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2012 年 12 月議会 庄子春治議員の一般質問と答弁 

庄子議員の質問 答 弁 

【市長の政治姿勢について】 

最初に政党のあり方についての市長の見解を伺い

ます。総選挙真最中ですが、この総選挙を前にして

政党の離合集散が行われました。次々に生まれる「政

党」はたしてこれが政党といえるのか？  

 

「卒原発」を掲げるが再稼働問題では口を濁し、他

の課題については基本方針が不明確な新党や、日の

出かなと思ったら日没してしまった「党」と合流し

た途端、もともといい加減な「八策」がころころ変

わり、「原発のフェードアウト」と書き込んだ公約を

党首が公然と否定するウルトラ右翼の「党」、3 年前

の政権交代で連立を組んだ党の政審会長だった方が

脱党して新しい党に合流、選挙寸前になって、公認

予定の党から抜けて別の党に移り、その党の後任に

は 3 年前に戦った相手方の党から横滑り・・・まさ

に、選挙目当ての「何でもあり」という状況です。 

 

広辞苑第六版では政党について「共通の原理・政

策の実現のために、政権の獲得あるいはそれへの参

与を企図する団体」とあります。「綱領」をもち、草

の根で国民と結びついて活動する党員と組織をも

ち、歴史の試練に試されてこそ、国民の信頼に足る

党の所以ではないでしょうか。しかし、これらの新

しい「党」にはよって立つ「共通の原理も政策」も

なく、また国民と結びついている組織もなく、ある

のは政党助成金と選挙目当ての互助会のようなもの

ではないでしょうか。政党の劣化といわなければな

りません。有権者の多くがこれらの危うさ危惧の念

を持っています。 

 

市長は、これらの政党の劣化状況についてどのよ

うな見解をもちでしょうか。また、地方自治体の長

が「代表」や「代表代行」となっている「党」もあ

ります。憲法の基本は地方自治の本旨に基づく地方

自治体は、国とは対等の立場に置かれているのです。

【市長の政治姿勢について】 

（市長答弁） 庄子春治議員のご質問にお答え申

し上げます。 

はじめに，政党の劣化状況についての見解であ

りますが，政党に所属する議員のめまぐるしい動

き，いくつかの政党において基本姿勢や行動，幹

部間の発言に，一貫性を欠く行為や，政策の変更，

食い違いなどがあり，政策や候補者を選択する国

民にとって，分かりにくい状況になっているもの

と存じております。 

 

次に，地方自治体の長が，国政全体に責任を負

う党の責任者として両立できるのか，についてで

ありますが，地方の主張を国政において実現する

ため，政党の代表者等に就任しているものと存じ

ますが，私としては，地方自治体の首長は，相当

の激務でありますことから，両立することは，難

しいものと存じております。 

 

次に，日本の右傾化への主張，憲法９条改悪，

再び日本を戦争ができる国にしようとする動き

に対する所見でありますが，竹島，尖閣列島をめ

ぐる領土問題や，オスプレー配備，沖縄米軍基地

をめぐる課題など，国民生活や国益に影響を及ぼ

す外交上の問題について，それぞれの政治家の政

治信条に基づく主張がなされているものと存じ

ております。 
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はたして、その地方自治体の長が、国政全体に責任

を負う「党」の責任者と両立できるのか。自治体の

長として市長のご所見を伺います。 

 

より危険な動きは、政治の一層の右傾化への動き

です。元の政権党は、政権の行きづまりから投げ出

した元総理を再登場させ、憲法 9 条を改悪して「国

防軍」をもち交戦規程まで定めよ、アメリカと一緒

に世界中どこでも戦争に参加するということを意味

する「集団的自衛権」の行使ができるようにせよ、

というという際立ったタカ派の主張を打ち出しまし

た。さらに「憲法を破る」「核兵器の保有」を「最後

のご奉公」だと代表が主張する党が「第 3 極」とも

てはやされる。これらの党は、過去の日本の侵略戦

争を美化し、かつての従軍慰安婦についての閣議決

定である河野談話の見直しも主張しているのです。 

これは、大変危険なことです。憲法 9 条があるから

こそ日本の自衛隊は一人の外国人も殺さず、一人の

戦死者も出していないのです。アジア諸国に甚大な

被害をもたらした日本の侵略戦争への反省の上に打

ち立てた憲法 9 条をなくしたら、日本はアジアで生

きては行けません。日本の右傾化に対してはアジア

と世界に危惧の念が広がっています。 

また、竹島、尖閣列島の、韓国、中国との領土問

題の紛争の根本には「過去の侵略戦争で日本が奪っ

たものだ」という両国の主張があります。過去の侵

略戦争への反省の上に立ってこそ、それへの清算が

なされてこそ冷静な解決が図られるものです。その

立場を否定しては理性的な外交交渉による領土問題

の解決にも道を閉ざすことになるのです。 

市長は、日本の右傾化への主張、憲法 9 条改悪、

再び日本を戦争できる国にしようという動きについ

てどのようなご所見をお持ちか伺がいます。 

【震災復興支援について】 

次に、震災復興支援について伺います。3・11 の

震災から 1 年 9 か月がたちました。岩手県における

復興状況は緒についたばかりであり、町の再建、住

宅と仕事の確保、産業の再建が一体で取り組まれな

【震災復興支援について】 

（市長答弁）次に，国の復興予算についてです

が，先般，マスコミ等により，東日本大震災の復

興予算の使途としては不適切な事業があるので

はないかとの報道がなされ，国民から多くの疑問
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ければなりません。そのような状況の下で、国は復

興予算を被災地以外に流用していたということで

す。これは許されないことです。市長のご所見を伺

います。また、復興に水をかけるのが「消費税の増

税」であり、「ＴＰＰ参加」でありまさに「政治災害」

ではないでしょうか。市長は、消費税増税とＴＰＰ

参加がもたらす震災からの復興への影響についてど

のようなご所見をお持ちか改めて伺います。 

 

10 月 11 日～12 日、盛岡市を会場に開かれた「第

74 回全国都市問題会議」は「都市の連携と新しい公

共～東日本大震災で見えた絆の可能性～」をテーマ

にして東日本大震災からの復興に向けた現状と課題

などが話し合われました。2 日間で、記念講演、基

調報告と一般報告（3 人）、パネルディスカッション

と非常に充実した、内容豊かな会議となり、被災地

における震災復興の現状と課題や、大災害時におけ

る絆の力、自治体間の連携の在り方や、ＮＰＯ・ボ

ランティアなどの「新しい公共」の果たす役割と可

能性、課題などが浮き彫りになりました。 

主催者として市長は、この会議をどう総括してい

るのか伺います。 

市長は会議を総括した「大会宣言」では、被災地

の方々が希望を持って暮らしていける環境づくりが

真の復興の街づくりだとして、①復興の大きな力と

なっている絆の力を未来へ繋ぎ、古くから日本社会

にあった助け合い・支えあいの心を大切にして豊か

な社会の創造を目指す ②自治体間の連携による広

域災害に効果的かつ円滑に対処していくための社会

システムの形成を目指す ③被災地の復旧復興が長

期におよぶことから今後も被災地に寄り添いながら

支援を継続していく・・・の 3 点をまとめました。

主催団体としては、この宣言に基づく取り組みをど

の自治体よりも率先して実施する必要があるのでは

ないでしょうか。この宣言に基づく、盛岡市の今後

の取り組みについてお聞かせください。 

 

盛岡復興支援センターのメールマガジンに興味深

や批判が国に対して寄せられたところでありま

す。沿岸被災地においては，住宅再建や交通イン

フラ・港湾の整備など最優先で取り組むべき事業

がある中で，被災地以外で復興との関連性に疑義

のある事業に対して復興予算が使われることは，

国民，特にも被災地の理解を得ることは難しいも

のと存じます。このようなことから復興予算につ

いは，被災地の復興を最優先とし，緊急性や効果

の観点から被災地の復興に真に必要な事業を精

査すべきものと考えております。 

 

次に，消費税増税とＴＰＰ参加がもたらす震災

復興への影響についてですが，消費税増税やＴＰ

Ｐ参加は，現在公示されております衆議院議員総

選挙の争点の一つとなっておりますが，東日本大

震災により疲弊している地域経済の更なる低迷

を招くとともに被災地の復興に悪影響をもたら

すとの見方もありますことから，国においては，

これらへの影響を慎重に見極めた対応が求めら

れるものと存じており，今後の議論の深まりや，

国の対応を注視しながら実情を把握し，岩手県市

長会や全国市長会を通じて，必要な意見を申し述

べてまいりたいと存じます。 

 

次に，全国都市問題会議の総括についてであり

ますが，会議には，全国から２２４名の市区長が

参加したほか，議会議員が８４２名，その他の自

治体関係者を含めて約１，６００名の参加をいた

だき開催したところであります。近年では，最も

市長の参加が多く，本会議に対する関心の高さを

示しているものと受け止めております。 

 会議は，「都市の連携と新しい公共～東日本大

震災で見えた「絆」の可能性～」をテーマに，各

講師から，立場と経験を踏まえて，震災の状況や

課題，それぞれの取組などを報告していただくと

ともに，私からも，開催市の市長として主報告を

申し上げ，幅広い観点から，議論が深められたと

ころであります。 



 

4 

 

い資料がありました。山形県が行った山形県に避難

している全世帯を対象に、生活状況を尋ねるアンケ

ートの結果を伝えています。山形県の調査は、避難

生活が長期化する中で、避難者の方々がどのような

ニーズをもっているか、どのような支援を望んでい

るか等を調査し、今後の避難者支援策に資すること

を目的とした調査です。 結果では、避難生活の生活

費は、１０万円未満が３４．２％で最も多く、困っ

ていること、不安なことの回答も「生活資金のこと」

が、５８％に上っています。イベント・交流会に参

加したことのある方は５０％で、イベントに関する

要望は「参加料金を安く（無料に）してほしい」が

２９．３％で最多でした。 

また、心と体の健康については「疲れやすく体が

だるい」が３９．１％となっており、昨年の調査結

果２７．８％を上回っています。この調査結果は、

盛岡でもほぼ同じような傾向です。まさに、避難さ

れている方の生活への支援をどう強化するのかが大

きなカギです。介護保険と、国保の医療費自己負担

については、県の施策で 3 月まで延長になりました

が、その後の支援をどうするのか。国に対しては復

活を強く主張すべきであり、その延長を図るべきで

す。ご見解を伺います。 

9 月議会では「冬の備え」についての支援をとの

私の質問に、総務部長は「もりおか復興支援センタ

ーで実施している戸別訪問などから支援ニーズを把

握し、必要に応じて適切な支援を行ってまいりたい」

と答えました。どのようなニーズに対してどのよう

な支援を検討していますか。伺います。県は沿岸被

災地に対して福祉灯油の実施への補助を打ち出して

います。盛岡への避難者も、沿岸で被災した方々で

す。この方々も対象にすべきではないですか。ご見

解と対策を伺います。 

 

住宅再建は、被災された方の生活再建へもっとも

重要な課題です。国の生活再建支援金制度の枠の中

では自力での再建はまだまだ困難であり、その引き

上げが求められています。県の支援もさらに充実が

 会議では，各講師の発言に参加者から何度も拍

手が沸き起こるなど，大きな盛り上がりや，共感

が見られたとともに，「たいへん有意義な会議で

あった」との評価をいたるところで耳にしたとこ

ろであります。 

今回の全国都市問題会議は，本市では，はじめ

ての開催となりましたが，本会議の開催により，

自治体間連携や，若者，ＮＰＯ，企業など，さま

ざまな主体が連携した新しい公共の可能性を議

論する上で，大きな契機となったものと存じてお

ります。 

また，全国の自治体関係者に被災地の状況をお

伝えするとともに，被災地の特産品コーナーや，

行政視察に被災地コースを加えるなど，特別な企

画も実施したところであり，今後の息の長い支援

につながるものと存じております。 

次に，大会宣言に基づく市の今後の取組につい

てでありますが，一つ目の「絆の力を未来につな

ぐ」ことにつきましては，震災からの復旧・復興

では，市民やＮＰＯ，各種団体など，さまざま主

体による人々の「絆」が大きな力を発揮しており

ます。 

本市におきましても，自主防災組織の充実や，

協働のまちづくりを進めているところであり，多

様な主体が参画する協働型社会の形成を目指し

てまいりたいと存じます。 

二つ目の「自治体間の連携と社会システムの形

成」につきましては，東日本大震災では，緊急時

の人的支援や物資の供給など，広域の自治体間の

横の連携がさまざまな形で見られ，有効に機能し

たものと存じております。 

本市に関わるものでは，全国市長会や中核市市

長会，岩手県市長会などが，強く連携して，その

支援機能を果たしておりますし，秋田・岩手地域

連携軸推進協議会など，個別の協定に基づいた支

援も挙げられます。 

自治体の支援方法も多様でありますので，その

仕組や，手法，効果，効率など，さまざまな点に
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必要だと思います。加えて、被災各自治体において

は、独自の支援を加えています。独自に 100 万円～

150 万円などの住宅再建への補助に加え、上下水道

敷設費用への補助の上乗せなどの支援をおこなって

います。盛岡で住宅を再建する方々に対する独自の

支援はどのようになっているのか伺います。 

 

着目しながら，今後の自治体の連携に生かしてま

いりたいと存じます。 

また，三つ目の「被災地に寄り添った支援」に

つきましては，県都である本市と三陸沿岸の被災

地とは，長い歴史と人々の交流から，さまざまな

「縁（えにし）」で結ばれているものと存じてお

ります。 

本市の「復興推進の取組方針」において述べて

おりますように，「私たちの未来は被災地ととも

に」の精神で，県都として，今後も被災地に寄り

添った息の長い支援を行ってまいりたいと存じ

ます。 

 

（市民部長答弁）介護保険と医療費自己負担の支

援の延長についてですが，国に対しましては，本

年11月に東北市長会を通じ，介護保険サービス利

用者負担免除や国保一部負担金免除に対する全

額財政支援を国の責任で実施するよう要望した

ところであります。 

現時点において，震災の復興にはまだまだ時間

を要し，被災者に対しましては，様々な形での支

援が必要と存じておりますことから，今後とも被

災市町村や県と連携しながら，関係団体を通じ

て，減免の継続に必要な財政支援を国に要望して

まいりたいと存じます。 

 

（総務部長答弁）市内に避難されている方々に対

する「冬の備え」の支援ニーズと支援内容につい

てですが，市内に避難されている方は，比較的暖

かな沿岸部から避難されている方が多く，水道の

凍結，室内の結露，雪かき，降雪時の外出など沿

岸部とは異なる生活環境に不安を感じているこ

とがもりおか復興支援センターにおける相談内

容等から把握できております。そのため，もりお

か復興支援センターでは，昨冬に引き続きこの冬

も，水道の凍結防止や雪かきの仕方など盛岡での

冬の過ごし方を記載したチラシを郵送すること

としております。さらに，今後も戸別訪問の重点
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化などにより，避難されている方々の心配事や健

康状態を聞き取ることにより，不慣れな土地での

避難生活を健やかにお過ごしいただけるよう取

り組むこととしております。 

次に，県による沿岸被災自治体への福祉灯油実

施補助についてですが，県からは，今年度の灯油

価格が，前回福祉灯油を実施した平成19・20年度

の水準までは高騰しておらず，県下全域を対象と

して県が補助事業を実施する状況ではないもの

と判断したと伺っております。ただし，東日本大

震災による被害が甚大であった沿岸市町村にお

いては，福祉灯油事業を実施する市町村に対し，

県として重点的な財政支援を行うことが必要と

考えているとのことでした。 

市内に避難されている方々への灯油代の補助

につきましては，今後の灯油価格の推移等を注視

するとともに，市内の低所得者層に対する福祉灯

油の実施など，市全体としての取組を考慮しなが

ら対応してまいりたいと存じます。 

 

（建設部長答弁）住宅再建についてであります

が，市としては現在，県からの要請を受け市内に

住宅を再建する方々に対して，「被災者住宅再建

支援事業」を行っており，この事業は，県が３分

の２，市が３分の１を負担するもので，県は「東

日本大震災津波復興基金」を，市は「盛岡市東日

本大震災復興推進基金」を財源としているもので

ございます。 

この事業の活用については，当初，県からいた

だいた予測よりも多く活用されている状況で，今

議会に補正をお願いしているところでございま

すが，この制度については，市としても継続して

行う必要があるものと認識しておりますが，財源

の確保が課題と存じております。 

そのような中で，盛岡市における更なる独自支

援につきましては，沿岸被災自治体における人口

流出の問題等の課題もございますことから，独自

支援は難しいものと考えておりますので，ご理解
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賜りたいと存じます。 

【市立病院について】 

次に、市立病院について伺います。本日は、病院

事業管理者にはお忙しい中本会議にご出席を願い恐

縮に存じます。 

 最初に、盛岡市立病院が平成 19 年度から地方公営

企業法の全部適用となって、今年度は 6 年目です。

平成 19 年度から 22 年度までの経営改善計画に続

き、現在平成 23 年度から 26 年度までの第 2 次改善

計画に取り組んでいるところです。この間の経営指

標を拝見いたしますと、目標とした「単年度の収支

均衡」には至らなかったものの、着実な改善を見て

取ることができます。 

 単年度の経常損益でみると、平成 19 年度の－4 億

706 万４千円が 20 年度で－2 億 9821 万１千円に、

22 年度で－1 億 7 千 696 万 4 千円に、そして昨年度

23 年度では－7435 万１千円と、一億を切るところ

まで、赤字幅を 6 分の一近くくにまで圧縮してきま

した。 

 一般病床の利用率も、平成 19 年度の 69.5％から

着実に改善し、平成 22 年度で 82.8％、23 年度では

85.1％となっています。 

 さらに、見ますと、「病診連携」を追求するととも

に、今日の医療制度の中で「亜急性期患者」の紹介

受け入れを行い、平成 19 年度の 2970 人が 23 年度

には 1 万 7 千人になっていることです。それらの結

果、紹介率が改善計画期間前の平成 18年度の 22.8％

から、23 年度では 40.9%となっていることにもはっ

きりと示されています。これらの結果は、いまだ目

標達成の途上だということではありますが、手ごた

えもお感じになっているのではないかと推察いたし

ます。ここに至る管理者と病院職員の努力には敬意

を表します。 

 最初に、この間の経営改善計画の取り組みについ

て到達点への評価と管理者として、どのような思い

でどのようなご決意で取り組まれたのか、率直な思

いをお聞かせください。そして、今後のさらに改善

すべき課題についてお聞かせください。 

【市立病院について】 

（病院事業管理者答弁） 

市立病院の経営改善の到達点への評価につきま

しては，私が平成 19 年に病院事業管理者として

就任以来，市立病院の役割を踏まえ，職員と一丸

となって経営改善に鋭意努力してまいりました

が，議員ご指摘のとおり，損益は改善傾向にはあ

るものの，収支均衡を達成できていない状況にあ

りますことから，忸怩たる思いであり，残念であ

ると存じます。 

 経営改善計画に取り組むにあたっての決意と

いたしましては，規模を縮小するなど経費の節減

を主体とした消極的な改善は行わず，職員を大切

にし，職員とともに病院収益を向上させることを

主体とした収支均衡を達成させたいという思い

は，現在も変わっておりません。 

 また，今後の改善すべき課題は医師確保に尽き

ると考えております。医師は，病院経営のエンジ

ンでありますが，現在も医師が不足し，それによ

り他の医師が疲弊するという負のスパイラルを

絶対に断ち切らねば，当院の経営改善はないと考

えております。また，先般当病院が行った盛岡医

療圏域内の開業医等を対象とした医療連携に関

するアンケートにおいても，診療科の拡充を求め

る声があり，医師確保については，今後も全力で

取り組んでまいる所存であります。 

 次に，病院経営の理念についてですが，当院に

も「やさしさといたわりのある病院」「信頼され

た優れた医療の病院」「開かれた地域医療のため

の病院」という三つの理念がございます。この具

体化のために様々な取り組みを進めております

が，私が特に力を入れてきたことは，病院職員と

患者さんの接点である，接遇の向上であります。

患者さんを思いやる接遇が，当院が掲げる三つに

理念を支える最も重要な要素と考えており，岩手

県一ではなく東北で一番と言われる接遇を目指

し，研修等を重ね努力しております。 
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 私は、10 月 25 日に行われた、全国自治体病院経

営都市議会協議会の、第 8 回地域医療セミナーに参

加し、岐阜市民病院病院長の冨田栄一氏と、一関市

病院事業管理者（一関市国民健康保険藤沢病院藤沢

病院院長）佐藤元美氏による 2 つの講演を聴講して

きました。 

岐阜市を含む「岐阜地域」は、医療機関・医師数

とも東京 23 区をも上回る状況ということです。一

方、一関市に合併した藤沢町のなかには、国保藤沢

病院以外には医療機関はほかにないということで、

おかれている環境はまさに正反対です。 

それぞれの条件の中で両病院は地域医療の在り方

を追求し、しっかりと黒字経営をしているというこ

とです。わが市立病院でも大いに学ぶべき点がある

と感じてきました。かつて藤沢町の財政危機の折に

は、病院の黒字から一般会計に 1 億 6 千万円の貸し

出しをしたというお話には正直驚きました。 

 

そこで感じたことから、いくつかの点について伺

います。 

岐阜市民病院の冨田院長は、小泉構造改革政治の

もとで平成 18 年の診療報酬 3.1%の大幅なマイナス

改定のもと、経営指標が悪化し、数字的な目標では

何も展望できないという中で、どこに病院経営の目

標を置くかについて、「心に響く医療の実践」に目標

を定め、2007 年（平成 19 年）4 月、岐阜市民病院

の理念として掲げたということです。 

その基本方針として、①患者さんの権利を尊重し、

心温まる医療を行う ②安全で信頼されるチーム医

療を行う ③地域の医療機関と連携し、患者さん中

心の継続した医療を行う ④地域の中核病院として

最新かつ高度な医療の提供に努める ⑤職員が生き

生きと働くことができる環境づくり を確認したと

いうことです。 

そのうえで、最も大事な「職員が生き生きと働く

ことができるための環境づくり」に努め、2010 年（平

成 22 年）3 月、ＮＰＯ法人イージーネットによる「働

 また，「職員が生き生きと働くための環境づく

り」についてですが，医師や看護師が本来の業務

に専念できるよう，医師事務作業補助員や看護補

助職員を採用し，業務の軽減を図っております

し，また，院内保育園の運営の見直しを，父母会

と職員組合執行委員会で組織している「盛岡市立

病院すこやか保育園運営協議会」と協議を進めて

おり，女性医師，看護師を含め職員が安心して働

ける環境づくりに取り組んでおります。 

次に，開業医との連携パスの可能性についてで

すが，岐阜地域におきましては，岐阜市医師会が

中心となって岐阜市民病院，岐阜大学医学部附属

病院などの急性期病院も加わり，共同して地域連

携パスの運用を行っていると聞いており，大変す

ばらしい試みだと考えております。現在のところ

当院が参画している地域連携パスは，盛岡赤十字

病院との間で，大腿骨頸部骨折及び脳卒中のパ

ス，岩手医科大学附属病院との間で，胃がん，大

腸がん，肝がんのパスの五つとなっております。 

このほか，開業医との連携については，例えば

退院後の介護施設との調整を行う地域連携計画

書の作成や，診療所とともに継続治療を行う肝炎

インターフェロン治療計画書の作成などにも取

り組んでおります。また，当院は糖尿病学会教育

認定施設として，専門医が教育入院のクリニカル

パスを実施しております。これは地域連携の一環

として，一般開業医で栄養指導ができない場合

に，10 日間の入院から一泊二日の食事療法の体験

コースまでいくつかのコースを準備し，患者への

具体的指導を行い，開業医の先生方の診療にお役

に立てるパスとして行っているものです。 

今後は，ますます介護施設や他の医療機関など

との連携が重要となり，各施設とのパスによる連

携を，当院でも積極的に推進してまいりたいと思

います。 

 次に，保健・医療・介護の連携について，市立

病院ならではの挑戦はできないものか，について

ですが，藤沢病院におきましては，病院の施設を
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きやすい病院評価」の認証を全国の公立病院として

初めて受けたということです。 

一方、藤沢病院の佐藤事業管理者は、病院の理念

に「忘己利他」を掲げたことを紹介しつつ、全国の

小さな国保病院が、医師も集まらず赤字に苦しんで

いるがどう克服すると考えたとき、「胸を張って頑張

れるいい医療」・・良質の医療を提供することにこそ

ある、と、そのことを追求してきたというこという

ことです。 

心に響く医療・・患者にとっても、スタッフにと

っても「心に響く」いい医療の提供は患者の支持を

得て、黒字経営に結びついているのだと納得しまし

た。 

盛岡市立病院においても、表現の違いこそあれ「心

に響く」「胸を張って頑張れる良質」の医療を目指し

てきたことと思いますが、岐阜市民病院や国保藤沢

病院ににも負けない理念を確立して追求していただ

きたいのですが、管理者の率直なご所見を伺います。 

また、「職員が生き生きと働くことができるための

環境づくり」という点ではどうでしょうか。 

 

2 つ目に、病診連携のさらなる進化の姿です。盛

岡市立病院も「病診連携」に取り組んで、成果を上

げていますが、岐阜地域で取り組んでいる「病診連

携」は「病診連携パス」といツールを活用しての、

進化した、質的に違うものだと感じてきました。 

それは、患者の紹介・被紹介ということだけでは

なく、特定の疾患ごとに、共同で実践する治療・検

査・看護・処置・指導などを、時間軸に沿ってまと

めた治療計画書である「クリティカルパス」を、病

院とかかりつけ医とが共有する、「病診連携パス」と

して作成活用しているということです。 

冨田院長が作成を担当した「ウイルス性肝炎」の

「パス」についてお聞きしましたが、通常は開業医

にかかり、3 か月、もしくは 6 か月に一回病院を受

診して検査を行いながら、病院とかかりつけ医が治

療と検査を継続してみていく仕組みだとのことで

す。このことによって、検査のし忘れなどもなくな

中心とした地域での完結した保健・医療・介護を

めざし，施設の整備をされたと理解しておりま

す。このような医療，福祉，在宅などの一連の医

療を統合して提供することは一つの理想ではあ

りますが，収支の均衡を最優先に経営改善を進め

ている現在の当院においては，こうした取り組み

を進めることは難しいものと存じております。 

 当院と致しましては開業医だけでなく，介護関

係施設との連携をさらに強化し，地域の保健・医

療・介護サービスの充実を目指したいと考え，今

年は，市内の介護老人保健施設 7 箇所を私が直接

訪問して連携をお願いしてまいりました。今後も

こうした取組みを，さらに進めてまいりたいと存

じます。 

 次に，住民とともに作る市立病院をどう展望す

るのかについてですが，当院では地域に開かれ，

地域と共に歩む病院を目指して今までも様々な

試みを行ってまいりました。市民健康診断におき

ましては，今年度は 11 月末までに 2941 人の方に

利用いただいておりますし，地域との交流を図る

ために病院を開放する「市立病院デー」，健康に

関する話題を当院の医師や医療技術員が提供す

る「健康フォーラム」，ホテルのシェフによるカ

ロリー計算された昼食を提供し，生活習慣病に関

するお話する「グルメディカルコース」の開催，

市教育委員会が窓口となっている「出前講座」へ

の医師，医療技術員の派遣など，市民の方々へ積

極的にアプローチして，開かれた，市民に親しま

れる市立病院を目指して努力してまいりたいと

存じます。 

 次に事務局長の人事についてですが，外部から

の登用は，確かに一考に価するものと存じます。

しかしながら，適任者ということになりますと，

なかなか難しいものがあります。現在，市では専

門性が求められる行政課題に対応するため，必要

に応じて特定分野内での異動や，長期にわたり同

一部署に所属できることとしておりますことか

ら，院内で育てて行くことを基本に，市長部局と
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り、肝炎から癌化した患者の早期発見にもつながり、

がん化した 11 例すべてが「早期がん」で発見され、

針で焼切って完治したということでした。 

この病診連携パスは、岐阜地域全体で共通のパス

を活用しているということです。その対象疾患も、

「ウイルス性肝炎」では、3 か月、6 か月の B 型、C

型に加え、2 カ月、4 か月用のパスまで、合計 8 種

類のパスを作ったほか、「急性心筋梗塞」「大腿骨頸

部骨折」「脳卒中」「ＰＳＡ検査」「前立腺がん治療」

「尿路上皮腫瘍」「前立腺肥大症・排尿障害」「糖尿

病」「肺がん」「胃がん」（2 種類）「大腸がん（治療

後経過観察）」「乳がん（治療後経過観察）」「ノンア

ルコール性脂肪肝」などにも広がってパスが登録さ

れているということでした。 

 

盛岡市立病院においても、岩手医大附属病院など

との「連携パス」を実践しているということですが、

開業医の先生たちとの連携パスの可能性はないの

か。その実現には、課題も大きいということですが、

もしできれば、患者にとっては安心できる医療とな

り、医療機関にとっても医療資源の効率的活用とな

り、開業の先生たちにとっても、病院にとってもプ

ラスに働くのではと感じてきたところです。医療や

病院経営について素人の、門外漢の域を出ない考え

だとは思いますが、盛岡市立病院において、可能性

がないのか、ご見解を伺います。 

 

3 つ目の問題は、保健医療介護との連携、住民と

ともに作る病院についてです。 

 国保藤沢病院の地域医療についての実践は、これ

また感動的なものでした。藤沢病院は、病院（一般

病床 54 床）に加え、老人保健施設、特別養護老人

ホーム、デイサービスセンター、グループホーム、

訪問看護ステーション、指定居宅介護支援事業所を

一体的に経営し、「医療サービスと福祉サービス」「入

院・入所と在宅サービス」を統合して経営していま

す。その思いは、「病気が治ったあとにお世話できな

い医療は役に立たないのではないかということであ

協議してまいりたいと存じます。 
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り、患者を丸ごと全身で理解して当たる、患者を知

りその人生と触れ合って、医療サービス、福祉サー

ビス、在宅から入院・入所サービスを一連のものと

して、統合して提供するという、これまでの枠を広

げた事業に藤沢病院の特徴があるということでし

た。保健・医療・介護の連携について、市立病院な

らではの挑戦はできないものでしょうか。 

 そして、藤沢病院が長年開催している「ナイトス

クール」など、住民とともに作り上げる自治体病院

の実践によって。病院は住民を知り、住民は病院を

知る。住民に支えられ育てられる病院には、研修医

も集まり、その医療実践の魅力でその後着任する医

師も生まれる・・というお話でした。住民とともに

作る市立病院をどう展望するのかも課題ではないか

と感じてきました。 

 お考えをお聞かせください。 

 

4 点目は、職員の問題です、とりわけ、管理者と

ともに病院経営の中核的役割を果たす、事務局長に

ついて、藤沢病院では、市からの持ち回りはやめ、

管理者が採用しているということです。病院経営に

は専門的な知識や経験、継続的な取り組みも求めら

れます。 

盛岡市立病院の事務局長の人事を見ますと、前々

局長は 6 年間務め、地方公営企業法の全部適用から

第一次改善期間中勤めましたがそれは例外的なこと

で、それ以前とそれ以後については、1 年から長く

ても 3 年。移動や定年で変わってしまう。長いスパ

ンで病院経営に管理者とともに歩む必要があるので

はないでしょうか。藤沢病院のように、管理者の採

用ということも一考に値するのではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。ご所見を伺います。 

 

【公契約条例について】 

最後に、公契約条例について伺います。 

10 月に視察した相模原市は平成 24 年 4 月 1 日、

「相模原市公契約条例」を施行しました。公契約条

例とは、市等地方自治体が発注する公共工事等に従

【公契約条例について】 

（市長答弁） 

次に，当市でも公契約条例の制定に進むべきで

はないか，についてでありますが，最低賃金の設

定など，労働者の労働条件に関する制度は，労
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事する労働者の賃金の下限額を決め、その支払いを

入札や落札の条件とするものであり、必要に応じて

市等が立ち入りや書類検査などを行ってその実効性

を担保する。というものです。 

公共工事の設計においては「設計労務単価」が定

められておりますが、低価格での入札によって、実

際にはその単価を下回る賃金となっており、その実

勢賃金水準が次年度の「設計労務単価」に反映する

仕掛けとなっているため、悪循環となって労働者の

賃金が減少し続けています。 

「公契約条例」は、このような悪循環に歯止めを

かけ、労働者の適正な労働条件の確保、労働環境の

整備によって、市民生活の向上を図るという目的を

持った、自治体政策の条例です。 

相模原市の条例では、賃金の下限額を定める対象

となる契約は、工事請負契約では 3 億円以上の工事、

業務委託では 1 千万円以上の、清掃や施設管理など

の長期的・継続的な委託契約となっています。 

賃金の下限額については、条例の規定に基づき、

「労働報酬審議会」に諮って市長が告示するとして

おり、24 年度の単価は、公共工事では「設計労務単

価」の「9 割に相当する額」、業務委託では「時給 885

円」と定められました。 

対象の労働者は、労働基準法第 9 条に規定する労

働者（労働の形態を問わず、賃金を支払われるもの）

とし、いわゆる「一人親方」も対象としています。 

さらに、この条例を実行性を担保するため、（１）

受注者は労働者に対して、公契約条例に基づいて契

約した工事であることや、問題があれば労働者が発

注者の市もしくは受注者である元請業者に申し立て

ができ、申し立てで不利益をこうむらないこと・な

どを周知すること また、（２）市は必要に応じて立

ち入り調査などを行い、必要であれば是正措置を求

め，受注者が措置を講じない場合は契約を解除する

ことができる・・などの規定を盛り込んでいます。 

相模原市では、最低賃金制度との関係や、そのこ

とによる事務量の増大など、自治体の条例化が持つ

問題点や課題なども明らかにしたうえでなお、この

働・賃金政策に関わる全国的な問題でありますこ

とから，国が制定するべきものと存じておりま

す。 

なお，最近の国の動向といたしましては，建設

業法において社会保険加入の確認・指導の実施や

建設業者の就労改善策の一環として，いわゆる一

人親方の実態調査に着手するなど，徐々に具体的

な取り組みがなされてきているものと感じてお

りますことから，全国市長会におきまして公契約

法に関する基本的方針等の策定について，引き続

き国に要請してまいりたいと存じます。 

 

（建設部長答弁） 

市の公共工事における労働者の賃金に関して

は，個人情報の問題もありますし，受注者の事務

的な負担もありますことから，現状では実態を把

握することは難しいと考えておりますが，設計労

務単価には賃金の実勢価格が反映されているも

のと存じております。従いまして，いわゆるダン

ピング受注が低賃金などの労働環境の悪化や工

事の品質低下につながるものと捉え，最低制限価

格制度を導入し，ダンピング受注に一定の歯止め

を行ってきたところであります。また，受注者に

対し下請け労働者を含めて雇用通知書発行の徹

底など文書での協力要請や，入札参加資格認定の

要件として社会保険等への加入を確認するなど，

契約制度を随時見直しながら，適正な労働条件が

図られるよう努めているところであります。 
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条例化に進んだ背景としては市長の強い思いがあっ

たこと、今日の経済情勢の中で、ワーキングプアと

いう言葉も生まれる中で、「課題があるから」と先の

ばしにはできない、と条例化を決断したということ

です。 

公契約条例の制定は、その後、国分寺市や世田谷

区などに広がり、秋田市でも条例制定を決めてパブ

リックコメントを実施し、2 月市議会で議決し、2014

年4月1日施行の方針で進めているということです。 

 盛岡市においても、政策ぜひ条例化を進めるべき

だと考えますがいかがでしょうか。市の公共工事に

おける労働者の賃金水準や労働実態について市は把

握しているでしょうか。その実態は、設計労務単価

と比較してどのような実態にあるか把握しているで

しょうか。それらも含めて、条例化に進むべきだと

考えますが、市長のご所見を伺います。 

 

 

 


