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野洲市政策調整部
企画調整課地域戦略室

（５８７－６１４１）

２０１３年７月２５日

（（（（新病院整備新病院整備新病院整備新病院整備のののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて））））



野洲病院から市に提案
『新病院基本構想2010』

中核的医療機関のあり方
について検討

市内市内市内市内にににに一定一定一定一定のののの役割役割役割役割をををを担担担担うううう
病院病院病院病院はははは必要必要必要必要

※野洲病院からの提案
市が新病院発足のための土地建物

と高額医療機器を調達し、野洲病院が
使用貸借して運営することを提案。

⇒ 市はその提案を不採用とした。

◎経緯など

市民ニーズ ⇒安心
市内の医療関係者⇒連携
医療行政の観点 ⇒役割分担

ただし・・・

市が新病院を整備する
可能性について検討

新病院整備新病院整備新病院整備新病院整備のののの可能性可能性可能性可能性ありありありあり

前提条件や課題が存在

・ 市財政の中長期見通し
・ 立地場所
・ 運営形態
・ 統計上の民間病院並みの
材料等の調達



耐震対策や設備更新などの問題で、先の見通しがたた

ない状況である野洲病院にかわり、市が責任を持って、

市民の医療と健康を担う市立病院を野洲駅南口市有地に

整備することが望ましい。と提案

◆◆◆◆ 市市市市のののの提案提案提案提案（（（（新病院整備新病院整備新病院整備新病院整備のののの考考考考ええええ方方方方））））

★★★★市市市市のののの提案提案提案提案

市民病院整備市民病院整備市民病院整備市民病院整備と立地場所立地場所立地場所立地場所（（（（野洲駅南口市有地野洲駅南口市有地野洲駅南口市有地野洲駅南口市有地））））は、
パッケージ提案（絶対条件）



超急性期病院超急性期病院超急性期病院超急性期病院
高度先進医療病院高度先進医療病院高度先進医療病院高度先進医療病院

在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療地域地域地域地域のののの診療所診療所診療所診療所

患者患者患者患者のののの症状症状症状症状にににに
合合合合わせてわせてわせてわせて紹介紹介紹介紹介

回復期医療回復期医療回復期医療回復期医療
在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療のののの
後方支援後方支援後方支援後方支援

病院間病院間病院間病院間でのでのでのでの
役割分担役割分担役割分担役割分担

緊急時緊急時緊急時緊急時のののの
入院対応入院対応入院対応入院対応などなどなどなど

※※※※在宅療養支援病院在宅療養支援病院在宅療養支援病院在宅療養支援病院

一般急性期病院一般急性期病院一般急性期病院一般急性期病院

◆◆◆◆ 一定一定一定一定のののの役割役割役割役割をををを担担担担うううう病院病院病院病院ののののイメージイメージイメージイメージ



◆◆◆◆ 基本方針基本方針基本方針基本方針でででで前提前提前提前提とするとするとするとする病院像病院像病院像病院像

①①①① 中軽度中軽度中軽度中軽度のののの症状症状症状症状でででで入院入院入院入院がががが必要必要必要必要なななな市内患者市内患者市内患者市内患者へのへのへのへの対応対応対応対応
②②②② 大学病院大学病院大学病院大学病院などのなどのなどのなどの急性期急性期急性期急性期でででで重度重度重度重度なななな医療医療医療医療をををを担担担担うううう病院病院病院病院とととと自宅療養自宅療養自宅療養自宅療養のののの間間間間をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ役割役割役割役割
③③③③ 在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療をををを推進推進推進推進するするするする上上上上でででで診療所等診療所等診療所等診療所等のののの後方支援後方支援後方支援後方支援のののの役割役割役割役割

○○○○ 主主主主なななな医療機能及医療機能及医療機能及医療機能及びびびび標榜診療科標榜診療科標榜診療科標榜診療科、、、、病床数病床数病床数病床数

○○○○ 病院施設等病院施設等病院施設等病院施設等のののの設定設定設定設定とととと想定費用想定費用想定費用想定費用

◎◎◎◎ 病院施設整備費用病院施設整備費用病院施設整備費用病院施設整備費用 約約約約 ５７５７５７５７ 億円億円億円億円

《病院施設等費用内訳》
① 施設延床面積 １４，９２５㎡ (７５㎡/床)
② 建築単価 ２７万円／㎡
③ 建築面積 (敷地面積) ４，４００㎡ (５，５００㎡)
④ 立体駐車場 ３００台 (１００台／３，０００㎡)

１９９１９９１９９１９９床床床床（一般病床９９床、回復期病床５０床、医療型療養病床５０床）病床数

内科・小児科・外科・整形外科・産婦人科・泌尿器科・眼科・

リハビリテーション科・人工透析・耳鼻咽喉科 等

診療科

１０診療科等、対応可能な５疾病４事業主な機能

◎新病院の役割

○○○○ 特色特色特色特色あるあるあるある病院病院病院病院づくりづくりづくりづくり

特化した診療科目の検討 ・尿失禁外来 ・女性専門外来 ・消化器系内視鏡センターなど



◆◆◆◆ 収支収支収支収支シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションにおけるにおけるにおけるにおける入院入院入院入院・・・・外来患者数外来患者数外来患者数外来患者数

入 院 患 者 数 （人）

1５１．８

４０．０

０．５

３．６

３７．５

２．１

４．６

１３．７

１３．１

１．５

３５．１

開 院 時

２８０．０１７４．２１６４．２１９９．０合計

ー４７．５４５．０５０．０療養病棟

２１．６０．５０．５０．６耳鼻咽喉科

２１．３４．１３．９４．９泌尿器科及び人工透析

２７．５４２．５４０．０５０．０リハビリテーション科

３３．３２．４２．２２．８眼科

２０．５５．２４．９６．１産婦人科

４３．４１５．６１４．６１８．３整形外科

２２．２１４．９１４．０１７．５外科

１８．６１．８１．７２．１小児科

７１．６３９．８３７．４４６．８内科

３年目以降２ 年 目病 床 数

外来患者数

（人）診 療 科 目

※患者数は、病床数に病床利用率を乗じて算出。
一般、回復病床（開院時７５％、２年目８０％、３年目以降８５％に病床利用率を設定）
療養病床 （開院時８０％、２年目９０％、３年目以降９５％に病床利用率を設定）

患者数／１日当り

入 院 患 者 数 （人）

５５，４０７

開 院 時

６８，６００６３，５８３５９，９３３合計

３年目以降２ 年 目

外来患者数

（人）

患者数／ １年当り

※年間当り外来患者数は、日当り患者数×２４５日



◆◆◆◆ 収支収支収支収支シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションにおけるにおけるにおけるにおける医師等職員数医師等職員数医師等職員数医師等職員数

２７２．０合計

２４．３事務職員

１０．３その他技能労務員

４１．５看護補助者

４６．９その他医療技術職員

５．８薬剤師

１２３．０看護師（准看護師含む）

２０．５医師

職 員 数 （人）職 員

※職員数は、平成２３年病院経営実態調査報告を基に算出。

常勤職員１日当り



累積損益累積損益累積損益累積損益 ((((病院開業前経費含病院開業前経費含病院開業前経費含病院開業前経費含むむむむ））））

減価償却前損益

その他経費

医業外費用(企業債利息等)

医業損益医業損益医業損益医業損益 ((((ｱｱｱｱ))))----((((ｴｴｴｴ))))

減価償却を除く

病院事業損益病院事業損益病院事業損益病院事業損益 (a)(a)(a)(a)----(b)(b)(b)(b)

一般財源繰入金

人件費

材料費

減価償却費

医業収益

国交付金（利息分含）

病院事業費用病院事業費用病院事業費用病院事業費用

入院診療収益

外来診療収益

その他医業収益

医業外収益

病院事業収益病院事業収益病院事業収益病院事業収益 (a)(a)(a)(a)

(ｱ)

((((bbbb))))

(ｲ)

(ｴ)医業費用

(ｵ)

2,9812,9812,9812,981

2,759

2,026

572

161

222

201

21

2,996

319

394

1,736

452

414

215

118

△△△△238238238238

3,1143,1143,1143,114

△△△△133133133133

△△△△146146146146

3,1353,1353,1353,135

2,912

2,176

572

163

223

201

22

3,083

410

416

1,749

480

437

309

122

△△△△171171171171

3,2053,2053,2053,205

△△△△70707070

△△△△216216216216

3,2773,2773,2773,277

3,054

2,316

572

165

223

201

22

3,156

497

437

1,762

499

458

397

123

△△△△102102102102

3,2793,2793,2793,279

△△△△2222

△△△△219219219219

3,2613,2613,2613,261

3,047

2,310

572

165

214

197

17

2,963

502

436

1,761

309

457

393

105

84848484

3,0683,0683,0683,068

193193193193

596596596596

3,2683,2683,2683,268

3,047

2,310

572

165

220

200

20

3,103

495

436

1,761

449

457

393

118

△△△△55555555

3,2213,2213,2213,221

47474747

△△△△195195195195

3,2693,2693,2693,269

3,047

2,310

572

165

222

200

21

3,172

494

436

1,761

517

457

393

121

△△△△124124124124

3,2933,2933,2933,293

△△△△24242424

△△△△242242242242

3,2493,2493,2493,249

3,047

2,310

572

165

201

191

10

2,828

514

436

1,761

174

457

393

81

219219219219

2,9092,9092,9092,909

340340340340

3,4853,4853,4853,485

3,2623,2623,2623,262

3,054

2,316

572

165

208

194

14

2,918

511

437

1,762

261

458

397

94

136136136136

3,0123,0123,0123,012

250250250250

1,7941,7941,7941,794

○○○○収支計画収支計画収支計画収支計画 （単位：百万円）

（内
訳
）

（内
訳
）

（内
訳
）

1年目 2年目 20年目15年目4年目3年目 10年目5年目【収益的収支】

＊＊＊＊材料費及材料費及材料費及材料費及びそのびそのびそのびその他経費他経費他経費他経費をををを民間並民間並民間並民間並みにみにみにみに調達調達調達調達することをすることをすることをすることを前提前提前提前提

この収支計画は、現行制度を前提として問題のない範囲で設定したものであり、将来の診療報酬や国の交付税
措置ルールの変更などに対応したものではありません。

入院診療単価は、平成２３年病院経営実態調査報告書の平均単価の２割り増しで設定。（リハ、療養除く）

外来診療単価は、平成２３年病院経営実態調査報告書（１００床～１９９床市町村・組合立病院実績）で設定。



野洲市中期財政見通し
＜平成24年10月公表＞

過去の決算状況等を参考に、平成23年度決算及び平成24年度予算に

おける制度、施策等を基本として、一定の条件のもとに推計したものである。

△ 998,948△ 998,948△ 998,948△ 998,948

△ 1,170,163△ 1,170,163△ 1,170,163△ 1,170,163

△ 847 ,226△ 847 ,226△ 847 ,226△ 847 ,226

△ 503,295△ 503,295△ 503,295△ 503,295

116,543116,543116,543116,543

△ 480 ,007△ 480 ,007△ 480 ,007△ 480 ,007

503,220503,220503,220503,220

△ 1,400,000

△ 1,200,000

△ 1,000,000

△ 800,000

△ 600,000

△ 400,000

△ 200,000

0

200,000

400,000

600,000

千円

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ28Ｈ27 Ｈ29

Ｈ24
決算
見込

Ｈ23
決算

歳入歳出差引

平成27年度以降は、
不足額不足額不足額不足額がががが拡大拡大拡大拡大

◆◆◆◆ 中期財政見通中期財政見通中期財政見通中期財政見通しししし



新病院整備の基本方針（素案）を市議会特別委員会へ提案
採決結果 ⇒ 賛成多数賛成多数賛成多数賛成多数でででで承認承認承認承認
（委員19名中、賛成12名、反対7名）

市議会市議会市議会市議会のののの１１１１////３３３３
以上以上以上以上がががが反対反対反対反対

1／3以上の反対を重く受け止め

慎重な対応が必要と判断

市は当分の間、新病院整備の「検討を凍結」します

賛成多数賛成多数賛成多数賛成多数であるがであるがであるがであるが・・・・・・・・・・・・

【【【【凍結後凍結後凍結後凍結後のののの取組取組取組取組みみみみ】】】】
● 議会制民主主義の原則から、市民の総意を得る前提として、市議会の
大多数の賛同が得られる状況づくり

● 新しい行財政改革プランの策定過程で財政見通しを一層明らかにする
● 市の医療サービスの現状とあり方に一層の市民理解を得る

◆◆◆◆ 新病院整備新病院整備新病院整備新病院整備のののの検討検討検討検討についてについてについてについて ⇒⇒⇒⇒ 「「「「検討検討検討検討のののの凍結凍結凍結凍結」」」」のののの経緯経緯経緯経緯



◆◆◆◆ そのそのそのその後後後後のののの取組取組取組取組みみみみ

＊ １月２５日・２６日市民懇談会 （予算・病院・交通ネットワーク）

＊ ２月１日 市広報２月号（新病院整備の検討凍結）

＊ ２月８日 まちづくり井戸端座談会

＊＊＊＊ １月３０日 （守山野洲医師会と市議会議員との懇談会）

＊ ３月２日 新日本婦人の会野洲支部 新病院懇談会

＊＊＊＊ 12月20日 市議会臨時全員協議会（検討凍結を表明）

＊ ３月１１日 野洲工業会役員会 新病院懇談会

＊ ３月中旬 市民アンケート実施（中核的医療機関のあり方）

＊ ５月２５日 野洲市女性団体連絡協議会研修会

＊ ５月３１日 公開討論会（新病院整備の必要性について）

＊ ６月２４日 都市基盤整備特別委員会



● 今回の討論会では、新病院整備の必要性そのものへの反対意見は

ありませんでしたが、市財政への影響や野洲駅南口での立地に対して、

懸念や不安の声がありました。

● 懸念や不安の意見の論点は以下の３点にまとめました。

◆◆◆◆ 公開討論会公開討論会公開討論会公開討論会（（（（5555月月月月31313131日開催日開催日開催日開催））））におけるにおけるにおけるにおける意見交換意見交換意見交換意見交換

新病院新病院新病院新病院のののの健全経営健全経営健全経営健全経営
についてについてについてについて

市財政市財政市財政市財政のののの将来見将来見将来見将来見
通通通通しについてしについてしについてしについて

立地場所立地場所立地場所立地場所についについについについ
てててて



論点論点論点論点のののの整理整理整理整理とととと市市市市のののの考考考考ええええ方方方方 ①①①①

・・・・ 専門家専門家専門家専門家によるによるによるによる収支収支収支収支シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションをををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて検討検討検討検討しししし
ておりておりておりており、、、、赤字経営赤字経営赤字経営赤字経営をををを前提前提前提前提のののの提案提案提案提案をををを行行行行っているものではっているものではっているものではっているものではなななな
いいいい。。。。

・・・・ 公立化公立化公立化公立化によりによりによりにより新新新新たにたにたにたに見込見込見込見込めるめるめるめる国国国国のののの交付金交付金交付金交付金とととと現在現在現在現在のののの野洲野洲野洲野洲
病院病院病院病院へのへのへのへの補助金補助金補助金補助金とととと同等同等同等同等のののの負担負担負担負担でででで、、、、新病院新病院新病院新病院をををを整備整備整備整備しししし運営運営運営運営でででで
きるきるきるきる見通見通見通見通しであるしであるしであるしである。。。。ただしただしただしただし、、、、医療制度医療制度医療制度医療制度のののの変更変更変更変更やややや社会経済社会経済社会経済社会経済
状況状況状況状況によってはによってはによってはによっては、、、、不測不測不測不測のののの事態事態事態事態がががが生生生生じるじるじるじる恐恐恐恐れはあるれはあるれはあるれはある。。。。それそれそれそれ
にににに対応対応対応対応するするするする市財政市財政市財政市財政のののの体力体力体力体力はははは必要必要必要必要であるであるであるである。。。。

・・・・ 多多多多くのくのくのくの公立病院公立病院公立病院公立病院がががが赤字赤字赤字赤字であるがであるがであるがであるが、、、、健全経営健全経営健全経営健全経営できているできているできているできている
病院病院病院病院もあるもあるもあるもある。。。。シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションをををを踏踏踏踏まえまえまえまえ透明透明透明透明、、、、効率的効率的効率的効率的なななな
運営運営運営運営のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを作作作作るるるる。。。。

新病院新病院新病院新病院のののの健全経営健全経営健全経営健全経営についてについてについてについて



・・・・ 市財政市財政市財政市財政のののの中長期見通中長期見通中長期見通中長期見通しはしはしはしは、、、、非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況であるであるであるである
がががが、、、、そのそのそのその原因原因原因原因のののの一部一部一部一部はははは無理無理無理無理なななな投資投資投資投資やややや無駄無駄無駄無駄なななな投資投資投資投資などなどなどなど過過過過
去去去去のののの財政運営財政運営財政運営財政運営にもあるにもあるにもあるにもある。。。。市市市市のののの地域医療地域医療地域医療地域医療サービスサービスサービスサービスのののの重要重要重要重要
性性性性とととと現在現在現在現在のののの野洲病院野洲病院野洲病院野洲病院へのへのへのへの財政支援財政支援財政支援財政支援をををを総合的総合的総合的総合的にににに考考考考えるとえるとえるとえると、、、、
新病院整備新病院整備新病院整備新病院整備のののの政策上政策上政策上政策上のののの優先度優先度優先度優先度がががが高高高高いいいい。。。。

・・・・ 新病院整備費用新病院整備費用新病院整備費用新病院整備費用のののの約約約約５７５７５７５７億円億円億円億円についてはについてはについてはについては、、、、制度上制度上制度上制度上のののの
借入金借入金借入金借入金（（（（企業債企業債企業債企業債））））によりによりによりにより対応対応対応対応することとなるがすることとなるがすることとなるがすることとなるが、、、、計画計画計画計画
的的的的なななな返済返済返済返済をををを行行行行うのでうのでうのでうので、、、、実質的実質的実質的実質的にににに新新新新たなたなたなたな財政負担財政負担財政負担財政負担がががが生生生生じじじじ
るるるるものではないものではないものではないものではない。。。。

論点論点論点論点のののの整理整理整理整理とととと市市市市のののの考考考考ええええ方方方方 ②②②②

市財政市財政市財政市財政のののの将来見通将来見通将来見通将来見通しついてしついてしついてしついて



論点論点論点論点のののの整理整理整理整理とととと市市市市のののの考考考考ええええ方方方方 ③③③③

立地場所立地場所立地場所立地場所についてについてについてについて

・・・・ 新病院新病院新病院新病院のののの立地場所立地場所立地場所立地場所はははは、、、、病院病院病院病院のののの稼働率確保稼働率確保稼働率確保稼働率確保によるによるによるによる経営経営経営経営
安定安定安定安定のののの観点観点観点観点からからからから野洲駅南口市有地野洲駅南口市有地野洲駅南口市有地野洲駅南口市有地とするとするとするとする。。。。

・・・・ 野洲駅周辺野洲駅周辺野洲駅周辺野洲駅周辺はははは、、、、既存既存既存既存のののの公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関（（（（路線路線路線路線バスバスバスバス・・・・
ミュニティバスミュニティバスミュニティバスミュニティバス））））がががが利用利用利用利用できるためできるためできるためできるため、、、、市民市民市民市民がががが利用利用利用利用しやしやしやしや
すくすくすくすく、、、、医療医療医療医療スタッフスタッフスタッフスタッフのののの確保確保確保確保にもにもにもにも有利有利有利有利であるであるであるである。。。。

・・・・ 郊外郊外郊外郊外にににに病院病院病院病院をををを立地立地立地立地したしたしたした場合場合場合場合、、、、近隣市近隣市近隣市近隣市のののの病院病院病院病院とととと競合競合競合競合すすすす
るるるることになりことになりことになりことになり、、、、収支計画収支計画収支計画収支計画がががが成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない。。。。



賛成議員賛成議員賛成議員賛成議員のののの意見意見意見意見

・・・・ 財政状況財政状況財政状況財政状況がががが厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、市内市内市内市内にににに病院病院病院病院がががが絶対必要絶対必要絶対必要絶対必要とととと、、、、直接市民直接市民直接市民直接市民のののの

声声声声をををを聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。

・・・・ 医師医師医師医師やややや医療機関医療機関医療機関医療機関のののの専門家専門家専門家専門家からからからから、、、、市内市内市内市内にににに中核的医療機関中核的医療機関中核的医療機関中核的医療機関がががが必要必要必要必要とととと言言言言われてわれてわれてわれて

いるいるいるいる。。。。

・・・・ 市民市民市民市民アンケートアンケートアンケートアンケート、、、、公開討論会公開討論会公開討論会公開討論会あるいはあるいはあるいはあるいは市民市民市民市民とのとのとのとの対話対話対話対話のののの中中中中でででで、、、、圧倒的多数圧倒的多数圧倒的多数圧倒的多数

のののの市民市民市民市民がががが市内市内市内市内にににに病院病院病院病院はははは必要必要必要必要とととと一定確認出来一定確認出来一定確認出来一定確認出来たたたた。。。。

都市基盤整備特別委員会都市基盤整備特別委員会都市基盤整備特別委員会都市基盤整備特別委員会でででで出出出出たたたた主主主主なななな意見意見意見意見（（（（６６６６月月月月２４２４２４２４日開催日開催日開催日開催））））



反対議員反対議員反対議員反対議員のののの意見意見意見意見
そのそのそのその１１１１

・・・・ 病院経営病院経営病院経営病院経営でででで赤字経営赤字経営赤字経営赤字経営となったときとなったときとなったときとなったとき、、、、５５５５万人規模万人規模万人規模万人規模のののの財政力財政力財政力財政力ではではではでは財政圧迫財政圧迫財政圧迫財政圧迫をををを
来来来来たすたすたすたす。。。。
またまたまたまた、、、、仮仮仮仮にににに病院病院病院病院をををを建設建設建設建設するとしてもするとしてもするとしてもするとしても、、、、駅前駅前駅前駅前ででででななななかってもかってもかってもかっても良良良良いといといといと思思思思うううう。。。。

⇒⇒⇒⇒ 人口人口人口人口５５５５万人万人万人万人のののの野洲市野洲市野洲市野洲市にはにはにはには、、、、新病院新病院新病院新病院をををを整備整備整備整備・・・・運営運営運営運営することはすることはすることはすることは財政的財政的財政的財政的にににに重重重重
荷荷荷荷であるがであるがであるがであるが、、、、専門家専門家専門家専門家によるによるによるによる収支収支収支収支シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションをををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて検討検討検討検討してしてしてしておおおお
りりりり、、、、赤字経営前提赤字経営前提赤字経営前提赤字経営前提のののの提案提案提案提案ではないではないではないではない。。。。
またまたまたまた、、、、病院病院病院病院のののの稼働率確保稼働率確保稼働率確保稼働率確保によるによるによるによる経営安定経営安定経営安定経営安定のののの観点観点観点観点やややや、、、、既存既存既存既存のののの公共交通機公共交通機公共交通機公共交通機

関関関関がががが利用利用利用利用しやすいことなどからしやすいことなどからしやすいことなどからしやすいことなどから、、、、野洲駅南口市有地野洲駅南口市有地野洲駅南口市有地野洲駅南口市有地としているとしているとしているとしている。。。。

・・・・ 行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革がされないがされないがされないがされない中中中中でででで、、、、そのままそのままそのままそのまま進進進進むのはむのはむのはむのは相当危険相当危険相当危険相当危険。。。。
⇒⇒⇒⇒ 現在現在現在現在、、、、よりよりよりより良良良良いいいい市民市民市民市民サービスサービスサービスサービスをををを安定的安定的安定的安定的かつかつかつかつ継続的継続的継続的継続的にににに提供提供提供提供するためにするためにするためにするために行行行行
財政改革財政改革財政改革財政改革をををを進進進進めておりめておりめておりめており、、、、市民市民市民市民サービスサービスサービスサービスのののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして新病院整備新病院整備新病院整備新病院整備をををを位置付位置付位置付位置付
けているけているけているけている。。。。

都市基盤整備特別委員会都市基盤整備特別委員会都市基盤整備特別委員会都市基盤整備特別委員会でででで出出出出たたたた主主主主なななな意見意見意見意見（（（（６６６６月月月月２４２４２４２４日開催日開催日開催日開催））））



反対議員反対議員反対議員反対議員のののの意見意見意見意見
そのそのそのその２２２２

・・・・ 実質公債比率実質公債比率実質公債比率実質公債比率がががが危険危険危険危険ラインラインラインラインをををを突破突破突破突破するようなするようなするようなするような見通見通見通見通しのしのしのしの中中中中でででで、、、、新新新新たなたなたなたな投資投資投資投資
をしていくのはをしていくのはをしていくのはをしていくのは危険危険危険危険であるであるであるである。。。。
またまたまたまた、、、、野洲駅前野洲駅前野洲駅前野洲駅前でなくでなくでなくでなく、、、、新新新新たなまちづくりのたなまちづくりのたなまちづくりのたなまちづくりの考考考考えのえのえのえの中中中中でででで、、、、土地土地土地土地をををを取得取得取得取得しししし

病院病院病院病院をををを立地立地立地立地すればどうかすればどうかすればどうかすればどうか。。。。
⇒⇒⇒⇒ 十分十分十分十分なななな財源確保財源確保財源確保財源確保がががが出来出来出来出来ないままにないままにないままにないままに実施実施実施実施しているしているしているしている助成金助成金助成金助成金やややや利用計画利用計画利用計画利用計画ののののたたたた
たないたないたないたない土地土地土地土地のののの取得取得取得取得、、、、またまたまたまた、、、、早期早期早期早期にににに着手着手着手着手すべきすべきすべきすべき学校学校学校学校のののの耐震化耐震化耐震化耐震化やややや老朽化老朽化老朽化老朽化にににに伴伴伴伴
ううううクリーンセンタークリーンセンタークリーンセンタークリーンセンター更新事業更新事業更新事業更新事業のののの推進推進推進推進などによりなどによりなどによりなどにより財政圧迫財政圧迫財政圧迫財政圧迫がががが生生生生じているじているじているじている。。。。
新病院整備費用新病院整備費用新病院整備費用新病院整備費用のののの約約約約５７５７５７５７億円億円億円億円についてはについてはについてはについては、、、、制度上制度上制度上制度上のののの借入金借入金借入金借入金（（（（企業債企業債企業債企業債））））

でででで対応対応対応対応しししし、、、、病院事業会計病院事業会計病院事業会計病院事業会計のののの中中中中でででで計画的計画的計画的計画的にににに返済返済返済返済するするするする自立型病院自立型病院自立型病院自立型病院なのでなのでなのでなので、、、、実実実実
質的質的質的質的にににに新新新新たなたなたなたな財政負担財政負担財政負担財政負担がががが生生生生じるものではないじるものではないじるものではないじるものではない。。。。
またまたまたまた、、、、郊外郊外郊外郊外にににに病院病院病院病院をををを立地立地立地立地したしたしたした場合場合場合場合、、、、近隣市近隣市近隣市近隣市のののの病院病院病院病院とととと競合競合競合競合することとすることとすることとすることと

なりなりなりなり、、、、収支計画収支計画収支計画収支計画がががが成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない。。。。

・・・・ 国国国国のののの交付金交付金交付金交付金はわかるがはわかるがはわかるがはわかるが、、、、医療費医療費医療費医療費のののの改定改定改定改定をしないをしないをしないをしない限限限限りりりり、、、、病院経営病院経営病院経営病院経営はははは黒字黒字黒字黒字にににに
ならないならないならないならない。。。。
⇒⇒⇒⇒ 総務省総務省総務省総務省がががが昨年昨年昨年昨年９９９９月月月月にまとめたにまとめたにまとめたにまとめた「「「「公立病院改革公立病院改革公立病院改革公立病院改革プランプランプランプランのののの実施状況実施状況実施状況実施状況」」」」によによによによ
るとるとるとると、、、、経常収支経常収支経常収支経常収支がががが黒字黒字黒字黒字だっただっただっただった病院病院病院病院、、、、全国全国全国全国ではではではでは５３５３５３５３％、％、％、％、近畿近畿近畿近畿ではではではでは４６４６４６４６％％％％でででで
ありありありあり、、、、野洲市野洲市野洲市野洲市においてもにおいてもにおいてもにおいても透明透明透明透明、、、、効率的効率的効率的効率的なななな運営運営運営運営をををを行行行行いいいい黒字経営黒字経営黒字経営黒字経営のののの病院病院病院病院ををををめめめめ
ざすざすざすざす。。。。

都市基盤整備特別委員会都市基盤整備特別委員会都市基盤整備特別委員会都市基盤整備特別委員会でででで出出出出たたたた主主主主なななな意見意見意見意見（（（（６６６６月月月月２４２４２４２４日開催日開催日開催日開催））））



耐震対策耐震対策耐震対策耐震対策やややや設備更新設備更新設備更新設備更新などのなどのなどのなどの問題問題問題問題でででで、、、、先先先先のののの見通見通見通見通しがしがしがしが

たたないたたないたたないたたない状況状況状況状況であるであるであるである野洲病院野洲病院野洲病院野洲病院にかわりにかわりにかわりにかわり、、、、市市市市がががが責任責任責任責任をををを

持持持持ってってってって、、、、市民市民市民市民のののの医療医療医療医療とととと健康健康健康健康をををを担担担担うううう市立病院市立病院市立病院市立病院をををを野洲駅野洲駅野洲駅野洲駅

南口市有地南口市有地南口市有地南口市有地にににに整備整備整備整備することがすることがすることがすることが望望望望ましいましいましいましい。。。。とととと提案提案提案提案

◆◆◆◆ 市市市市のののの提案提案提案提案（（（（新病院整備新病院整備新病院整備新病院整備のののの考考考考ええええ方方方方））））

★★★★市市市市のののの提案提案提案提案



・ 市が提案している新病院整備について、

皆さんはどのようにお考えですか？


