ないろんなか

たの入所ということが大事です。それと、認知症のグループホームと老健との一番の違い

、 、 、というか 入所できるできないという基準というか目安の中で 車いす生活が必要なかた

そういったかたというのは、グループホームの生活はできない状況になっています。日常

の作業とかなんかは、基本的には助け合いながらやるというのがグループホームの考え方

の中にあるみたいで、脳梗塞の半身麻痺のようなかたとかというのは、基本的にはまず老

健というそういう形になってきますので、ただ職員同士とかいろんな兼ね合いでグループ

ホームがいいのではないかなというようなかたがいらした時には、ケアマネさんを通して

とか、ご家族のほうに進めたりはしています。

ただ、実情はグループホームは結構老健よりもお金がかかったりするような面もあるら

しくて、そういった理由から老健とか特養を望まれるかたが多いというふうに聞いていま
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す。以上です。

吉田委員。竹田委員長

先ほどの委員長の関連のある質問になるのですけれども、先ほど大坂事務長の吉田委員

ほうからマックスに80ということはないと思うのですけれども、80になった時にスタッフ

の関係でちょっと厳しい面があるという話。当然、僕らもよく職員の募集入っていますよ

ね。いま、現状何人くらい足りないのか。このまま、本当に足りないままでいっていいの

かなという気もするので、その辺の人の確保。それからたぶん、老健の職員の人たちも何

かの場合で休んだ場合どういうふうになっているのか。いま現状の中で、その辺が一番厳

、 、しい問題なのかなということで現状的な部分でこれから募集 いま目一杯入っているのか

まだまだ足りないのか、今後を見通した中でどういう見解を持っているのか見解をお願い

します。

大坂事務長竹田委員長

いまの時点で言いますと、パートがまず1名足りないです。これは入所大坂老健事務長

のほうです。詰所のほうは常勤1名募集しております。この分につきましても、ハローワ

ークにも申し込みはしています。ただ、なかなか人がいないという状況です。今回、パー

ト2名入っていますけれども、これも知内のかたが来ております。木古内のかたについて

は、いまのところ「応募したい」というかたが1人ございます。このかたには折衝はして

いますけれども。

休んだ時はどうなのかと言うと、それぞれギリギリの体制でやっていますので、みんな

でカバーしながら、当然時間外扱いになりますけれども、そういう形でお互いでカバーし

てもらいながらやっております。以上でございます。

福嶋委員。竹田委員長

介護度の関係で月別に四半期ごとに去年よりも下がっていますよね、0.1。そ福嶋委員

のような、ことしの2.5というところもあるものですから、その辺の患者の出入り。例え

ば入所者の数によって、例えば入院患者、病院のほうに行ったり、その入所の数によって

そのばらつきがあるのでしょうけれども、私はむしろだんだん増えていく。歳がいくこと

によって介護度が上がっていく傾向があると思うのですけれども、逆に下がっていくとい

う傾向で入所者の介護料も減っているわけですよね。介護度が減ることによって料金が下

がるものですから。その辺の傾向はどういう法律改正によってきびしくなったのか、その

辺を教えてください。

大坂事務長。竹田委員長

介護度の部分、自宅にいますとほとんど車いす生活とか、ほとんど自分大坂老健事務長

で動けないというような状況で介護度が高くつきます。ただ、施設に入って来ますと、車

いすなどで移動ができますので、そういう分でも介護度が下がっていくというようになり

ます。

それから、自宅より生活した状況がそのまま施設に来て同じ介護度かというと、介護度

が下がる傾向にいまのつくりではなっています。そして、ほとんど介護度5のかたがやめ

て2や1の人が入って来たときにちょっと下がりますけれども、だいたいいまは2.6の平均

でいっているというのが現状でございます。

ほかにございませんか。竹田委員長
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ないようですので、これで終わります。

老健の皆さん、ご苦労様です。

暫時、休憩をいたします。

休憩13:58

再開14:08

(2)病院事業

①国保病院事業会計の収支状況について

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

病院事業の会計の収支状況についてをきょうの議題としておりますけれども、冒頭小澤

管理者より一言ご挨拶をお願いしたいと思います。

小澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。小澤管理者

10月からこの職につきまして、ふた月ほどになります。この間、職員とあるいは関連す

る施設といろいろ面談をしまして、病院の進むべき方向といいますか、住民に喜ばれるよ

うな、そしてお役に立つというようなというふうな病院はどういうふうな姿であるべきか

ということをいまいろいろ模索しております。いま、会計報告にもありますが、多少患者

数も増えてきておりますので、その原因についても一時的なものなのか、継続できるもの

なのか、原因によって違ってくると思いますので、そういった点も少し十分に検討しなが

ら、来年に向けてスタートを切りたいと思っております。

そろそろ予算の時期でもありますので、みんなで来年の目標をどうするか。そして、そ

れに向かってみんなどうすればいいかということをいま思案中でございますので、うまく

いけば、来年はことしとちょっと違うことがあるかなというふうに思いますのでご期待い

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。竹田委員長

それでは、病院事業会計の収支状況について説明を求めます。

地本事務長。

私のほうから、上半期についての概略を申し上げ、詳細については平野地本病院事務長

主査より説明申し上げます。

資料の2ページにあるように、23年度、24年度の上半期の比較を表示しております。

この数字で見ると、かなり収支差引がかなり好転しているふうに思いますけれども、昨

年度は資産減耗費という1億7,000万円がありました。それを差し引いて比較をしますと、

前年度より約2,700万円が改善されたということになります。その主な要因はいま小澤管

理者が申し上げたとおり、主に入院患者数が1日約7.3人ほどの増、外来も1日当たり1.3人

の増ということが、この大きな2,700万円の改善につながったというふうに思っておりま

す。

しかしもう一方で、この医業費用の構造比率といいますか、ここをどういうふうに今後

詰めていくかということが今後の課題でございまして、その辺は事務管理部門のほうとし

て今後いろんなサイドで詰めをかけていく方向も検討をしております。いずれにしても、

入院収益を上げていかなければ収支比率というのは当然悪くなっていくわけでございます
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ので、それは今後の大きな課題だというふうに思っています。それでは、詳細について平

野主査より申し上げます

平野主査。竹田委員長

病院の経営管理グループ経理担当の平野であります。詳細につきましては、事平野主査

前に配布させていただいております資料に基づきご説明させていただきます。

本上半期の状況につきましては、決算と異なりまして消費税込みで全て数字を記載させ

ていただきますのでご留意ください。

まずは、2ページ目をお開きください。2ページ目上段につきましては、それぞれの入院

外来患者数を前年度対比で記載しております。入院患者は1万1,770名、前年対比1,332名

の増、増減率は12.8％であります。外来患者数は2万833人、増減は183の増、増減率で0.9

％増えております。詳細につきましては、診療科別並びに町村別としまして10ページに記

載してありますので、10ページをご覧ください。10ページの上段は、入院の診療科目別の

数値であります。外科につきましては、前年対比101名の減であります。整形、内科につ

きましては、それぞれ267､1,116の増となっております。ここ数年来の上半期におけます

対比をしてみますと、内科が2,000人程度減っております。これは、医師が退職したこと

によって一部外科に流れたのもありますけれども、やはり医師1人当たりで入院患者を診

れる限界というものもございますので、大きく減っているというところでございます。

外科については、ことしは減っておりますけれども、昨年ご説明したとおり内科の比較

的容体が安定している患者を外科のほうで診ているというようなこともありますので、そ

れが若干減ったということでありますので、平成22年では733名の入院患者しかおりませ

んでしたが、それと比較していると大きく伸びているというろころでございます。

入院の町村別につきましては、下の表であります。木古内、知内、福島がそれぞれ基幹

的な患者でございますけれども、木古内につきましては1,001名の増、知内につきまして

も354名の増、福島町にしても133名の増となっております。この間におけます町村別につ
かん

きましては、おおよそ木古内町が6割、知内町が3割で福島町が1割というような形で患者

の入院はなっております。これは10年来、ほぼ変わらぬ率というようなことになっており

ます。やはり木古内町においては、平成22年度以降、新病院になったということもあり、

21年度旧病院では4,965人しか入院患者がいなかったのですけれども、新病院開業による

効果ということもあり、古い病院と対比しますと1,400名ほど増えております。

同じく知内町を見ましても、21年の入院患者数は4,207ということなので、当時の数字

に戻ってきております。ただ、福島町に 大2,000人くらいの患者さんが入院されていた

のですけれども、この間救急制限等もありまして新規患者の受け入れが減っているという
かん

ようなこともあり、半減というような形になっております。

続いて、11ページをご覧ください。

11ページは、外来の診療科目別等の数値でございます。ご覧のとおり、増減数はほとん

どの診療科目でマイナスになっております。増えたのは、歯科と泌尿器科であります。歯

科については、常々ご説明してきておりますけれども、診療ユニットを3台に増やしまし

て、効率的な患者を予約して回していますということで、新しい病院になってから、22年

から23、24と順調に患者数を伸ばしてきております。

また、出張外来であります泌尿器科につきましても、医師派遣先であります函館中央病
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院の先生のほうからも「木古内より西南の自治体であります知内、福島、松前等について

は木古内町での受診ができますよ」というようなＰＲもあり、こちらのほうにつきまして

も年々数字が伸びてきている状況であります。ただ、常設外来について外科、整形、内科

につきましては、やはりピーク時に比較するとかなり数値が落ち込んでいるようなところ

でございます。

続いて町村別の状況は、下の表であります。木古内、福島は増加になっております。残

念ながら、知内町については減っているというようなところでございます。木古内町につ

きましては、この間やはり新しい病院にしたというようなこともあり、患者さんが戻りつ
かん

つあるのかなと思います。比率的に見てみましてもこれまで入院と同じく6・3・1という

ような知内、福島との比較だったのですけれども、ことしについては65％木古内というこ

とで木古内の患者が増えて、福島の患者が減っているというようなことであります。

知内の患者につきましては、やはり知内診療所が開設してから少し大きく減っておりま

す。はじめて開設した年には知内町の患者は3,000人減りまして、一度医師が不在となり

閉めたのですけれども、そのあと整形外科等も診療できる先生が着任されたことにより、

また2年間で1,500人くらい減ったというようなことで、大きく減っていますけれども、昨

年についてはその目減り分も大きな減りとはならないで、ことしの上半期では34名程度の

減というところになっております。

続いて、2ページへお戻りください。2ページの下の表につきましては、収支状況であり

ます。入院収益については、24年度は3億円であります。前年対比2,067万9,000円の増で

す。これは、ポイントでいきますと7.4％の増となっておりまして、入院患者数の12.8と

。 、比較すると伸び率が低いというようなことになっております これは後ほど説明しますが

比較的長期入院の患者が増えつつあるということで、ご承知のとおり90日を超える患者さ

んについては極端に入院単価が下がります。また、2週間を経過して下がっていく。更に

また段階的に下がっていくというようなこともあり、患者数は伸びたのですけれども、患

者さんの長期入院が増えたことにより大きな収入増にはなっていないというところであり

ます。

続いて、外来収益は1億4,990万円であります。前年対比165万1,000円です。これは、患

者は微増ということで、1％くらい伸びたのですが、逆に収益は減っております。収益減

の要因については、介護にかかる収入が110万円ほど減っているのが大きいのかなと。介

護の収入といいますと、訪問、訪問看護や訪問リハビリが患者が伸びていないというよう

なところでございます。また、患者数の伸びも先ほど申し上げましたとおり、歯科が伸び

ているのですが、歯科についてはほかの診療科目と比較すると診療単価が低いというよう

なこともありまして、患者は伸びつつあるも単価が低いということで前年対比では減収と

いう形になっております。

その他医業収益は、1,489万4,000円であります。前年対比73万円の増です。これの伸び

の要因については、差額ベッドが前年対比で57万3,000円伸びております。これが主な要

因でありまして、前年がだいたい100万円くらいだったのが150万円ということで1.5倍の

伸びになっております。

他会計負担金は、一般会計からの繰り入れで、医業収益を前年度対比するのに同じ数値

で措置したほうが見やすいというようなこともありまして、同じく1億円みております。
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医業外収益は、781万8,000円であります。前年対比111万9,000円。これは、定期預金に

1億円を6本積んでおります。それの利息収入が120万円ありました。そのことによって、

大きな増というようなことになっております。収入合計では5億7,270万円4,000円、入院

収益、そして医業外収益等がありましたので、前年比2,087万8,000円の増ということにな

っております。

、 、 、 。一方 費用のほうは 給与費が3億8,382万4,000円 前年比1,341万7,000円であります

、 、1ページのほうに記載してありますけれども 医療技術スタッフが退職されたのですが

看護師を含め補充がされていないというのが5名おります。この5名の分、給与費の支出が

減っております。

材料費については5,839万5,000円、前年比749万8,000円の増であります。これは、患者

の増加に伴うもの等もありますが、内容的には人工透析の患者さんの伸びが大きいです。

平成23年では、上半期656人いたのですけれども、これが1,061人ということで、倍近くま

ではいきませんけれども、ひと月当たりの換算でいくと8.4人が13.6人に伸びているとい

うようなことで材料費もかかっております。

続いて、経費のほうは9,220万1,000円、前年対比116万7,000円であります。

経常経費につきましては、支出の抑制に努めているところでありますが、患者が伸びた

ということで、入院患者にかかる給食費用が委託でありますので支出増になります。こち

らが200万円ほど伸びておりますので、それの要因で増というところになっております。

減価償却費は、ほぼ前年と同じ数値でございます。

資産減耗費は、昨年は現金支出を伴わない病院の償却に伴うということで1億7,000万円

ありましが、今年度はありませんので通常の支出ベースに戻っております。

研究研修費も昨年とほぼ同様でございます。

、 、医業外費用については 企業債借入の支払利息の上半期分ということで1,554万2,000円

特別損失の3万4,000円と合わせますと支出合計は6億1,730万円、収支を差し引きますと4,

460万円の収支不足になっております。昨年と対比しますと大きな向上にはなっておりま

すが、事務長が申し上げたとおり資産減耗費を抜きますと2,700万円程度の収支の向上と

いうところでございます。

続いて、3ページをお開きください。3ページについては、経営分析の項目を出しており

ます。病床利用率につきましては65％です。前年が57.6％でしたので7.4％のポイントア

ップです。これに伴う平均患者数についても、入院は64.3、7.3名の増、外来についても1

53.2ということで1.5名のそれぞれ増加になっています。ただ、単価につきましては先ほ

ど申し上げたとおり入院が2万5,496人、外来が7,195人ということで少なくなっておりま

す。

先ほど、長期患者が増えたということでご説明申し上げましたが、実際どのくらい増え

たのかと言いますと、半期で平成21年度では3,300人くらいしか長期入院患者数はいなか

ったのですけれども、24年度は5,000人ということで約1,700人増えているというところで

あります。当然、平均在日数も伸びまして、平均21年が16.7日、これが24年度では18.6と

いうことで大きく伸びております。このことによって入院に関わる診療報酬が請求がされ

ないということで単価も減っております。

外来単価についても、7,195円ということで140円程度下がっております。医業収益比率
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に対する職員給与費につきましては67.9％、前年が73％でしたのでおおよそ5％向上して

おります。

これについては、総務省のほうからは50％を目標にというようなことで言われています

ので、まだまだ医業収益を上げていかなければならないというのは認識しておりますけれ

ども、当町におけます収支計画における職員給与比率は62％ですので、あと5％程度ぐら

い下げれば収支目標に近づくのかなというふうに認識しております。

経常収支比率、医業収支比率はそれぞれ資産減耗費がなくなりましたので、92.8、93.9

％ということで、経常収支比率は総務省のほうからは当然100％の黒字、医業収支比率は9

5％という数値が目標値で掲げられておりますので、医業収支比率につきましては、収益

を確保することによって近づくことができるというふうに考えております。

下の表につきましては、予算ベースに対する現状の半期の支出を比較したものでござい

、 、 。ますので 後ほど目を通していただき 不明な点があれば聞いていただければと思います

、 。 、 。続いて 4ページをお開きください 4ページについては 病院事業の試算書であります

これは貸借対照表に出ていく数字でございますので、少し見づらいかと思いますが、注

意して見ていただきたいのは、やはり流動資産の部分であります。実際、病院に現金がど

のくらいあって、どのくらいの増減があるのかというのが流動資産の分を見ていただけれ

ばと思います。真ん中ぐらいにカギ括弧をしてゴシックの太字で記載しておりますが、残

高につきましては9億4,207万9,000円という数字であります。28年末が9億5,100万円です

。ので2,300万円ほど資金は減っているというような形で推移しているところでございます

ほかの項目につきましては、先ほど申し上げましたとおり、収益と費用をそれぞれ記載

してありますので後ほどお読みとりください。

続いて、6ページお開きください。6ページについては、9月末日現在における未収金の

明細書です。いつも議会の皆さんのほうからご指摘されるのは 「患者からの一部負担金、

」 。 、がどうなっているのか というようなことで聞かれております 年度当初におきましては

550万円過年度の一部負担金の未納がございました。9月末で527万7,000円になっています

が、現時点では510万円で推移しておりまして、前年と比較しても602万8,000円前年あり

ましたので、おおよそ100万円程度圧縮しております。

続いて7ページについては、未収金の明細書でございます。未収金につきましては、ご

存知のとおり診療報酬にかかるものがふた月遅れで入ってきますので、それの内訳でござ

います。9月末で、1億2,000万円の未収金が発生しております。

8ページをお開きください。8ページは、先ほど申し上げました未収金の地区別と入院、

外来別の状況であります。一部負担金の未収金が一番多いのが知内町の患者さんで265万

円になっております。木古内町が211万2,000円で、ほぼこの両町での患者さんが未収金と

。 、 、いう扱いになっております 入院 外来別で見ますとやはり入院の費用は膨らみますので

そのほとんどが入院という形になっております。

続いて、9ページをお開きください。こちらにつきましては、未払金でございます。未

払金、薬品、診療材料については、ひと月遅れで締めますので、現状請求が来ているもの

が薬品で7社、診療材料で12社ということで1,230万3,000円残っております。

。 、 。 、12ページでございます 12ページは 平成18年度以降の患者数の推移であります 入院

外来、それぞれ記載しておりますが、平成24年度が今年度64.3名であります。過年度と比
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較しますと、平成23年度、22年度を上回っておりまして、平成21年度が64.1名であります

ので、この時の数値で入院は推移していますので、若干盛り返しているかなと。この21年

度についてが病院事業で黒字決算となった 後の年でありますので、その年に近づいて来

つつあるというような内容になっております。ただ、外来患者数については、153.2とい

うことで、その年の172.4、21年度おりましたので、これまで伸ばしていくことができれ

ば経営は回復しつつあるのかなというように認識しております。

続いて、13ページが24年度の状況を病院側で策定しております収支計画に対比したもの

であります。収益が収入率、そして費用が執行率という形の中で出させていただいており

ます。右側の積算内訳が収支計画で、上半期決算と比較していただければと思います。入

院収益は3億円ですので、収支計画上と対比すると43％の収入率になっています。単価に

つきましても、70人で2万7,300円みていたのが64.3で2万5,496円になっていると。外来収

益についても、収入率は47.4％、収支計画では入院患者数が147、単価が7,997人に対して

患者数は153.2と上回っていますが、残念ながら単価のほうは下回っているというような

状況で、収入率が50％を超えていないような状況でございます。

その他医業収益については、85.1％と大きくなっています。これは、他会計負担金が1

億300万円見ているのが、もう既に1億円入っているというようなことで、収入率が高くな

っております。

医業外収益については、その他の繰り入れは今後12月で繰り入れになりますので見てい

ませんということで3.2％と低くなっております。経常収益では13億8,900万円に対し、5

億7,200万円、収入率は4割程度というところでございます。

一方、費用については、職員給与費からずっと材料費、経費、記載しておりますが、1

番下から4番目に経常費用の合計が出ております。こちらの執行率が41.2％となっており

ます。収入、そして費用ともにそれぞれ大きな違いはなく、41％台で推移しております。

24年度におけます収支見込は1億１千万円の不足のところ、上半期では4,460万円というこ

とでこれも概ね41％ということで、収支計画は収入、費用はそれぞれバランス良く取れて

いるというような状況で、純損益決算見込においては現状では若干上回るような形で推移

しているというところでございます。以上です。

ただいま説明をいただきました。これより質疑を受けたいと思います。竹田委員長

質疑ございませんか。

又地委員。

主査からの説明で 「良い」と考えればいいのか 「もうちょっと」と考えれば又地委員 、 、

いいのかわかりませんが、ベッドの利用率が65ですね。ずっと議会で言っているのは、利

用率70％クリア。これは病院を新しくする時に99床だから、70にして69.いくらなのです

けれども、このあたりの利用率をもうちょっと上がらないのかなと。それは、どういうこ

とかというと、例えば初診でうちの町立病院にかかりましたと。だけれども、私たち素人

がどうのこうの言うことではないのかもしれませんが、初診でかかりましたと。整形であ

っても内科であってもいいのですが。そうすると、ドクターから、仮に整形だとすれば、

ＣＴをまず撮る。ＣＴの結果が出たと 「骨には異常がありません」ということで、患者。

さんは「骨に異常がないのであればよかったな」という中で、ドクターからは、仮に肩が

痛いのであれば肩に注射をしてもらうと。かつ、湿布薬をもらって来た。湿布薬も2週間
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くらいもらって来たと。それで2週間待っていたらだんだん悪くなって来たと。肩が上が

らなくなって来ただとか。私は、木古内はＣＴよりないので、ＣＴでわかる部分、あるい

はわからない部分。例えばＭＲＩでないとわからない怪我等々もあると思うのですね。例

えば、2週間経って、だんだん悪くなったのでまた先生のところに行った。だけれども、

依然として治療方法は変わらないという中で、患者さんが不安を持った。不安を持って、

先生の紹介状なしに、例えば函館の病院に出たと。そして、函館の病院でＭＲＩを撮った

ら 「大変ですね」という結果で、そして函館の病院で手術なり治療を受けたと。私は、、

いろいろあれしてみると、ドクターのある意味ではプライドと私いま言いますけれども、

ただ、患者さんにすれば先生のプライドで様子を見られると困るわけですよね。

実際に函館のほうに行ってＭＲＩを撮ってみたら、入院、即手術という形になって、先

ほど主査のほうからもありましたが、一番お金の取れる時期、これはちょっと表現が悪い

のですが、治療費を多くもらえる時にほとんど向こうに行ってしまうというような現状だ

と思うのです。それは、医療費の単価が下がっているということに当たると思うのですけ

れども、ただ、そんな形で初診を町立にかかって、そして言い方が悪いと思うのですが、

2週間なり3週間なり様子を見た。だけれども、その2週間なり3週間なり様子を見られる間

にこじれてしまったという形の中で、函館のほうの大きい病院に行ったら、結果として手

術も必要だとか、あるいは長期入院が必要だという現状がずいぶんあるように見受けるの

ですよ。

私は、こういう現象というのは、患者さんが町立の先生を恨んでも、逆に感謝はされな

いだろうと、私はそんなふうに思っています。そういう患者さんというのは、たぶん二度

と町立にはかからないだろうと、そんなふうに思っているのですよ。その辺の、きょうは

はじめての管理者の小澤先生にも来てもらっていますので、その辺は私たち素人がどうの

うこうの言う問題でもないのでしょうけれども、その辺はもう少し何と言いますか、患者

さんの立場に立った治療をするべきでないのかなと。ということは、ＣＴを撮ったけれど

も、もっと詳しい検査を患者さんに勧めるべきでないのかな 「ＣＴではこうだった。だ。

けれども当病院はＭＲＩがないので、もし不安であれば早い時期に大きい病院に行ってＭ

ＲＩを撮ってもらったらどうですか」と。そこまですると、私は逆に患者さんから感謝さ

れるのではないのかなというふうに思っています。よしんば、ＭＲＩを撮って見つかった

と。それで函館の病院で手術をした。手術をしてリハビリを木古内でやるというふうにな

った時には、患者さんはたぶん先生に感謝すると思うのです。早く紹介状を書いてもらえ

た。そしてかつ、ＭＲＩを撮って早く怪我なり病状がわかったと。すると、木古内にリハ

に来た時には 「先生、おかげさまで早く紹介していただいたので、こうやって治ること、

ができました 」と。感謝するということは、これは木古内の患者さんが、町民に口伝え。

にすごいＰＲをしてくれる。これがもし、遅い紹介でこじれてから紹介してもらっても、

「なんだ、あの先生はだめだ。私、函館に出たら木古内の先生が見つけられないのを函館

の病院で見つけてもらった。木古内の病院の先生はだめだわ 」と口伝えでの悪評と言い。

ますか、そんなものが生まれるのではないのかなと、思いながらいるのですけれども、せ

っかくの機会ですので、その辺をちょっとお伺いしておきたいと思うのですが。

小澤管理者。竹田委員長

大変厳しいご意見だと思いますけれども、おっしゃる内容は全くそのと小澤病院管理者
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おりだと思います。私もいま考えているのは、そういうところです。

なぜ、ここで発見できなかったかと。推察にすぎませんが、それにはいくつかの点があ

ると思います。

ひとつは、部位的に非常に難しかったかどうかということです。部位が難しければ、Ｃ

Ｔでは写らないし、もちろん普通のＸ線では写らないわけですから、ＭＲＩが必要になり

ますが、そういったものがドクターが推定できたか。そういう可能性に頭にあったかどう

かといった問題がひとつありますね。

それからもう一つは、やはり非常に大事なことは、患者さんのおっしゃることによく耳

を傾けなければならないと。患者しか知り得ない情報というものを、患者が口をつむいで

しまったらば得られなくなります。まさに、そのとおりでした。診断が非常に難しいとい

うのは、初期の段階であることなのです。それは、例えば皆さんが「盲腸、盲腸」とお腹

が痛くなる病気があるのです。 初の段階ではなかなか難しいのですが、ある程度できあ

。 、 、がってしまうと誰でも診断ができます そういう段階で 患者さんの診断ができなくても

そのあと患者さんが訴えを聞いていると変化してきますので、それを十分に聞くべきだっ

たのかというふうなことがあります。

それからもうひとつは、医師の数が少ないということで、院内でディスカッションをす

る機会がないということですね。患者と医師の間というのは、1対1でいつも密室です。ほ

かの医師の意見がそこに入ってくる機会というのは、どんな大きな病院になっても非常に

、 、珍しいまれなことでありまして それは大きい病院はどういうふうに解決するかというと

カンファレンスでみんなの意見を求めるというのは、そこにあるわけです。ですから、そ

ういった点を鑑みますと、これからどういうふうに改善しなければいけないかということ

をお知りになりたいと思いますが、一つは、やはり複数の医師で病院を形成しなければい

けないのではないかということと、もう一つは、患者さんに対する対応というものをもっ

と密接にやるように、そして耳を傾けるようなそういう風潮といいますか、ムードという

ものを病院の中で育てていかなければならないということに尽きるのではないかと思って

います。

来年度、できればそういう点にも十分耳を傾けるような具体的なやり方で少しずつ改善

していきたいと思います。

ただ、難しいことは、できあがった医師が新しく知識を得て、自分の本来のやり方を変

えるということは大変難しゅうございます。でも、努力はできるはずですから、いまより

もどういうふうに努力できるかということを、今後の課題にして取り組んでいきたいと思

います。

住民のかたのそういう批判は、医師の間からも聞かれました 「木古内の病院には良い。

、 。」 、医者がいないと言われたけれども そんな侮辱的なことがあるか というふうなことを

医師の中でも言います。しかし、事実はともあれそういう風潮があるということ自身は襟

を正さなければいけないと思いますので、今後何年かかるかわかりませんが、できるだけ

早い時期に皆さんの期待できるような回答が得られるように努力をしていきたいと思って

います。お答えになりましたでしょうか。

又地委員。竹田委員長

どうもありがとうございました。又地委員
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管理者の口から 「医師不足の中で」という理由付けもありましたし、私が見ています、

、 。と ドクターよりも看護師さんのほうが偉いのではないかと思われる場面もあるのですね

私ごとですけれども、たまたま函病で手術してリハビリは地元でと思って来て、函病の

ドクターからの紹介状というかお手紙を持って来ました。退院した当日 「あすからリハ、

ビリをしたい」ということで町立に行きました。そうしたら 「先生が不在です 」と。そ、 。

れから、リハの先生宛の手紙もありました。だけれども、2人とも留守だったので手紙は

見ていなかった。そういう中で 「又地さん、あした朝一番で来たら、すぐＣＴを撮って、

」 。 、 。ください と言う看護師さんのお話でした 私は一瞬 私が持って来た手紙を見ていない

先生もリハの先生も見ていない。そんな中で、朝一番であした来てなぜＣＴを撮らないと

だめなのだろう。これは、先生がいて手紙を見て、あるいはリハの先生が手紙を見て、そ

、「 」してドクターからの指示のもとに看護師さんが私に言ったのであれば ああそうですか

と私もその時は納得したと思うのですけれども、そう言われまして唖然としました 「私。

は、ＣＴを撮りに来たのでも何でもありません。リハビリに来たのです 」という話をし。

て翌日の朝、先生とお会いして、すぐにリハビリのほうに回してはいただきましたけれど

も、時としてそんな場面に出くわすこともあるのですね。ですから、病院はずっと全適に

する前から、看護師さんの質の向上、質の向上ということで、ずいぶん一番大事な検討課

題としてやってきたはずなのに、いまだかつてまだ私に言わせたら、そういう看護師さん

がいるというのはすごく情けないのです。

ですから、そういうこともありますので、とにかく患者さんに喜ばれる病院づくりを徹

底して、先生よろしくお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

ほかにございませんか。平野委員。竹田委員長

冒頭、新しい管理者さんであります小澤先生から、非常に頼もしい言葉がござ平野委員

いまして 「いまは様子をみて現状把握をして、今後に向けて来年からは見ていてくださ、

い。少しずつでも変わっていけると思いますのでご期待ください 」という頼もしいお言。

葉がありました。大変期待するところであります。そんな中で、細かいお話をしていただ

くのも非常にお恥ずかしいのでございますけれども、現状の平成24年度の経過を見ると、

22年、23年よりは数字的には良くなっている。これが、平成21年度に近づくと 後の黒字

の年であった数字にまずはなれるのではないかというお話でした。

その中で、入院患者数がだいたい平成21年度の数字になっております。外来患者数が約

20人弱足りないという数字だと思いますので、平成21年度の数字にするには外来患者を単

純にあと20人増やせばいいのではないかなという思いもあると思いますけれども、その中

で、前回の決算委員会、あるいはその前の常任委員会の中でも話に出ていた待ち時間の問

題ですね。これは、病院が変わってシステムが変わった事務的問題もあり、あるいは医師

の診察の時間だったり、いろんな要素はあるという説明は受けましたが、簡単に改善でき

ないという話も前回もされていましたが、それでもやはり、いま町民から待ち時間につい

ては多い数の苦情といいますか、意見を寄せられる場面が多々あります。それで、病院関

係者の皆さん、現状はもちろんわかっていると思いますが、前回の委員会の時にも待ち時

間、予約制、9時に予約して昼まで診てもらえないと。この現状に対して 「何とか改善策、

はないのでしょうか」ということにつきまして、現状数か月経ちまして何か改善策を取っ

てみたのか、あるいはその結果がどうだったのかという話があればお知らせ願いたいと思
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います。お願いします。

地本事務長。竹田委員長

この待ち時間に関しては、新しい病院になってからすぐこういう問題が地本病院事務長

。 。 、 、噴出されました いろいろとその対応をしてまいりました その具体的な対応は 一つは

患者さんが予約をした時間内に来てもらう、時間に来てもらう。と言うのは、当時はおそ

らく予約制と言いますか、慣れていないという状況がありまして早く来てしまう。結果的

に早く来ても予約がありますから、遅くなっていくという問題がひとつありました。

もう一つは、釜谷地区から来ている巡回バスとの予約との問題点。ここはなかなか改善

されていません。多くの問題は、やはり常勤、特に内科の医師の不足による1人の先生が

持つ患者数30分の、あるいは30分の時間内に診るコマ数と言いますけれども、そこが絶対

的にオーバーフローしてしまうのです。それで予約をする時には、きょうかかって次期か

かる時に 「ここをお願いします」と言って 「ここはこうだからちょっと入れない」と。、 、

「入れなくてもいい。とにかくこの日に予約をしてほしい」ということは、これらは患者

さんのこともあって予約してしまう。これがずっとで、いまでも続いています。この問題

は、特に消化器内科の病院長の患者が多いがために、午前中あるいは午後の分、なかなか

オーバーフローしてしまう。予約するとオーバーフローしてしまう。ここが大きな問題で

ございます。したがって、小澤管理者が来て以降、10月からは従来健診をその合間で院長

が診察している間に健診の診察をしていました。院長あるいは清水先生が。今回は、小澤

管理者が 「そこはやはり僕が対応する」ということで、多少は待ち時間が少なくなって、

きています。しかし、もう一方では、まだまだ常勤医が不足なためにこういう問題が解決

されないということです。もう一方で取り組んだ内容は、循環器の先生が、従来は11時半

頃までに受付が終わるのですけれども、どうしてもオーバーするので12時半などに逆に予

約を入れてしまうのです。それで、12時頃に来るとそんなに待ち時間なくていいよという

こともひとつの対策としては行っておりますけれども、如何せん内科系が多い病院ですか

ら、高齢者が多いとなると。やはり聞く、説明をするというそれぞれの患者に対する時間

数も循環器は特に多いのですけれども、ここの患者1人に対する診察時間の長さもあり、

医師不足もあり、トータルとしてうまく予約の待ち時間が結構まだあるというのが現状で

ございます。

具体的に対策をどうしたかというと、説明をして「予約時間に来てほしい」というのが

ひとつお願いしていると。医師に対しては、清水先生にお願いして、医師自身が12時半頃

まで予約を入れて対応をしていると、この2点がやっていることでございます。

平野委員。竹田委員長

いまのお話で「ご高齢のかたは特に時間よりも早く来られる」と。その早く来平野委員

、 。た時間はプラスαして 待っている時間とはおそらく町民のかたは言ってないと思います

実際に予約した時間から 「何時間待った」という待ち時間を言っていると思うので、早、

く来る、ギリギリに来るというのは関係ないと思います。

それで、いま待ち時間をなくするようにということで、いろいろ対策だったり作戦を練

っている途中だと思いますけれども、そう簡単に時間どおりに行かないという現状もわか

ります。

そこで、よく聞かれる声が、待ち時間は1時間ないし2時間あったと。それに対しての苦
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情といいますか意見もそうなのですけれども、そのケアですよね。先ほど又地委員からも

話が出ていましたけれども、その間のケア、あるいは「1時間待っているのだけれども、

まだでしょうか」と聞きにいった時の看護師さんの対応でしたり、そういうことも含めて

町民のかたは意見として悪い言い方をすると苦情ですね。大変私は多く聞きます。ですの

で、いま一生懸命待ち時間については改善をしている 中だと。これからは、1分でも10

分でも縮めていくようにしていくということは、当然取り組むのでしょうけれども、その

看護師さんの話し方といいますか、そんなことは言うまでもないのですけれども、その辺

をもう少し病院内で、皆さん検討されて患者さんに対応していただきたなと思うのが、い

ま私が町民のかたから聞いている意見ですので、これは、要望と言いますか「ぜひ検討し

て改めてその部分についても話し合ってください」ということですのでよろしくお願いし

ます。

又地委員。竹田委員長

内科の部分でいま出たので、例えばドクターの名前、例えば院長、あるいは佐又地委員

藤先生の名前。その下に「ただいま何時何時予約のかたの診療です」と書いてあるのです

が、あれは取ったほうがいいのではないですか。ということは、例えば、いま仮に10時。

私がきのういったのが11時だから。11時に行っても、片方の時間の札は 「8時30分予約の、

かたの診療中です」とある。これは不愉快そのものです。逆にないほうがいいです、ああ

いうものは。そして、看護師さんが長く待っている予約に早く来た患者さんに対して、口

頭のケアのほうがいいですよ。あれなんて、あそこに書いてあるけれど、例えば看護師さ

んが気を遣って「時間が来た、いまこの患者さんだから、いまの予約は何時に予約した患

」 。 、「 」者さんです ときちんとすり替えるのならいいです 8時半のものを 9時の患者さんだ

とやっているのなら、まだかわいいところもある。だけれども、ほとんどない。そうする

と患者さんは 「あれ」と思いますよ。私がきのう家内と2人で行ったけれども、片方は8、

時半です。そうしたら朝から8時半に予約した人がずいぶんいて 「11時になってもまだ8、

時半の患者さん、まだかかっているのだろうか」とそう思いますもの。だから、ある意味

ではこれは極論です、ないほうがいい。私はそう思う部分もあるけれども、やはり看護師

さんが患者さんにどうやって嫌われないように、感謝されるケアをしてやるか。

福島から来た人なんて8時半に来たと。私は1時と言われたから、12時半に行きました。

2回行きました、きのう。だけれども1時になっても、まだその福島の父さん、母さんがい

るのですよ。という状況も見てきました。これは、みんながみんな悪いとは言いません。

だけれども、あえてあそこにかけるより無いほうがかえってさっぱりして、看護師さんが

口頭で優しさを持って接したほうが逆に良いのではないのかなと思う場面もありましたの

で。合わせてちょっと言っておきます。

東出委員。竹田委員長

病院の収入の中で、長期入院患者についていろいろと書かれていたのですけれ東出委員

ども、それについては、以前に地本事務長と議論したことがあるのですけれども、やはり

いま管理者がおりますので、管理者としてその辺をどういうふうに考えているのか。とい

うことは、地本事務長いわく 「90日を過ぎたものについては、即退院しなさいよ」とは、

言えないし、このまま地域医療を守るために保健・医療・福祉の町ということで、これは

やむを得ない部分で、ずっとこう抱えているというのがある意味では、入院患者数のベッ
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ドの回転率の問題もあろうかと思うのですけれども、まずその辺、田舎の病院としての役

割になるのか、またはこの辺はある意味では収支バランスを考えた中でも「これはちょっ

」 、 、と論外なのだよ という部分なのか この辺管理者としてどういう考え方をお持ちなのか

ちょっとこの辺についてお伺いしておきたいと思います。

次は、今回のこの中間決算を見ますと、1ページ目の中段にありますけれど約5名の理学

療法士、放射線技師、看護師、准看と5名が結局充足されなかったと。その分、給与費に

跳ね返る部分がないから、ある意味では経費の部分では抑えられていくということで、収

益のほうは向上されてくるのだろうと思うのですけれども、いま言ったように、これらの

人が不足することによって、やはり診療体制の中でのどうしても足りない部分が出て来る

ということで、この辺について収支バランスを考えるべきなのか、ある意味では早くこれ

らの人たちを充足しなければ対応して行けないだろうというふうに思うので、この辺の収

支とのバランスについて考え方があろうかと思いますので、それを聞かせていただきたい

と思います。

あとは、簡単なことなのですけれども、患者さんのことを思えばジェネリックを使った

ほうがいいのだろうと私は思うのですけれども、いままでどおり極力ジェネリックの薬品

、 。を使ってやっていくのかどうなのか この辺をちょっとお聞かせいただきたいと思います

それから、先般、教育委員会との議論の中で、鶴岡の教員住宅を医師住宅ということで

1棟ストックしてあるのですよね。病院医師のためということで説明を受けたのですけれ

ども、この常に言われている医師不足の関係で、鶴岡の教員住宅に入りそうな先生が来そ

うなのかどうなのか、その辺について現状どうなっているかお伺いしておきたいと思いま

す。

それから、ことしから乳幼児医療の15歳まで中学卒業までということで、それによる効

果というのは出てきているのかどうなのか、ちょっとお伺いしておきたいと思います。

それと、私もよく函病に家内に一緒に付いて行くのですけれども、函病は例えば何々さ

んではなく、何々様になっていますよね。おそらくここはまだ「さん」付けなのですけれ

ども 「さん」がいいのか「様」がいいのか、私はよくわからないのですけれども、この、

間もちょっと五病なんかに行って来ましたら、やはり「様」で呼んでいるのですよね。で

、 、 、すから この辺はどういうものなのかなというふうなことで 何点か出しましたけれども

事務長で答えてもらえる部分と、それから管理者に答えてもらえる部分と、私は分けたと

思いますので、どうかよろしくお願いします。

小澤管理者。竹田委員長

いろいろありましたので、はじめからかいつまんでお答え申し上げます。小澤管理者

長期入院をどうするかというご質問だと思います。収益を考えますと、やはりベッドを

回転させるのが一番良いと思います。ただ、老人で1人暮らしで在宅にもっていけないと

いう状況をどういうふうに改善するかということは、病院単独ではなかなか難しいことに

なります。難しいと言うと、いきおい病院が全部抱え込まなくていけないというのが現状

になっています。しかし、それは正しいことではありません。ですから、老健にしても、

それから先ほどあったように訪問診療をどうするかというふうな問題が非常に大きくなり

ます。来年度に向けて、少し入院中の患者さんに早く退院していただいて、自宅で療養で

きる環境をどういうふうに提供するか。そのためには、退院する時にケアマネージャー、
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それから場合によっては健診センターなどの人たちと一緒になってカンファレンスをし

て、この患者さんをどういうふうに今後診るかということを、みんなで考えながらやって

いく。いわゆる、地域包括支援のケア、厚労省で勧めているああいうふうな方法です。で

きるだけ、地域として取り組んでいくような方向でできないかどうかというのを、いま私

は考えております。特に、一番手っ取り早いのが訪問診療を開始するということです。訪

問診療というのは、そうやさしいことではありません。医師の不足の状況では、そうする

ことによって院内の回転をどうするのかということがありますので、難しいことは難しい

のですが、来年度になって医師が増える可能性が少しあるものですから、増えた場合には

そういった点にも少し改善していきたいと。それが1番目のご質問だと思います。

次、それに関連して教員住宅という話がありました。それもそういう意味で来ていただ

けるドクターに対して、それを提供していただくということが可能性についてですから、

確実には申し上げられません 「かなり高い確率で来ていただけるのではないか」という。

ところまでは感触を持っております。この間、10月の末にちょっと三島まで行って面談し

てまいりましたが、なかなか向こうも乗り気です。このままで行けば、たぶん大丈夫だと

思います。状況というのは、日々変わりますので、そこのところは確約はできませんが、

たぶん大丈夫ではないかと思っています。それが1番目と4番目のお答えになろうかと思い

ます。

2番目が職員数5名不足して、それは収支の点から補充したほうがいいのか、そのままが

いいのかというご質問だと思いますが、もちろんこれは医療の質というものは確保しなく

てはいけません。質が確保することによって、改めて患者数が増える。そういうことがあ

、 。 。りますので これは減って良いということはありません 減るということは現状維持です

現状維持というのは、医療の世界は日進月歩ですから、来年になれば回りが進んでしまい

ます。現状維持は総体的に見ると遅れることになります。ですから、いま看護師を中心に

してやられているのは、多くの人たちを研修に出すというやり方で、質を高めようという

ことになっております。先ほど、又地委員からご質問がありましたように 「看護師が偉、

いのではないか」と言いますが、決してそういうことはありません。ただ、そういう誤解

を与えたということについては、襟を正さなければいけないのですけれども、そういうこ

とで、看護師は看護師としての研修を自ら進んでやるような雰囲気になってきております

ので、やればもう少し進むのではないかなと思っております。

ですから、これは早急に5人維持することによって看護体制が確保できますし、それに

よって増収も維持できるということがあります。これ以上減ると看護体制がかなり落ちま

すので、患者当たりの収益が減ります。ですから、こういう体制をぜひ維持するためにも

看護師、もちろんドクターの数も維持するべきだというのが病院の姿勢であります。

3番目がジェネリックをどうするかというお話ですが、ジェネリックは10月に管理職会

議を行いまして 「ジェネリックをやる」ということを、いま34％ほどに、20数％からあ、

げてまもなくこれは全部いく予定です。今後も同じ薬剤であればジェネリックを使う。た

だ、ジェネリックでは、同じ成分でありながら効く効かないというのが出てきます。それ

はなぜかというと、薬剤そのものではなくて、それを包むいろんなコーティングとか溶け

具合とか、そういった微妙なものが影響しますので、ジェネリックが必ずしも同じだとは

言えません。そういうものについては残しますが、そうでない限りはやはりジェネリック
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は今後進めていくべきだと。それは病院の経営上も絶対そうですので、今後ともそういう

やり方でいくつもりでおります。

乳幼児については、あとで事務長のほうからお答えいたします。

それから 「様」がいいのか 「さん」がいいのかという問題ですが 「様」がいつの間、 、 、

にか主体を占めるようになりました。私は 「様」でも「さん」でもどちらでも構わない、

、 。 、「 」とは思いますが 一番の問題は愛情だと思うのです どういう気持ちで語りかけるか 様

と言ってもツッケンドンに「様」ではどうにもなりません 「さん」でも心がこもってい。

ればそれでいいです。私は一様に「様」にしたことによって、患者をまつりあげて「医療

は単なるサービス業ですよ」という地位を落とした責任者がいるはずなのですね。それは

本質を見失って、形式だけ整えた。もちろん、私どものいまの病院でも、院内のそういう

体制というのはまだまだ不十分ですから 「さん」で呼んで、あるいは「様」で呼んで、、

いろいろな気持ちだと思います。しかし、問題は病院の体制というものを一人ひとりの認

識というものをもう少し高めることによって 「さん」であっても優しく 「様」であって、 、

もツッケンドンではないと。どちらかに統一するということは難しいですし、統一するこ

とは簡単ですが、それは表面的なことことで、そう変わるべきではないというのが私の基

本的な考えです。

事務長からそのあと説明させます。

地本事務長。竹田委員長

町が実施した乳幼児医療の15歳未満の無料化についての効果と言われて地本病院事務長

も、資料で示したように小児科というのは昨年度に比べて減っているということです。減

、 、 、っている要素は 別にこれは医療費が無料化とか有料化ではなくて その時の季節の風邪

インフルエンザ等によってこれは増減するというふうに思っています。したがって、医療

費が無料化だから、有料化だからということでは把握はできません。以上でございます。

東出委員。竹田委員長

どうも懇切丁寧なご説明ありがとうございました。ただ、これから大変な問題東出委員

というのは、やはり長期入院患者をどうしていくかということなのですけれども、以前の

23年度の当初予算の時ですか、地本事務長が今年度はこういう方向で行きますという、ひ

とつの方向性を掲げた時に、訪問診療、訪問リハ、これを掲げたのですけれども、ちょっ

と医師が途中で欠員が出て、なかなか効果を出せなかったと。その年はおそらく出したの

だろうけれども。ただ、だんだんそれが尻すぼみになってきたなというふうに私は思って

いたのですよね。ただ、これはやはり強いて言うと、昔の往診ですよね。この辺について

は、本当に今後、どうして患者さんと家族と、それから医療を提供する側との話し合いに

なっていくかと思うのですけれども、この辺はやはりずいぶん難しい問題が含んでいるな

というふうに思うので、それは医療の方面から良い方法を見い出していただければと思い

ます。

、 、 、 、ただ もうひとつ話が変わりますけれどもどうでしょう そうすると いつ頃夜間診療

24時間体制の勤務はいつ頃を元の体制に戻せる、また戻していけそうだなという時期はい

つ頃になりますか。

小澤管理者。竹田委員長

医師を充足させた時点で検討する課題だと思います。いますぐにはなかなか小澤管理者
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難しいと思います。と言うのは、医師の負担が増えますと 「もっと楽なところに」と医、

師が流れてしまします。ですから、いまでギリギリの状況ではないかと思っています。で

すから、もし現状からさらに進もうと思えば、やはり医師数を増やした時点で検討する項

目だと思います。したがいまして、先ほど新しい年度からもしかしたら増えるのではない

かという期待がいまのところありますので、もし可能であれば新しい年度のそう遅くない

時期に実現させたいと思っています。

いま、特に24時間体制とおっしゃいましたけれども、夜間救急を制限しております。そ

れはやむを得ずやっていることです。そういうふうなものを、できるだけ早い時期に緩和

して行きたい。完全に無くすということはできるかどうか今後問題になりますが、できる

、 。 、だけ緩和の方向で できるとすれば新年度の早い時期というふうに考えております ただ

それには医師の充足ということが大前提になります。それから看護師の補充ということも

大前提になりますので、それがうまくいくかどうか、まだ不透明な部分がありますので確

約はできませんが、そういう方向でいきたいといま思っております。

若干関連ですけれども、1ページの業務の状況報告の中で、いま管理者から竹田委員長

答弁をいただきました夜間診療の制限撤廃等の部分のコメントをここにしているのですけ

れども 「今後は」という部分の上半期の状況を踏まえる中でこういう表現をされれば、、

医師の確保、先ほど管理者から説明を受けましたから状況はわかるのですけれども、1名

の見通しはつきそうだという。逆にそういうシビアな表現のほうがいいのかな。そして、

そのことを充足されたあかつきには、例えば救急、あるいは夜間の制限を撤廃に向けて努

力するのだということならよいのですけれども、医師不足の部分と常勤医の確保に努める

というのはいま始まった部分ではないし、やはり逆に上半期の状況を踏まえる中では、今

後 「下期ではこういう見通しの中でやはりやるのだ」という部分のほうがいいのかなと、

いうふうに思うのですよね。

今後、目標値である70、あるいはこの13ページの資料を見てもわかるように、入院が上

期の実績の中で収支の部分については、2,700万円ほど前年比の中で圧縮されているとい

う部分なのですが、経理的には好転というふうに見えるのですけれども、ただ入院の執行

率からいけば50％を満たしていないと。ですから、例えば下期はいま10、11、この見通し

の中で例えば入院患者も増えている。外来も増えてきた等の要素から下期については、例

えば上期は43％だったけれども、これがどうですよというふうに、逆に説明してくれたほ

うが逆に我々とすればわかりいいのかなと。上期は確かに数字を見ても、前年比の中では

好転をしているという部分、1ページの業務状況報告でもここに記載していますかから、

ただやはり今後からの部分については、期待なのか上期を踏まえて下期に向けた意気込み

を載せたほうがわかりいいのかなという、自分の私的なあれもあるのですがその辺につい

てどうでしょう。

小澤管理者。

数字は数字で客観的なものでございますので、それをどう解釈するかという小澤管理者

話になると思います。おっしゃることは もだと思います。

吉田委員。竹田委員長

先ほどの又地委員に関連なのですけれども、病院が新しくなる前に運審の議会吉田委員

からの選出ということでいろんな話をさせていただきました。さきほどもＣＴの話をして
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いましたよね。たぶん、ここは16分割のＣＴが入っていると思うのですけれども。その当

時、僕もまだわからない部分があって「ＭＲＩを入れてほしい」と運審の中で話をしたの

ですね。ただ、その話の中で、やはり高額なものだし、この地域にそして扱える先生、扱

えるというか、まだこういうところでは必要ないような話をされてＭＲＩはなくなったの

ですが、先ほどから又地委員の話を聞いていると、いまどう考えてもＭＲＩ、ＭＲＡです

。 、 。ね そしてこの部分で 僕もことしの5月に町の脳ドックで新都市病院で受けてきました

ＭＲＡを受けて来た時に、先生から結果が全部立体的に脳のものが出るのですよね。それ

を見て感動したのですけれども 「これは2年か3年かおきにやはり検診に来てください」、

と。特にくも膜下につきましては、いきなり来るのではなく徐々に予兆が見えると。あれ

はすごい大事なものだと思いました。ただ、金額が相当な金額になる。確かにこの地域、

四町含めても人口的にいってそういう高額なものを入れてはたしてどうなのかというのは

確かにわかるのです。確かに、先般町内でも若い40代の女性がくも膜下で亡くなりました

よね。そういうことも考えると、やはりこれからの時代、ＭＲＡ、ＭＲＩ、こういう機械

、 。 、が高額なご時世なのですけれども やはり必要になってくるのかなと思うのです その辺

今回小澤先生が来られていま現状こういう地域で、ＣＴの16分割でいいのか、今後、ＭＲ

Ｉ、ＭＲＡなりを導入していくべきなのか。その辺を聞いておきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。

小澤管理者。竹田委員長

大変難しいご質問をいただきました。こういう高額な機械というものをあち小澤管理者

こちで持つのは、日本が裕福な結果です。ところが、それが有効に使われているかどうか

ということになりますと大変疑問です。それを稼働させて、立体画像を作ろうというため

には人手が要りますし、それなりのステーションといってシステムがあります。確かにお

っしゃることはよくわかりますが、木古内病院の性格付けをどういうふうに持っていくか

ということに尽きるだろうと思います。

もし、更に高度な医療を望もうということであれば、病院の重装備にする必要性よりも

連携を強めてやはりコミュニケーションを取るというやり方が一番優れているのではない

かと思います。貧しい国では、国にＭＲＩなどというものが5台くらいしかないところが

いくらでもあります。それが十分な医療とは言えないのですけれども、何が何でも持たな

くてはいけないということではないだろうと。その解決策を知恵を出して考えて行けばい

いのだろうと思います。特に動脈瘤の問題が出ましたが、あれは予防的に治療することも

可能です、破れるとほとんど死んでしまうので。ですから、それは脳ドックというやり方

でどこかに依頼するというようなことも可能です。そうすることによって、病院の事業を

増やさないで、また経費をそれほど増やさないで、うまい方向に別の意味で住民の近くで

医療ができるような病院を作り変えられるのではないかと。そのほうが住民のためには負

担が少ないのではないかと私は考えますので、いまのところはＭＲＩをあるいはＭＲＡを

やるというふうな考えは、私としては持ってございません。

吉田委員。竹田委員長

そうですね。それで僕らも思うのですけれども、これはやはり病院だけではな吉田委員

くて、やはり町も、総合検診でいろいろな連携を取ると言いましたね。それがスピーディ

ーな連携なのですよね。それの連絡の取り方次第で、患者に愛される病院というのが本当
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にできてくると思うので、その辺病院だけで悩まず、町も一体になって考えていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。以上です。

岩館委員。竹田委員長

せっかく管理者に来ていただきましたので、この機会ですから管理者にお聞き岩館委員

したいと思いますけれども、先ほど以来、事務長のほうから少ない医師の中で非常に忙し

、 、い医師がいてなかなか患者の要求といいますか 診てもらうのに追いつけないという反面

非常に医師の中で、少ない医師の中ですけれども、忙しい医師は非常にいま言うように忙

しすぎるくらい忙しい。そしてまた、逆に患者さんを放してしまう医師も一人いるようで

して、やはりいろいろ町民からしますと、その医師に対してはすごく技術がどうこうとい

うのはなくして、言いかたが非常にきついというのですよね、患者に対して。それに耐え

られないというのですよ。それで、その先生から放れて違う先生にいくということは、非

常にアンバランスな先生のかかり方をしているわけです。患者さんのほうはアンバランス

なかかり方をしたいと思っていなくていくわけです。やさしく診てもらって、適切な処置

をしてくれるのであれば、どの医師でも本当はいいと言うのですね。それが、ある医師が

口がすごくきついものですから 「その医師からもう逃げたい」と。そして違う医師にか、

かるということで、現状混んでいる医師と全く混んでいない医師と言うか患者さんをよそ

に逃がしたり、あるいは違う医師に回してしまうような態度をとっている医者がいるとい

うことはこれは事実でございまして、管理者はいま来たばかりでそんなに経っていないわ

けですからわからないと思うのですが、事務長のほうは重々何年もこういう声を聞いて承

知だと思いますけれども、せっかく管理者にこういう機会に来ていただきましたので、な

るべくだったら、やはりあまり医師のそういう3人、4人でやっている内科の中でアンバラ

ンスにならないような対応をしていただければ、もう少し待ち時間もスムーズにいくので

はないかなと感じておりますけれども、その辺についてこれから管理者としてはどのよう

に考えていますか。よろしくお願いします。

小澤管理者。竹田委員長

おっしゃることは重々理解しております。来年度に向けまして、病院全体を小澤管理者

意識の変換をいま図っていこうということをいろいろ考えております。そうすることによ

って、そういう医師が少し変わるのではないかというふうなことを期待しております。あ

る程度の歳になって、性格を変えるということはこれは不可能であります。人間の行動と

いうのは二つが一緒になってできています。ひとつは、性格と環境だと言われています。

ですから、環境を変えることによってその医師が新しいそういう環境の中で自分の立場を

維持するためには、自ずから行動を変えなくてはいけないと思います。そういうふうなム

ードづくりをやっていきたいといま思っています。それで 「ではどの程度変わるのか」、

ということになりますと、なかなか難しい面がありますけれども、ただ医師がいないより

はいたほうが良いわけで、いるのであれば良い医師のほうがいいわけですけれども、その

良い医師を目指して努力をするということはいま考えておりますので、その辺で少しご容

赦いただきたいと思っています。

新井田委員。竹田委員長

新井田と申します。はじめまして、今後ともどうぞよろしくお願いします。新井田委員

いま、岩館委員のほうと関連性はあるのですけれども、情報としてご存知なのかどうか
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わかりませんけれども、昨今、当院は広域も含めた形で運営されているのですけれども、

そういう中でいくと他町村の動き、要するに送迎バスの状況、具体的に言うと知内町の医

療機関でことしに入って送迎バスを1台増やして、いま2台で運営していると。そういう話

はご存知かどうかわかりませんけれども、我々がちょっと話している中で、町民の皆さん

からもそういう形はいったいどうなのか。すごく憂いている部分の話も出るのですね。先

生も当然かわった中で、そういう戦略を含めた形でいろいろ検討されているとは思うので

すけれども、そういう部分をどういうふうに感じているか。

もう一つは、先ほど議長からもちょっと話があったように、やはり患者として売り手、

買い手思考だと思うのですよね。いわゆる患者が選ぶという時代ですから、なかなかＰＲ

しても「あなただめよ」という部分も多々あるのではないかと思うのですけれども、やは

り根源は先ほど小澤先生がおっしゃったように「様」か「さん」かどちらがいいかという

問いに、やはり愛情というような表現が出ましたよね。やはり先生によっていろいろ違う

と思うのですけれども、やはりこの後期高齢者の中で、かかる患者さんもやはりだいぶお

年寄りが多いわけですよね、大半で。そういう中で、話ひとつで相当好感度、またリピー

ターという形でそういう形になると思うのですけれども、どうも町民から聞くとそういう

「嫌な先生がいる」というような、言葉が悪いですけれどもこんな話を聞きます。ですか

ら、そういう部分で先ほど同じようなことを言いますけれども、要望として今後ぜひ変わ

っていただいて、また、外来という一つの大きな部門も含めた形で、業績プラスになるは

ずなので、その辺の他町村との競合の中でどう取り組んでいくのか、その辺もちょっとわ

かる範囲で結構ですけれどもよろしくお願いします。

小澤管理者。竹田委員長

送迎バスのお話です。バスは手段でありまして、バスが多ければ患者が来る小澤管理者

というのはないと思います。ひとつは、来たい病院をつくるから患者が来るのだろうと思

いますので、まずやるべき 初は病院の中の意識を変えてから、それで必要であればバス

をまた考えるというのが理にかなっているのではないかと思いますので、私としてはすぐ

に増発し患者さんの利用を図ることから始めては本末転倒だと思っております。それは、

いまのところ現状をもう少し分析しなくてはわからないのですが、もしその分析の結果必

要であれば増発しますが、いまのままで増発するというのは考えておりません。

それから 「ドクターによってはかなりきつい、つっけんどんだ」とかそういうふうな、

、 、ことがあるようですが それはお答えが重複しますから詳しくは申し上げませんけれども

来年度に向けて環境づくりをうまくやって患者さんに喜ばれるようなと言うか、役に立つ

病院をつくらなければならないと、そういうふうに思っておりますのでよろしくお願いし

たいと思います。

ほかにございませんか。竹田委員長

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

ないようですので、いままでになかった医療の中身まで踏み込んだ、管理者竹田委員長

が出席した効果なのかなというふうに思います。今後とも病院の経営改善含めてよろしく

、 。先生には大きな期待をいたしておりますので どうぞ今後ともよろしくお願いいたします

以上で病院について終わります。

暫時、休憩をいたします。
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休憩15:36

再開15:45

3.その他

まちづくり新幹線課

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

その他の中で、まちづくり新幹線課のほうから以前に皆さんにも配布されました新幹線

開業に向けてアクションプラン策定案について配布になっておりますが、肉付け等の資料

ができましたし、このことで行動等が伴うということできょうの委員会の中で説明させて

くれということでありますので、それでは説明を受けたいと思います。

中尾室長。

それでは、新幹線開業に向けました新幹線アクションプランの策定中尾新幹線振興室長

につきまして 説明をさせていただきます。、

現在、まちにおきましては新幹線関連の個々の事業をまとめまして、いわゆるパッケー

ジ事業という冠を付して展開をしております。これらの事業は隊列しますと、表の中央左

側に記しました5本の柱立てになっているわけでございますが、このうち二つ目の広域観

光、三つ目の木古内観光について各々アクションプランを作成しまして、今後行政が取り
おのおの

組んでいくべき具体的な取り組みの方向性を定めようとするものでございます。

策定主体及び方法でございますが、上の緑色、広域観光プランは9町によります新幹線

、 。木古内駅活用推進協議会 こちらが主体となって構成団体の合意のもと策定をいたします

一方、下の木古内プランにつきましては、役場が主体となって町内関係団体との意見交

換を踏まえて成案にしたいということでございます。

役場内の体制としましては、緑色の広域プランが私の新幹線振興室の担当。木古内プラ

ンが木村課長の産業経済課の担当と、大きく言いますとこういった役割分担になるわけで

ございますけれども、本日は私のほうから一括して説明をさせていただきます。

1枚おめくりください。2ページ目と3ページ目で、先に木古内のプランのほうから説明

させていただきたいと思っております。表の見方でございますが、1番左側に取り組むべ

きアクション、そしてその説明がございまして その横に実施主体、そして今後取り組ん、

でいく具体的な実施計画、そしてその結果として 終的に目指すべきまちの目指す将来の

姿を記載してございます。ここでご理解をいただきたいのが、真ん中に示した実施計画、

これはあくまでイメージでございます。通常こういったアクションプランは、個々の年次

の実施計画というのが書き込まないのが他町の通例でございますけれども、あえて取組内

容を具体的にイメージしていただくために記載したものでございます。これにつきまして

は、今後町民の方々との意見交換、更に当然ながら毎年度の予算にかかります議会議論を

踏まえて修正されていくものと。あくまで現時点での計画ということでご承知おきくださ

い。

それでは、柱立てごとに概要をご説明いたします。

一つ目の柱、1番目から5番目までがまちの中におけます新幹線の開業機運の醸成でござ

います。1番と2番、開業告知資材の作成・掲出・配布とございますが、ことし皆さんもお

目にされたあろうかと思いますが、非常に告知度の高い赤いのぼり、ポスター、あるいは
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チラシといったものを作成しております。これを今後ともまちの中で掲出・配布をする。

更にまちの方々の力も借りまして、様々な構成団体等の会議の席などで配布をしていただ

くということでございます。

3番目、開業イベントの実施でございますが、既にことしの咸臨丸まつり、さらに産業

まつりにおきまして、私ども新幹線関連のブースを出してございます。やはり、お祭りの

場で一番目に付くところで開業をＰＲするというのが一番まちの中では認識度が高いわけ

でございまして、これを来年度も続け、さらに平成26年度にはもう少しきちんとした形で

のイベントを実施してまいります。

ここに4番目としまして、新幹線で頑張る町民・役場の取組紹介と。これまでにも、広

報紙で新幹線開業の情報など告知をしてきたわけでございますが、もう少しソフト面から

の取り組みというのを広報紙の折り込みという形で、概ねふた月に一回程度きちんとまち

の方々にお知らせをし、まちの中の開業機運を盛り上げて行きたいというふうに考えてご

ざいます。

下がりまして、二つ目のおもてなしの心づくり、6番から9番でございます。木古内のま

ちのかた、大変温かい心をお持ちのかたが大変多いというふうに感じてはございますけれ

ども、これから観光客が大勢来る中で、それを具体的にどういう形で表現をしていくのだ

ろうかということを、まちの皆さん自らが考えていく取り組みを促して行きたいというふ

うに思っております。ワークショップを開催しまして、木古内流のおもてなしのあり方を

検討し、リーフレットなりあるいはワッペンなどの宣伝ツールをもってまちの方々に広め

ていくと。木古内自身の、町民自身が自らのまちの魅力をきちんと伝えていけるようなお

もてなしの心づくりというのを合わせてやっていきたいというふうに考えてございます。

10番から12番までがまちの回遊促進でございます。当然ながら、木古内の駅に降りた方

々をまちの中を歩いていただきまして、きちんとお金を落としていかなければいけないと

いうことはもちろんでございます。新幹線ができますと、そこに必ず人の滞留がございま

す。駅の乗り降りなどで、若干の時間を費やしていただくわけでございますが、何もしな

いでいるとその滞留時間はわずか15分、30分で終わってしまうと。これを1時間、2時間と

いう形で少しでも延ばしてまちからちょっとしてまち歩きを楽しんでいただきまして、飲

食店あるいは物販店等々で足をお運びいただいてお金を落としていただくためのまち歩き

を展開していきたいと。

そして、その核としまして11番、駅前中央商店街の魅力向上を図って行かなければなり

ません。せっかく景観統一をしましても、そこも店の中できちんとしたソフト、魅力ある

商品が売られサービスがないとお客さんが寄っていただけないのはもちろんでございまし

て、そういったやり方はどういったことがあるのかというのを商店街の方々と一緒に考え

ていくというものでございます。

続きまして、13番目から15番目が食の魅力向上ということでございます。はこだて和牛

につきましては、この委員会でも多々議論されていると承知してございます。生産体制を

どうするのかとか、あるいはまちの方々がどうやってこれからはこだて和牛を食べていけ

るのかという大きな議論もあるわけでございますが、これは核があくまで観光アクション

プランでございますので、そうした大きな課題の中から観光客のかたにこの貴重な地域の

資源をどうやって魅力的に提供していけるかということできっちり飲食店でメニューづく
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りをしていただきまして、それを多くのかたに食べていただき意見を聞き磨き上げをして

いくと。そのための、当然ながら肉の仕入れ補助も当面の分は続けていくというような取

り組みをして行きたいというふうな感がございます。

めくっていただきまして、3ページ目でございます。お土産品でございます。平成23年

度、そして今年度、2年間にわたりましてお土産品の開発補助というのをやってきたわけ

でございますが、若干その応募も少し減ってきたということで手詰まり感もございます。

来年度におきましては、もう少し重点化を図りまして、ある程度官民が一体となって重点

的に開発するものを決めて集中的に支援をしていく。単なる開発の補助金を出すだけでは

なくて、例えば道の外郭団体の支援、食加研のご支援をいただきながら、少し重点的に光

るものをつくって行きたいと。当然ながら、それをまちの方々に周知をして拡大していく

ための告知もしていくということでございます。

19番目から21番目は、まちのイメージアップということでございます。まちのイメージ

として、大変外部のかたから人気の高い薬師山の芝桜と、これは短い期間ですぐに大きく

なるものではございませんが、少しずつ整備を図っていって、外に対してＰＲをしていっ

たりですとか、あるいはまちなかの整備は進んでいく中で、きちんと統一感のあるデザイ

ンのサインを掲載していくと。

それから、ことしデビューしました「キーコ」を、まちの認知度向上に努めてきちんと

活用していくといったような取り組みをしてまいりたいというふうに思っております。

そして、 後としまして、これら観光の取り組みの核でございます観光交流センターを

建設をすると。それからプレ開業需用の取り込みということで、近日でございます、 近

江差線の問題なども含めまして、大変鉄道愛好家の方々の関心が高まっているところもご

ざいます。こういった需用をきちんとまちの中に取り組んでいくと。

それから、木古内で急速に伸びております体験観光、これから更に磨き上げをしていく

といったような取り組みをして、まちの中の魅力向上に伝えていきたいというところでご

ざいます。

以上、まちの中のプランについて説明をしましたが、いかがいたしましょうか。

ここで一旦切ったほうがよろしいでしょうか。

いま説明いただきました。木古内町が取り組むアクションプランについての竹田委員長

詳細を説明いただきました。

皆さんより質疑等があれば。

又地委員。

いま出てきて、いま質疑を受けるのですか。又地委員

これは、みんな持って帰って少し勉強をして日を改めていろいろ聞いたほうがいいので

はないですか。私はそう思うのですけれども。また、広域アクションプラン構成事業に関

してもずっと説明を受けて、そして従来いろいろまちづくり新幹線課から出てきたものと

もすり合わせをする中で、少し勉強してみて日を改めてやったらいいのではないですか。

皆様にお諮りいたします。竹田委員長

まちづくり新幹線課より、この資料が出てきて 「きょう説明したい」というふうな申、

し出がありました。それで一応、予定からすれば4日にまちづくり新幹線課の前回の続き

といいますか、継続の部分でそのときにどうでしょうかということでしたが、何かこのこ
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とによって行動と言いますか、いろいろ取り組まなければならない部分がすぐ早急に出る

ということだったものですから、その辺がどういう部分なのか、その辺を逆に説明してい

ただきたいと思います。

中尾室長。

本日、このような形でご説明をさせていただきましたのは、今後町中尾新幹線振興室長

民説明ないし9町の協議会でこれが表に出るということでございますので、あらかじめご

説明をしたということでございます。

具体的には、11月29日の木曜日、町内の関係団体を集めまして、この木古内プランのご

説明をし、ご意見を聞くと。

更に30日、金曜日に9町の協議会を開きまして、そこでご意見を聞くというような動き

があるということもございまして、事前に議会の方々にご報告をしたいという趣旨で本日

お時間を頂戴したわけでございます。

いま、室長のほうから説明を受けたように、この部分については29日から庁竹田委員長

内の各団体への説明、意見交換と言いますか、それらが出てくるということで事前に議会

にも提示しないで先行すればという、そういう思いかなというふうに思いますので、具体

的な議会としての質疑については、先ほど又地委員からも意見が出ておりましたので、た

だいまきょう資料をいただいて目通したばかりですから、議会としての質疑については4

日に一括していただくということで、きょうは説明だけを求めて終わるということにした

いと思います。

それでは広域観光について説明を求めます。

中尾室長。

それでは、引き続きまして広域プランにつきまして、ご説明をいた中尾新幹線振興室長

します。その次の、緑色の帯があるページをご覧ください。

広域のプランは、町内プランに比べますとやれることが自ずと限られてくるわけでござ

いますが、こちらにつきましてもいくつか柱立てをしております。

1番目から3番目、こちらは9町におきます新幹線開業機運の醸成でございます。先ほど

ご説明しましたように、ポスター等の配布を9町でもやっていくと。加えて、新幹線を告

知するブースを9町のまつりに出向いていって木古内駅の開業をＰＲしていくといったよ

うな活動をやってまいります。

4番目と5番目、地域のイメージづくりということでございます。なかなかこの地域、渡

島西部・桧山南部という異なる地域をひとつにして観光として売っていこうというところ

もございまして、統一したイメージ、ふたつの地域をくくる言葉がないものですから、広

域観光を進めるに当たって、その両地域をひとつにしてイメージを総記するようなキャッ

チコピーを作って、それを基に域外に宣伝をしていきたいということでございます。

、 、 。 、6番目から8番目までは 戦略的な域外プロモーション ＰＲ活動でございます これは

単町でやりましてもなかなか効果がないものですから、これから広域的組織、すなわち渡

島総合振興局ですとか、南北海道の観光連盟などが新幹線開業に向けて大いに外に出てい

くことが想定をされます。そこに連携をして出ていって、合わせて9町のＰＲもしていこ

うと。

更に、9町の各まちがそれぞれ出て行く時にも合わせて、私ども木古内の情報も合わせ
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てやっていただこうと。要は、きちんと各機関が連携をして、効率的にプロモーションを

やっていこうという考え方でございます。

9番目から12番目、団体客をどうやって誘致をするかということでございます。団体客

の寄れるところ、ある程度大きな観光地に限られますので、ある程度資源は限られている

わけでございます。そこを、きちんと旅行代理店に向けて提案をできる企画書、管内にこ

んな団体が、寄れる場所、店がございますというものをきちんとつくりまして、加えて、

夏、冬、年に2回きちんと旅行代理店を回って、お互いの顔を知った関係の中できちんと

定期的にＰＲ活動をしていこうと、そういった関係の中で更にモニターツアーなどもやり

ながらツアー観光をきちんと誘致をしていこうという考え方でございます。

13から17は、個人観光でございます。個人客、当然ながらホームページなどを見てまい

りますので、きちんとしたホームページを作成すると。あるいは宣伝パンフレット、紙媒

体もきちんと作ると。それから、いままであまり広域観光の中で光を浴びて来なかったの

ですけれども、二次交通の充実ということがございます。新幹線で降りたお客様を松前、

江差までどうやってお運びをするのかと。きちんとした、主にこれはバスという形になり

ましょうが、バスできちんとつなぐことができるのかというあたり、これは大変重い問題

でございますが、この辺を各まちと一緒に協力していきたいというふうに考えてございま

す。レンタカーの充実ももちろんでございます。

めくっていただきまして、18、19は少し地域で新たな魅力というものを出していく必要

があるのではないかということでございます。

先般、ＪＲ東日本の旅行の企画担当をする方々をお招きをしまして、モニターツアーを

やったわけでございますが、やはりこの観光地で「語り部」ということ、例えば松前の歴

史ガイドでございますとか、あるいは福島の青函トンネル記念館でトンネルを掘っていた

方々の説明、そういった説明に大変大きな評価をいただくことがございます。歴史という

のがひとつの大きなキーワードになってくるであろうこの9町観光地、当然そこを語る方

々はきちんと育成しなければいけないということでございまして、こういったことを9町

連携して磨き上げをしていきたい。

更には、季節波動の大きい冬の観光メニューというものをどうするかということもあわ

せて検討していきたいと思っております。

20から22は木古内町観光交流センターでございます。これは木古内町の事業ではござい

ますが、21と22で書かれましたように案内機能、それから物販機能というところでは、各

9町のお力添えもこれから必要になってまいりますので、あえてここに載せさせていただ

きました。

23から26はその他ということでございまして、全道的組織、なかなか、まず木古内でこ

ういった取り組みをしているということが札幌に伝わっていないと。札幌の行政、経済団

体等々におきましても、このままですと北海道新幹線は函館のものということになってし

まいますので、木古内はこういった取り組みをしているということをきちんと札幌の主要

関係者についてまず伝えていく必要があるのではないかというところですとか、加えて24

番、やはりそうは言っても道南の拠点でございます函館市、北斗市の連携強化をはかって

いったり、あるいはそことつなぐ並行在来線で少し魅力づけをしていけないかといったこ

とも合わせて検討していきたいというところでございます。
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大変、雑ぱくな説明でございましたが、以上でアクションプランの説明を終了させてい

ただきます。

ただいま広域観光含めて説明をいただきました。きょうは、先ほど又地委員竹田委員長

から出されていましたように、この説明にとどめて4日の日に具体的にこの資料を再度、

目通しする中で質疑等を受けたいとこのように思います。

ただ、先ほど室長のほうから説明されました29日から具体的なそういう団体へのこの資

料配付含めて説明等、これについては議会としても前に進むべき課題でもあるということ

から、この部分については理解をしていただけるということでよろしいでしょうか。

又地委員。

一点だけ。伊藤忠さん、この件でいろいろ伊藤忠商事にいろいろ力を貸しても又地委員

らうという下りがあった、前の前任者。それは、伊藤忠さんは今回このことのどこかにも

何か力を貸してもらっているのですか。

中尾室長。竹田委員長

伊藤忠さんにつきましては、高杉支社長が当町の観光大使にご就任中尾新幹線振興室長

をいただいているということでございまして、こういったプランをこれからご説明をし、

大所・高所からいろいろご助言をいただきたいというふうに思っております。加えて、観

光交流センターのこれから運営面、あるいは施設面につきましてもいろいろとご相談をし

ているところでございますので、この中はある程度関係をもった中で進めていくというこ

とでご理解いただければと思います。

ほかになければ、以上で終えたいと思います。竹田委員長

暫時、休憩します。

休憩16:08

再開16:15

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

まちづくり新幹線課の皆さん大変ご苦労様でした。

総務課長もどうもお疲れ様でした。

①生活保護基準の引き下げはしないことなどを政府に求める意見書

その他で、意見書1件まいっております。竹田委員長

生活保護基準の引き下げはしないことなどを政府に求める意見書案であります。生活保

護費の引き下げははじめてですね。

(｢反対｣と呼ぶ声あり)

福嶋委員。竹田委員長

この意見書について、いまの状況を見れば我々の国民年金もデフレの結果2.5福嶋委員

％、来年から3か年でカットしていくという方向性ですよね。それで、国民年金も含めて

年金者全体がいまのデフレ状況からしてダウンするという時に、生活保護だけ下げるなと

いうふうなことは、私は国民全体として不公平な感じもするし、ある団体から要請が来た



- 31 -

としても現状を見た時に、もう少しこの辺については田舎の状況を見ますと、やはりもう

少し経過観察と言いますか、いまの選挙をもう控えてこれを先にやらなければならないと

いうふうな状況では私はないというふうに判断しますので、その辺は皆さんと意見を出し

合いたいと思います。

東出委員。竹田委員長

私も福嶋委員と同じ反対意見です、今回のこれは。ということは、いま福嶋委東出委員

員が年金の話をされたけれども、実際我々いまパート賃金、これを年金生活者基準までや

るということで、パート時間を1時間1,000円というところまでいま騒がれています。そし

て、実質ことしも14円アップになって結局我々使う側はそんなものの反動を受けてパート

賃金を10何円も上げさせられている現状なのですよ。それで、この人たちの生活保護者の

これを下げないでくださいとか何とかということ事態が私はどうもあれだし、私は反対で

す。福嶋委員と同じです。

お諮りします。この意見書案については、不採択ということでよろしいでし竹田委員長

ょうか。

又地委員。

ただ、これはいいなと思うところもあるのですよね、3つの中で。生活保護費又地委員

、 。の国庫負担は現行の75％から全額国庫負担にすることとかと これは私は良いと思います

ただ、老齢加算を復活するとか、あと生活保護の基準の引き下げを語る前に「国民年金

の底上げを逆にしてくれ」と言いたいくらいですよね。生活保護費よりも国民年金のほう

が安いということはあり得ないことですよ。これはやめましょう。

それでは、不採択ということで扱います。竹田委員長

以上で、第8回総務・経済常任委員会を終えたいと思います。

どうもご苦労様でした。

16:19 終了

説明員：大野総務課長、鈴木介護老健施設長、大坂介護老健事務長

小澤病院管理者、地本病院事務長、平野（弘）主査

中尾新幹線振興室長、片桐主査

木村産業経済課長

傍 聴：相澤梢

報 道：なし

総務・経済常任委員会

委員長 竹 田 努


