審議内容の詳細は会議録またはホームページでご覧いただけます。今回のものは 9 月上旬
の予定です。会議録は図書館、各支所、本所ロビーに用意してあります。

ขȾаȴᶫ᠆ˁՕߦᝲȟ
ඒɁȻȝɝᚐɢɟɑȪȲᶬ
෩Ձ᥅გуᜫ؆ԇᝩ౼࿑ҝ݃͢׆Ɂ

収益を増加させることができないと

から本来の経営改善策でもある医業

対処するためのものも含まれま

るインフラ整備等の様々な問題に

営に限らず︑病院の設置に起因す

す︒可能な限り実績に応じた繰り

いう構造的な課題があります︒

厚生連の協力も含めた経営改善

水原郷病院公設民営化調査特

意見についても尊重しながら︑５

の特別委員会の調査検討における

見受けられ︑公営企業本来の姿で

意識改革が浸透していない部分も

組みの中では︑全ての職員にまで

したが︑単独の公立病院という枠

必要です︒市本体の健全財政が

を行うのかというルール作りが

うな場合にどの程度赤字補てん

及び診療状況を精査し︑どのよ

赤字補てんについては︑経営

出しを望みます︒

別委員会は︑これまでの特別委員

カ月にわたり厚生連と協議を重ね

ある独立採算による経営が達成で

確立されなければ︑病院経営の

により︑職員の意識改革も進みま

回および小委員会︵協議会含

てきました︒協議の結果として︑

きていない現状が続いてきました︒

委託しても市・議会・病院・市民が

しい現状に変わりはなく︑厚生連に

ある︒公設公営でも公設民営でも厳

ど最大限にお互いに努力する必要が

との協定書の見直しや協議会設置な

機関である厚生連を信頼し︑３年ご

る︒現状を打開するには︑公的医療

厚生連にお願いするしかないと考え

公設民営化を導入し︑指定管理者を

確保︑経営の安定を考えたときに︑

声である︒医療難民の回避︑医師の

療を構築することが市民の圧倒的な

療体制を確立させて安心した地域医

◆ 郷病院を存続させ︑早期に救急医

諮るべきではないか︒労使合意が

意を早期に成立させた後に採決を

ば︑病院職員の給与削減の労使合

日から 月１日に延びたのであれ

◆公設民営化の移行時期が７月１

ざるを得ない︒

の段階で判断するとすれば反対せ

年後の見通しが立てば分かる︒こ

も予想できないが︑せめて３〜５

にあいまい︒ 年後のことはだれ

に財政的な裏付けについては非常

からも納得のいく説明がない︒特

の不安に対して市長からも執行部

議論してきたが︑議員一人ひとり

◆特別委員会を通じていろいろと

郷病院に関する調査検討特別委員

ついては︑平成

定例会︶において設置しました︒

て平成 年第 回議会定例会︵９月

の調査検討を行うことを目的とし

政負担や病院運営の委任条件など

病院の公設民営化について︑市の財

会︵以 下﹁特 別 委 員 会﹂
︶
は︑水 原 郷

原郷病院公設民営化調査特別委員

議長を除く全議員で構成する水

日の臨時会に報告しました︒

査検討した結果をまとめ︑４月

■ 反対討論 ■
会

日に厚生連より事

安定化もありえないことを十分

一体となって力を合わせて頑張るし

解決しない段階での議決は︑今後

会﹂において︑地域医療と水原郷

● 賛成討論 ●

む︶７回ならびに特別委員会設置

平成 年３月

このような現状でありますが︑

認識し︑赤字の場合だけでなく

かない︒

の民営化の推進に支障をきたすこ

病院のあり方について調査検討を

後年の財政の裏づけ・
市民の負担増を懸念
に伴う議員全員協議会︑作業部会

業計画書が市へ提出されたことを

水原郷病院は市民の生命と健康を

◆ 市民が安心して阿賀野市に住め
とが懸念される︒

行い︑平成

水原郷病院の公設民営化方針に
年７月に﹁水原

年３月に意見書を取

診療機能の向上

水原郷病院の﹁経営の危機﹂は

試練を乗り越え発展へ

新病院の計画については︑現施

救急医療体制が回復するまでに

阿賀野市にとって莫大な財政負担

地域医療を確保するため︑経営改

は︑設備投資及び対応医師の確保

を余儀なくされ︑市民生活への大

設の老朽化は著しいことから︑効

厚生連は︑公的医療機関として

のため一定期間が必要となります

革を進めることで︑経営改善と診

病院等を運営し︑地

きな影響と︑市政の混乱を招くこ

率的かつ市の体力で可能な早期の

新潟県内に

が︑可能な限り早期の救急告示病

とになりました︒しかし︑阿賀野

療機能の向上に大きく期待するも

域医療や救急医療の提供などで県

院の指定復活を目指し︑救急患者

市はこの試練を乗り越えていかな

対応が必要と考えます︒

内医療に対して大きな役割を担っ

の受入率向上を図る施策の構築を

のであります︒

ており︑経営に関するノウハウを

ければなりません︒

有しています︒

は幹部職員を派遣いただき︑現在

た︒平成

年度以降︑厚生連から

様々な改善策を実施してきまし

棟の見直しや人件費の抑制など

地方公営企業法を全部適用し︑病

改善を行うため︑平成

年度から

な経営状況に陥り︑抜本的な経営

の医師の大量退職によって危機的

高め︑患者の振り分け等が行われる

図り︑啓発活動による住民の理解を

携︑行政も含めた支援体制の構築を

けでなく︑地域の医療機関との連

大量退職につながりました︒病院だ

く︑これが医師の過重労働を招き︑

ビニ受診も含め１次救急の割合が高

原郷病院においては︑いわゆるコン

は２次救急でありますが︑以前の水

水原郷病院で行うべき救急医療

くり上げていかなければなりませ

賀野市を全市民一丸となってつ

も住み続け︑住みたいと思える阿

とに誇りと愛着を持ち︑いつまで

りはもちろんのこと︑我がふるさ

安全で安心して暮らせるまちづく

づくりに生かし︑将来にわたって

革を起爆剤として阿賀野市のまち

一丸となって︑このたびの病院改

地域主権が唱えられている今︑

水原郷病院は︑平成

の医療水準を維持し︑病院を存続

ん︒

普通交付税の考え方は︑病院運

は終了しました︒

公設民営化調査特別委員会の調査

この報告を了承し︑水原郷病院

体制整備を望みます︒

るものです︒
水原郷病院は︑急性期に対応す
る職員・施設・設備は備えています
が︑医師充足が十分にできないこと

経営改善と市の財政負担

することができたものと評価され

年度途中

期待します︒

基本的な事項

12

民営化による病院の存続と
診療機能向上に期待

への派遣︑各種懇談会等も含め調

踏まえ︑特別委員会として調査報

ることが第一条件である︒現在︑郷

◆長時間にわたって質疑してきた

りまとめ市長に提言しました︒

また︑経営状況について積極的

黒字となった場合は︑水原郷病

病院を利用している透析患者１００

が︑懸念が解消されるどころか︑

その後︑新潟県厚生農業協同組

いかなければならないとの考え方

守る拠点であり︑市民にとっては

名︑入院患者２００名の将来がどう

より一層︑診療機能・財政負担を

合連合会︵以下﹁厚生連﹂とい

な情報提供に努め︑市民の理解・

告をするものです︒

なるか危惧するところであり︑郷病

含めすべてが大きく市民の負担を

う ︒︶を 運 営 委 託 者 と す る 公 設 民

は特別委員会全会一致の結論とす

院の設備投資等に充てるなどの

院を存続してほしい思いである︒同

強いることが明らかになったと感

営化に向けた協議が進められ︑平
年５月 日に市と厚生連が締

支持を得る努力に期待します︒

なくてはならない医療施設です︒

じ税金を投入して病院経営するので

じる︒

成

日︑安定的継

公設民営化事例調査
北秋田市

るところであり︑将来にわたって

対応を望みます︒

23

何としても病院を守り存続させて

あれば︑とにかく病院を存続させる
ことが重要であると考える︒

年８月

結した﹁水原郷病院の運営委託に
関する確認書﹂及び平成

管理者応募に対する事業計画書
︵素案︶﹂の提出がありました︒
月

特別委員会は︑調査検討を行う
中で平成 年

続的に医療の提供を行い︑かつ︑
市の財政も考慮した仕組みが必要
であり︑市として厚生連と再度協
議することを要望する﹁中間報
告﹂を提出しました︒市は︑この

17

21

に厚生連から﹁水原郷病院の指定

21

◆今のまま公営を続けていくにし
ても︑建物や医療機器などの設備
投資は必要で︑大きな負担が発生
する︒現在の体制が続けば︑医
師の去就にもつながる危険性があ
り︑赤字はさらに膨らんでいくこ
とが考えられる︒民営でも公営で
も︑今後の財政負担は避けられな
い︒今まで公営で経営改善の努力
をしても限界があった︒経営ノウ
ハウがある厚生連であれば︑より
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中間報告を重く受け止め︑この後

³

良い医療が提供できるようになる
と期待している︒

臨時会審議の様子

10

