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１ 開会 

【事務局】 

 本日は大変お忙しい中、またお暑い中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。ただいまから、

第８回国保匝瑳市民病院新改革プラン及び建替整備検討委員会を開催いたします。 

まず初めに、本日の出席委員は１３名、欠席委員は１名、したがいまして本日の会議は成立していること

をご報告申し上げます。続きまして、資料の確認をさせていただきたいと思います。事前にお配りしている

資料は６点ございます。 

資料１匝瑳市議会全員協議会における意見について、資料２建設候補地の選定について、資料３建設候補

地用地取得費等の比較、資料４敷地概要図（候補地 A）、資料５敷地概要図（候補地 B）、資料６建設候補

地の比較・選定評価資料でございます。 

また、本日机の上に置かせていただきました資料が１点、資料７といたしまして指定管理者移行病院調査

資料の計７点でございます。これらにつきまして資料の配布漏れ等はございませんでしょうか。よろしいで

すか。 

本日の議題は２件用意させていただいております。まず、議題１建設候補地についてでございます。建設

候補地につきましては前回の検討委員会でもご議論いただいたところでございますが、本日は再度その経費

面の資料や候補地を２点に絞った比較資料なども提出させていただきまして、再度ご検討をお願いするもの

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

また、去る６月１６日に市議会議場におきまして匝瑳市議会全員協議会が開催されました。主に新改革プ

ランの内容と建設候補地に関して質疑がございまして、意見などがございました。その中で検討委員会に意

見を届けてもらいたいとのご依頼がございましたので、本日、一覧にして配布させていただきました。 

これらの意見につきましてはカテゴリー別に６つに分類してございます。建設候補地に関するものは議題

１の建設候補地に関する検討の際に、また経営統合以降のものにつきましては議題２のその他の中で内容を

紹介させていただきましてご意見をいただきたいと考えております。それでは、委員会の進行につきまして

は、江波戸委員長に議長となっていただきましてお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【議長】  

はい。それでは、ただいまから第８回の委員会に入らせていただきます。ただいま事務局から説明がござ

いましたように、市議会の全員協議会において、いろいろなご意見があったようでございます。委員の皆さ

んの忌憚のないご意見をいただいて、それでは慎重審議の程よろしくお願いしたいと思います。 

それでは議題 1 の（1）建設候補地についてということで議題にしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。事務局から説明お願いします。 

 

２ 議題 

（１）建設候補地について 

 

【事務局】  

はい。それでは、議題１、建設候補地について説明をさせていただきます。本件の資料につきましては資

料２から資料６までございますけれども、資料２と資料３が院内の検討委員会において候補地を２カ所に絞っ
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た関係の資料となります。 

建設候補地につきましては前回の委員会にお諮りした際に２案に絞って検討いただくことで了承いただい

たものと考えておりますけれども、２案に絞った経過について説明が不足していた部分もあります。また、

先ほど説明がありましたように議会のほうからも意見等ございましたので、再度比較資料を用いて詳細な説

明をさせていただくために院内検討委員会の検討資料を用意いたしましたので、説明させていただきたいと

思います。 

資料２建設候補地の選定について、こちらが４カ所の建設候補地について比較した資料になります。比較

にあたりましては安全性や経済性などの６つの検討項目に基づき検討していますが、特にそうさぬくもりの

郷との連携という部分を重視するとともに、今後の病院経営のため経済性についても重視して検討しており

ます。 

資料３建設候補地用地取得費等の比較、こちらが３カ所の候補地の用地取得費について比較した資料です。

候補地 Aの病院北側駐車場及びその周辺と候補地 B、ぬくもりの郷隣接地、候補地 C、八日市場駅南側の用

地の取得費等について概算ではありますけれども、積算した資料となっております。 

それでは、資料２建設候補地の選定についてをご覧ください。こちらに書いてございますが、院内検討委

員会の資料と同じものをお出ししているものでございます。前回、こちらについてこれと似たような資料を

お配りしていますけども、その際には 2点に絞った理由ということでお出ししております。 

今回については４カ所を２カ所に絞った経過がわかりやすく説明されていると思いますので、上からまた

再度読ませていただいて説明させていただきたいと思います。 

建設候補地について現病院の周辺２カ所、市民病院北側駐車場とぬくもりの郷隣接地に加えて、これまで

に建替整備検討委員会などで委員等の出席者から建設候補地として発言のあった土地２カ所、八日市場駅南

側と望洋荘跡地の計４カ所について下記の観点から比較検討した結果は次のとおりです。 

検討の詳細はこの続きで表をつけてございます。検討結果としましては候補地 Aと候補地 Bの現病院の周

辺２カ所が候補地として適しているものと考えられますということです。１として比較検討した土地と結果

としましては、候補地 A市民病院北側駐車場とその隣接地については候補地として適している。候補地 Bそ

うさぬくもりの郷の隣接地、こちらも候補地として適している。候補地 C八日市場駅南側、候補地として適

していない。候補地 D望洋荘跡地、候補地として適していない。 

２番目、比較観点として（1）安全性、自然災害への対応、（2）ぬくもりの郷との連携、併設する介護老

人保健施設との連携、（3）経済性、用地取得等のコストなど、（4）利便性、アクセスのしやすさ、（5）周

辺環境、地域住民や医療機関等への影響、（6）工事期間中の現病院及びぬくもりの郷への影響ということで、

3 番には比較観点の詳細といたしまして詳細を書かせていただいております。 

（1）安全性につきましては東日本大震災以降、津波などの自然災害に対する対応、対策の重要性が高まっ

ている中、大規模災害時に負傷者の受け入れ拠点となるべき市民病院については災害に対する対策を万全に

する必要がある。津波災害への対応として、千葉県の被害想定によると市の沿岸部については元禄地震想定

で候補 Dの望洋荘跡地については 5m程度の津波が想定されており、津波発生時に大きな被害が想定される

沿岸部は建設候補地とすることは難しい。よって、候補地 Dの望洋荘跡地については以後の評価は行わない

としています。 

ページをめくっていただいて集中豪雨への対応ですけども、近年、気候変動の影響により大型化した台風



4 

 

や局地的大雨による豪雨災害が全国各地で頻発している。本市の市街地には大規模な河川がないことから、

河川の氾濫による水害は想定されてないが、水田は大雨のときに一時的に雨水を溜め、浸水被害を防止する

役割を果たしていることから、水田を埋め立てる場合は周辺への影響に十分な配慮が必要である。 

（2）ぬくもりの郷との連携、①市民病院は附帯事業として介護老人保健施設『そうさぬくもりの郷』を運

営することにより、医療から介護まで切れ目のないサービスを提供している。②『そうさぬくもりの郷』を

建設する際には病院との一体の経営を図るために、医療福祉ゾーンともいうべき位置づけのもと病院から程

近い場所を選定している。③匝瑳市では平成２３年５月に策定した『匝瑳市都市計画マスタープラン』で匝

瑳市民病院、そうさぬくもりの郷を中心とした周辺地区を医療福祉サービスの拠点として整備することが掲

げられている。④ぬくもりの郷との距離が近いことは入所者の容体急変時の病院への移動や病院医師の対応

が容易になるなど、それぞれの業務の連携上のメリットが大きい。⑤施設が隣接する場合には併設扱いとな

り、市民病院医師がぬくもりの郷の施設長を兼務することも可能となる。⑥ぬくもりの郷と建物が近接する

ことで施設の管理等の経費の共通化による節減と併せて、将来的には事務管理部門の一元化等も見込まれる。 

（3）経済性（用地取得等のコスト）など。 

用地取得費について。①移転先ごとに用地の取得面積と取得単価は異なる。②すべての用地を新たに取得

する場合には駐車場なども含めると２２，０００㎡程度の用地を確保する必要がある。小見川総合病院参考

です。③現病院の駐車場用地や施設解体後の用地を駐車場として利用できる場合は、そのぶん取得面積が少

なくて済む。 

用地費以外の経費について。①水田の場合には盛り土して造成する必要があり、別途造成工事費が必要と

なる。②北側駐車場については状況に応じて西側山林部分の下りの法面を補強する必要があり、盛り土造成、

擁壁工事等が必要となる。③進入路の整備が必要となる場合には、そのための用地取得費及び工事費が発生

する。 

不採算地区病院補助について。①不採算地区病院の基準に該当する場合には、一般会計から病院事業会計

へ補助金が支出される。新病院、１００床では年間約１億円を予定するものである。 

②不採算地区病院の判定基準は病床数１５０床未満で、かつ、病院の半径５㎞以内の人口が３万人未満と

定められているため、病院の建設場所により対象とならない場合がある。不採算地区病院補助については特

別交付税の交付基準に基づき一般会計が支出するもので、一般会計には特別交付税でというかたちで国から

補填されます。補足ですけども、当病院についてはこれまで１５７床でしたので該当していませんでしたけ

れども、平成２８年２月１日に１１０床に変更になってから該当するようになっています。平成２８年度は

８，４２０万円、平成２９年度も８，４２０万円の市からの補助をもらうということになっています。これ

が１００床になると１億円をちょっと超えるぐらいの額になるということです。 

（4）利便性。①現在地は歩道つきの市道が整備されており、市街地や国道２９６号からのアクセスもよい。

駐車場も十分あり、車での通院には十分な環境である。②市内循環バスも必ず病院を経由するよう運行され

ているので、交通弱者のアクセス手段も確保されている。③八日市場駅からも送迎バスを運行しているため、

鉄道利用者の利便性も確保されている。④八日市場駅の徒歩圏内に移転した場合には、鉄道利用者の利便性

が高まることが期待できる。 

（5）周辺環境、地域住民や医療機関等への影響等。①現在地に市民病院が開設されてから 60年近くが経

過しようとしているため、地域住民とはおおむね良好な関係が築かれており、救急車による患者の搬送に対
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しても苦情は寄せられていない。②新たな場所に移転する場合には周辺住民の理解や場合によっては医療機

関の理解を得て用地買収を進める必要があり、事業進捗のうえでの不安要素ともなり得るものである。 

（6）工事期間中の現病院及びぬくもりの郷への影響。①工事期間中の騒音が現病院の入院患者及びぬくも

りの郷の入所者へ与える影響について配慮する必要がある。②工事期間中現在の駐車場用地が使用できない

場合には、患者駐車場及び職員駐車場の確保が必要となる。 

ということで、次のページでは建設候補地の比較表ということで、このページは今の６点の比較観点のも

と３候補地点についての相対評価ということです。この候補 3 点の中でどこが優れているか、劣っているかっ

ていう部分を「◎」、「〇」、「△」で評価した資料になっています。「◎」が良くて、次いで「〇」、「△」

となっています。 

まず安全性ということでは候補地 A病院北側駐車場について、現地は標高４０ｍと市内でも高いところに

あり、地盤も固く大雨による水害の心配は皆無である。②状況により、コンクリート廃材で造成した部分へ

の対処が必要となる。③状況により、西側の下りの法面について補強対策が必要となるということで「〇」

評価です。 

候補地 B ぬくもりの郷については標高４０ｍと市内でも高いところにあり、地盤も固く大雨による水害の

心配は皆無であるということで「◎」。 

候補地 C八日市場駅南側については、①水田地帯のため、地盤が弱いことが想定される。②盛り土造成す

るため、基礎補強をする建物以外の部分の地盤沈下が想定される。③水田を埋め立てる面積が広大であるた

め、豪雨時の周辺環境への影響が懸念されるということで「△」評価です。 

続いてぬくもりの郷との連携については、候補地 A については現状とほぼ変わらずということで「〇」、

候補地 B については施設が隣接する場合には併設扱いとなり、ぬくもりの郷の施設長の兼務も可能となる。

入所者の病院への移動や病院医師の対応が容易になるなど、さらなる連携が期待できる。建物が近接するこ

とで施設の管理等の経費の共通化による節減も見込まれるということで「◎」。 

候補地 Cについてはぬくもりの郷からの距離があることから、入所者の容体急変の医師の対応などについ

て現状のメリットが薄れるということで「△」評価です。 

経済性につきましては、北側駐車場には市有地と借地部分があり、借地部分と新たに敷地とする部分を購

入する必要があるが、現病院施設の解体後の敷地を駐車場などに転換できることから取得面積は一番小さく

なる。用地単価は歩道付きの幹線市道沿いであるため、候補地 Bよりも高くなると見込んでいる。③家屋が

１棟あるため、その移転補償経費が発生する。④状況により崖部分の盛り土、擁壁工事に用地取得と事業費

が発生する。 

候補地 B については、北側駐車場を職員駐車場などとして利用できるため、そのぶん取得面積は小さくな

る。②新たに進入路を整備する場合、その分の用地取得と事業費が発生する。③用地単価は最も低くなるも

のと見込んでいる。④植木畑があるため、植木に対する補償が発生するということで「〇」です。 

候補地 Cについては、すべての用地を新たに取得するので、駐車場などの用地も含めて新たに２２，００

０㎡程度の用地を確保する必要があり、駅に近く土地の価格が高いことから用地取得費が高額になることが

見込まれる。道路レベルより１．５ｍ程度低い水田地帯であるため、盛り土して造成する必要がある。3用

地取得費と造成工事費を合わせると概算で５億６，０００万円程度が見込まれることから、最も安価な病院

北側駐車場と比較すると 5億円程度費用がかさむことになるということで「△」評価。さらに裏には、今度
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先ほどの 5番目としてそれぞれ、経済性の観点の中のグループなのですけど、候補地 Aについてと候補地 B

について同じことが書かれていますが、不採算地区病院補助の対象となるため、年間約 1 億円の補助を受け

ることができる。候補地 Cについては病院の半径 5㎞以内の人口が 3 万人を超えるため、不採算地区病院補

助の対象となることができないということです。この辺も含めて経済性という観点では「△」評価となって

います。 

（4）利便性ということで、候補地 Aについては現状と変わらず。交通弱者対応として八日市場駅との間

で送迎バスを運行している。市内循環バスが全路線乗り入れている。候補地 Bについても現状とほとんど変

わらない。八日市場駅との間で送迎バスの運行と市内循環バスの全路線乗り入れは現状と同様に実施される

見込みであるということで「〇」。候補地 Cについては八日市場駅との間で送迎バスの運行と市内循環バス

の全路線乗り入れは現状と同様に実施される見込みであるということ。②で八日市場駅から徒歩圏内の場合

には鉄道利用者の利便性が高まることが期待できるということで「◎」です。さらに、この場合には駅との

間の送迎バスについても運行する必要がなくなるかもしれません。 

（5）周辺環境としては、候補地 Aについては現状とほとんど変わらないものと考えられるので「〇」で

す。候補地 Bについてはぬくもりの郷に近接し、現病院にも近いことから大きな影響はないものと考えられ

るので「〇」です。候補地 Cについては近隣の住民、周りの水田の耕作者、付近の医療機関の理解を得なが

ら事業を進める必要があるということで「△」評価です。 

（6）工事期間中の影響については、候補地 Aについては工事中の騒音についてはある程度想定されるが、

現病院の病棟から一定の距離があるため、入院患者への影響は大きくないものと考えられる。ただし、北側

駐車場については工事関係で半分以上は利用することになる。患者駐車場はおおむね確保することはできる

が、市民病院とぬくもりの郷の職員の駐車場は別途確保する必要があるということで「△」評価。候補地 B

についてはぬくもりの郷に隣接するため、工事期間中の騒音が入所者に影響することが考えられる。工事期

間中も患者駐車場、職員駐車場とも十分確保できるということで「〇」。候補 Cについては現病院から離れ

ているため、影響なしということで「◎」になっています。以上が資料２についての説明です。 

次に資料３をご覧ください。資料３建設候補地用地取得費等の比較ということです。こちらが３候補地に

ついて用地取得費等がどの程度になるかを比較した表になっています。 

１の病院北側駐車場につきましては、用地費として約６，８００㎡を取得するのに用地費が６，０３５万

円、補償費として１，５００万円、合計で７，５３５万円ということです。用地の現況ということですけれ

ども、用地については病院の現状の駐車場だったり、耕作中の畑であったり、宅地、また建物が１棟ありま

す。特記事項として現病院の解体後の敷地を駐車場として利用できる。北側駐車場の一部は市有地なので、

取得面積が少なくて済む。繰り返しですが、病院駐車場及びぬくもりの職員の駐車場であるため、建築工事

中の職員駐車場の確保が課題。１，５００万円は建物の移転補償費。 

２番目のぬくもりの郷の隣接地ですけども、土地代、用地費として１５，５００㎡の取得で７，２５３万

円です。こちらの用地の現況につきましては病院用地となるべきところは、耕作中の畑や植木畑、雑草が繁

茂した荒れ地、地元地区のグランドゴルフ場です。特記事項としては病院北側駐車場を職員駐車場として利

用できるため、取得面積が少なくて済む。進入路部分としてもし整備するとすれば、耕作中の畑、あと宅地

の一部、倉庫があります。南側に新たに進入路を整備するためには、そのための用地を取得する必要がある

ということです。補償費として１００万円、これは倉庫、植木の移転補償。進入路整備費として延長１２０
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ｍで１，６００万円。合計として８，９５３万円です。これについては進入路を新たに南側に整備するとい

う前提のもとでの積算になっております。 

３八日市場駅南側ですが、こちらにつきましては用地費として２２，０００㎡を取得するのに３億９，６

００万円、こちら現況、水田です。全面積を新規取得するため、取得面積が大きくなるということと土地単

価が高いこと。盛り土造成工事費として１億６，３００万円、こちらは水田のため山砂による盛り土造成が

必要ということで、「２２，０００㎡×１．５ｍ」ということで３３，０００㎥ということです。合計で５

億５，９００万円になっております。 

続いての説明で、これに関連する部分で匝瑳市議会の全員協議会における議員の皆さんからの意見がござ

いましたので、そちら資料の１をご覧ください。 

こちらにつきましては先ほど事務局長の方からもありましたように、市議会の全員協議会で前回の第７回

検討委員会の内容と新改革プランの内容について質疑応答を行いまして、併せて意見を伺っています。この

中でぜひとも検討委員会に報告してほしいと言われた意見についてまとめたものです。ご意見を６つのグルー

プに分けていますけども、建設候補地の検討に関連するものとして１建設候補地についてという部分と２建

設候補地の比較条件についてというところが該当しますので、そこについて読ませていただきたいと思いま

す。 

１建設候補地について。①経済性という面では不利だが、市民の意見を聞くと駅から近いほうがいいとい

う意見が多い。コストがかかっても長い年数で考えた場合、駅南側のほうがいい。②新病院の建設候補地に

ついては駅の南側も案に加えてはいかがか。新たな市の展開があると思う。③意見が出たのであれば駅南も

国道２９６号も検討に入れるべきだとは思う。④場所については議員全員に理解してもらったうえで検討委

員会が市長に答申すべきであると思う。⑤市内の開業医も高齢化している。医師会等の問題もあるだろうが、

新病院の建設にあたって開業医の持続性までを考えて位置関係を話し合ってほしいというものです。 

２建設候補地の比較条件について。①土地の代金は選定評価の基準になると思う。土地の代金、建設費用、

総合的な判断をしてもらいたい。②建設候補地の選定について、比較観点にまちづくりと将来性という項目

を追加して検討してほしい。③盛り土や擁壁によって事業費に差が出てくる。次世代に借金を残したくない

ので、個人的にはあまりお金がかからないほうがよいと考えている。支持層までの深さが違えば建設コスト

も変わってくる。各候補地の盛り土や擁壁の費用のことも検討してもらいたい。 

以上の意見をいただいております。説明については以上です。 

 

【議長】  

はい、ありがとうございました。ただいま資料２、資料３の説明がございましたが、用地取得に対する費

用ついても説明がありました。 

また、ぬくもりの郷との連携を第一に考えるという移転先でございます。新病院の運営を考慮して取得に

かかる経費をできるだけ少なくしようと節約のこともうかがえるのではと思います。資料 2、資料 3 の説明

に関する、また匝瑳市議会全員協議会の意見についても１、２の意見が述べられております。 

資料 1、資料 2、資料 3の説明に対するご意見を皆様から頂戴したいと思います。いかがでしょうか。 

 

【委員】  

資料２の１ページ、３行目に、発言のあった土地ということで、八日市場駅南と望洋荘の跡と、発言があっ
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たということになっていますけど、確かに私もそう認識していますけど、これ以外に私から将来展望も含め

た中で２９６号線沿いという話をしましたし、そのことも会議録には記録をされております。 

また、市議会の全員協議会の資料 1 の 1の③にも、国道２９６も検討に入れるべきだと思うということが

出ていますけど、私が発言した２９６号のことは検討の中にはまるっきり出てきてないのですが、これにつ

いて回答を求めたいと思います。 

 

【議長】 

はい。事務局いかがですか。 

 

【事務局】  

はい。それでは、お答えさせていただきます。まず一つにはこの検討資料につきましては、前回、第７回

の検討委員会に向けて、その前段で行った院内検討委員会の資料というのがベースになっておりまして、そ

のときにはまだ２９６号というご意見が出てなかったのでこういう作りになっております。 

国道２９６号について○○委員の方からそういう意見があったことは十分承知しています。ただ、○○委

員の発言された根底には多古中央病院、また東陽病院との連携を考えて、連携というか統合を考えて、その

場合には国道２９６号あたりが適当ではないだろうかというご意見だったように思っています。 

統合という話につきまして前回検討委員会の中では、やはり今、３病院の統合という話を持ち出すのは非

常に難しいということは各委員の皆さんからご意見をいただいた中で、今統合を念頭に置いた病院の建設と

いうことはちょっと難しいのかなというふうに考えておりまして、そう考えますとぬくもりの郷との連携と

いうこと、また駅近くの利便性ということもどちらも該当しなくなってきてしまうということで、国道２９

６号はここでの比較からははずさせていただいております。以上です。 

 

【議長】  

○○委員、よろしいでしょうか。 

 

【委員】  

検討委員会の中で統合等は難しいということで、そういう意見であったから、これは除外したということ

ですけど、私、皆さんから私が意見で申し上げた将来展望という事の上に立って、やっぱりそういう事も考

えるべきじゃないでしょうかという意見を申し上げたことについて、私以外の皆さんからそれは難しいから

これは今回除外するべきだと、そういうかたちのまとめをしてあるとは思っていませんでした。 

 

【議長】  

はい。そのまとめに関しましてはどうですか。ただ、統合を考えたときには統合は難しいと、併合は難し

いという話はここで議論をしたことなのですが、いかがでしょうか。 

 

【事務局】  

統合について検討しないとか、そういった話にはきちんと収まりはついてないと思います。ただ、今ここ

で病院の位置を検討するということの中で、統合を念頭に置いて検討していこうというかたちではなかった
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ように私どもでは受け止めておりますので、統合についてはやはり近々進めるというのは難しいということ

が大方の皆さんの意見だったように、そういうふうに事務局としては受け止めております。 

 

【委員】  

近々に候補地を決めるから、近々の問題としての統合というのを考えるのは難しいと、今、そういう回答

がありましたけど、第 7回の委員会の中で近々に候補地を決めなければいけないので、近々の整理になると

も思われない統合の問題について今回、それは候補地としては検討しないと、そういう明確な方向づけは、

私はなされていなかったと理解していますけど。 

 

【議長】  

当面は難しいと、病院の統合は難しいという話はございましたね、確か。いかがですか、ほかにご意見等

ございますか。 

 

【委員】  

意見ではなくて、とりあえず事実確認です。資料 2の 3 ページ、利便性、アクセスのしやすさということ

での②ですが、市内循環バスも必ず病院を経由するように運行されているのでと、交通弱者のアクセス手段

も確保されているというふうに言い切っていますが、私の経験から、循環バスも乗ったのですが、必ずしも

病院を経由するということになっていませんので、ちょっと事実誤認ではないかというふうに思われます。 

私は平和地区ですけども、病院に到着するというか、病院を目指す便は 3便ほどあるのですが、全ての便

が病院に寄るということにはなっていません。その件確認されたのでしょうか。 

また、交通弱者のアクセス手段も確保されているというふうに言い切っていますが、平和地区ですと朝方

からお昼過ぎぐらいまで 1便、2 便、3便と市民病院に到着するのですが、診察が終わって病院から帰ろうと

しますと、結局午前中 1便、午後 1 便の 2 便しかないんです。 

仮に、12時 23分の最後の便、2 番目のバスに乗ろうとしても、ちょっと診察が遅れると結局乗れなくて、

病院のバスで駅まで行って、結果的に駅から仕方なく時間をかけて、家まで歩いてしまったっていう経験が

あります。 

だから、必ず病院を経由するという記載と、あと交通弱者の手段も確保されているということはちょっと

言いすぎではないかと、事実関係を指摘したいと思います。 

それと④ですが、八日市場駅の徒歩圏内に移転した場合は鉄道利用者の利便性は高まることが期待できる

という表記になっていますが、これは鉄道利用だけじゃなくて市内循環バスもかなり駅を経由しますので、

各地区から出ている循環バスは大体 4便から 5便、多いところで 6便、駅に経由しますので、循環バスで駅

に降りた方の利便性が高まるのではないかというふうに感じています。ちょっと事実関係の件、確認したい

と思います。 

 次に、建設候補地の比較表ということで Cの欄にある、ぬくもりの郷との連携というところで、ぬくもり

の郷からの距離があることから入所者の容体急変時の医師の対応などについて現状のメリットが薄れるとい

うふうに記載されています。 

現在ここに建っている病院との関係でちょっと聞きたいのですが、ぬくもりの郷で今まで急変した場合の

対応事例というのはどういったことがあったのでしょうか、それを聞きたいのが 1 つですね。 
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それとその次のページですか、先ほど指摘しましたように利便性のところで、ぬくもりの郷とＡ候補地に

は全線乗り入れというふうに表記してありますが、この全線乗り入れは全ての便数が乗り入れているわけで

はないので、ちょっとこれは事実に反するのかなというふうに思っています。 

あと確認ですが、引き続き資料 3、北側駐車場、それと 2番目にぬくもりの郷隣接、それと 3番目、駅南

ということで、北側駐車場は大体６，８００㎡で６，０３５万ですので１反歩当たり８８０万程度です。 

そしてぬくもりの郷の隣は 1 反歩４６４、５万ですね。私が聞きたいのは３の駅南、３億９，６００万と

いうことで２２，０００㎡、これちょっと逆算してみますと、1反歩当たり１，７８５万もあるんですよ。

田んぼってそんなにするのですかという疑問です。 

せいぜい高くて 1反歩３００万いけばいいほうじゃないかという思いがありますので、下に書いてある取

得価格の建設候補地内の画地の評価額から公示価格相当額を算出し、さらに不動産取得価格などを参考にし

て算出したということで、この詳細を聞きたいと思っています。 

それと、同じく盛り土造成工事費ということで２２，０００㎡を１．５ｍかさ上げするということで盛り

土するということですが、これ１㎥当たりどのくらいの値段でやっているのでしょうか。単価的に教えてい

ただきたい。確認したいです。 

 

【議長】  

はい。事務局、いかがですか。 

 

【事務局】  

まず先に○○委員の質問の中で市内循環バスのルートの、ルートというか乗り入れの関係なのですけども、

最初に色々なご体験を聞きました。 

確かに○○委員のおっしゃるように例えば 1つのルートの中に 5便あったら、5便が全部病院に乗り入れ

ているわけではなさそうです。市内循環バスの時刻表の中に全路線乗り入れているところというのが書かれ

ておりまして、それに市民病院、市役所、駅というふうに書かれておりますので、私のほうもこれで市民病

院のほうには全路線乗り入れているものだというふうに解釈しておりました。そこは表記の方を訂正させて

いただきたいと思います。 

 

【委員】  

 先ほどのぬくもりの郷のことですけれども、平日は施設長がおりますので医療対応はできるのですが、ぬ

くもりでもお看取りといって、最後に施設でお亡くなりになる方がこのところ増えております。平日は施設

長での対応が可能です。 

しかし、土曜日曜休日に関しては、施設長の方での看取りができませんので、その協力ということで病院

の日直の医師の方にお願いしているのが現実です。ただ日直の業務中に職場を離れるということができませ

んので日直帯から当直帯へ、当直帯から日直帯への引き継ぎのところで複数医師が重なる場合にどちらかの

先生に来ていただくということをしています。 

あと、ぬくもりからの救急搬送の時は、救急車にお願いして市民病院へお願いするという、一般の救急搬

送と同じですので、他の医療機関へ行く場合もございますが。以上でよろしいでしょうか。 
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【事務局】 

 取得単価のこと、駅南にも関わらず取得単価のところのお問い合わせがあったかと思うのですけれども、

そちらにつきましては該当するエリアの評価額から公示価格相当額を算出しまして、それに畑であったり、

宅地であったりというところの金額で概算ですけども算出しております。駅の南の取得単価が高いというお

話でした。確かに田んぼですので実際にどうかっていうのは、私の方も評価額は田んぼっていうのは、もの

すごく安いものですから、それで田んぼだから安いだろうというふうには、一概にはならないのかなという

ふうに思います。それで不動産会社のほうで出されている、ホームページ上での不動産の売買情報というの

を参考にさせていただきましたところ、駅の南のちょうどあのエリアのほぼ近いところで出ていたところが

ありまして、そこについて㎡単価１８，０００円ということで出されていましたので、こういうものも参考

にしながら、駅の南の単価については積算しています。駅の南につきましては、駅から３００ｍくらいまで

の範囲より南に下がるくらいになると農地転用できないエリアになっていますので、病院として農地を転用

して病院にできるエリアというのは、駅からほど近いエリアということで、より単価としては高いエリアに

なるのかなと考えています。 

あと盛り土造成のほうなのですけども、こちらについては市の建設課にお願いしましてこれだけのエリア

で田んぼの方に造成工事をした場合の一切の経費を見込んで概算でいいから積算してもらえないかという話

をお願いしまして、その上で本当に概算ですけれどもこのぐらいの経費になりますというところを出しても

らっています。 

 

【議長】 

○○委員よろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 立米５，０００円。 

 

【事務局】 

 立米とは、山砂の単価という話ですか。 

 

【委員】 

 そう。まあ、あの用地費って、そういうことで概算ということで出しても、やっぱり一人歩きしますので。

また、市の病院用地ということで、地権者に必要性の意義というか、そういったものを協力すればご理解い

ただけるのではないかと、私は信じているんですね。信じたいです。 

あと意見ですけれども、議会の議員さんからの意見ということで、２の建設候補地の比較条件について②

ですが、この②の意見というのは、建設候補地についての意見ではないのかなと思ったのです。 

まちづくりや将来性ということを追加して検討してほしいということで建設用地の選定については、まち

づくりや将来性のことも含めて検討してほしいということで、１のほうに入るんじゃないかなという意見で

す。 

それと資料２に関しまして、１の比較検討した結果ということで候補地 Cとして候補地として適していな

いと言い切っていますが、私、病院アンケートでも駅南っていう意見が多かったというふうに認識していま
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すので、A・B ということで２つに絞るだけではなくて Cとして３つの候補地を載せて、市民にパブリック

コメントなりなんなりを、していただくということも民意が多い中でそれを排除してしまうということは、

何でアンケートを取ったのかということになってしまいますので、民意を尊重するということで、やっぱり

そういうのがあってしかるべきではないかなと思うのが私の意見です。以上です。 

 

【議長】 

はい、ありがとうございます。民意の方からすれば候補地 C駅の南側も多々あったのではないかとご意見

ですが。 

 

【委員】 

 単純に駅の南側で先ほどおっしゃったとおり、下は全部耕地整理が終わっていますから、建てられません

よね。そうすると駅の南側の部分で、約２町２反、６，６００坪くらいの土地ってありますかね。私住まい

が近いので、良くわかるのですが。そうした場合には一般の方の住宅にもどいてもらうなど協力をいただか

ないと無理でしょう。 

 

【事務局】 

 警察の官舎がございますよね。 

 

【委員】 

 その手前のことを言っていますよね。 

 

【事務局】 

 その南の辺りですとか。 

 

【委員】 

 あれで２町２反ありますかね。 

 

【事務局】 

 細かい積算までは行っていませんけれども、南北道路を挟んだ形で。 

 

【委員】 

 片側だけではなくて、道を挟んだ形で考えたのですか。片側だけではそんなに用地がないですよね。かな

り色々なものがありますからね。 

 

【委員】 

 用水路がある。 

 

【委員】 
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 用水路より手前でなければならないでしょうから。 

 

【事務局】 

 用水路より一本下まで大丈夫です。○○委員は地元なのでわかると思いますが、ララヘアーの道路のとこ

ろまでが大丈夫なところです。 

 

【委員】 

 東側も西側もかなり家が建ってきていますものね。いま田んぼの形で残っているところは、大利根用水を

渡って、ララヘアーの通りまでの間では、とても２町２反はないですよね。 

 だとすれば、駅の南口を出てすぐあるアパートの後ろの一角と道路を挟んでというと、かなり異形にしな

いと。 

駅の南側は、私はもっと南へ下げて、市の公共の事なので耕地整理が終わったところでもできるのかなと

思っていました。そうすれば、ララヘアーの下のところですが、そこであれば大きな場所があるので、どう

にでもなるのでしょうけれども。無理ですよね。 

 

【事務局】 

 確認したところによると、耕地整理は終わっているのですが、今度は水利の関係の事業を実施していると

いうことで、それが平成３５年くらいに終わるということでした。それが終わってから８年間は農地転用で

きないということでした。 

 

【委員】 

 かなりの範囲が外せないということは聞いていました。南側の候補地を検討するという話がありましたけ

れども、実際にこういう図面の中に置いたら、恰好よく配置できるのかなと思います。 

すごく異形な形になって、そのほか坪６万円程で土地を買い上げていくようなかたちになっていますけれ

ども、一般のお家まで全部どいてもらってから行くとなると、もっと高額になると思います。意見です。 

 

【議長】 

 ほかにご意見ございますか。 

 

【委員】 

 資料２の関係でお尋ねしたいのですが、２ページのぬくもりの郷との連携で、①医療から介護まで切れ目

のないサービスということで考えておられるということが前提の中で、４番、５番、６番ということで、候

補Ａと候補Ｂのメリットの表記があるのですが、現状は併設扱いではないのでしょうか。 

仮にですが、併設扱いになった場合の、医師あるいは看護師、医療職の方々の併設事業としてのそうさぬ

くもりの郷を応援していけるメリットといいますか、それから６番では施設管理経費の共通化というところ

に、具体的に踏み込まれて、一元化が見込まれるということなのですが、これは仮に候補地がＡまたはＢと

いうことになった場合には、そういうことも将来的に、新病院建設にあたっては前提として考慮されていか

れるのかどうか、その辺の見通しをお聞かせいただきたいです。 
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【議長】 

 その辺、事務局いかがですか。 

 

【事務局】 

 まず、現在は併設という扱いにはなっていないということです。併設の要件というものがございまして、

同一敷地、公道をまたいでの同一敷地内ということまでということですので、現状では併設扱いができてい

ないということになります。この併設にできた場合のメリットということで５番にありますように、併設で

あれば、病院の医師がぬくもりの郷の施設長を兼務することが可能となるということで、その場合には、ぬ

くもりの郷に施設長として医師１名を配置しておりますけれども、配置が不要となるということも考えられ

るということです。 

 また、建物が近接することで一元化できる部分については、候補地Ｂだけに該当する話であると思います。

建物が隣り合っていれば、例えば警備とか委託関連の経費もほぼ同じ建物として扱える部分も出てくるでしょ

うし、事務部門についても隣の建物となれば、事務の一元化も視野にいれることができるという、ただ、そ

れについての具体的な検討はまだしておりませんので、そうなった場合にはそういう方向性もあるなという

ふうに考えているところです。 

 

【委員】 

 わかりました。いずれにしても、ぬくもりの郷は現状附帯事業として運営されていまして、ぬくもりの郷

を建設する際、やはり市民病院との連携というのは検討されたと私は認識しております。そういう面から、

前回の委員会でも比較項目の中で、ぬくもりの郷との連携ということは、非常に重要視されていることもご

ざいました。 

 今後の最優先課題の医師確保対策に、色々な関係者の皆様方が努力されているとは思うのですが、やはり

一朝一夕に成果が出ないというのは、皆様共通の懸念事項だと思います。 

そういうことからも、医師確保対策は最優先で進めるという前提の中で、新病院にあっても、やはり医療

職の皆様方の確保、言葉が悪いですけれども、有効な働きをしていただけるような候補地であってほしいと

思います。最後の部分は意見です。 

 

【議長】 

 はい。ありがとうございます。ほかにいかがですか。先ほど○○委員から２９６号線沿いの話の決着がつ

いていないのではないかということもありましたが、それに対するご意見等ございましたら。  

 

【委員】 

 まだ整理されていないようですよね。先ほども申し上げましたように 2つのＡＢ案が出ましたけれども、

これ以外に、やはり新しい病院を建てるときの最大の問題は、医師不足を解消するという方向で検討委員会

は検討すべきではないか、1 つの方向性を出すべきではないか、とそういう立場から、すぐにでも統合とい

うことは一度も言ったことはありませんし、多古、東陽病院とのあるべき方向に向かってレールを敷いてい

けば、首長さんなり、事業管理者、病院長さんとのお話でうまくいけば医師不足の解消の一助になるのでは
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ないかと。そうした場合を含めた中で、２９６号線沿いも候補地としてはあるのではないかと申し上げまし

た。 

 それに関して、ほかの委員の方からＡＢ案以外は馴染まないので、統合ということを含めた２９６の案は

ないと、皆さんがそうだそうだと決めた事であれば、私も何も言えませんが、そういう整理がされていない

し、何か、市議会の全員協議会の意見をみると、もし、２９６という発言があったのであれば、駅の南側だ

けではなくて２９６も検討に入れるべきだと、こうなっていますので。 

私の今までの意見と、匝瑳市議会議員の意見も含めた中で、今回全く２９６のことについては出ていませ

んから、今日すぐにＡかＢか決めるのではないと思いますので、今後は２９６号線沿いのことも含めた中で

検討するということであればいいのですが。 

今言ったことについて、全くそれは考えませんと、こういうことであったら、はい、了解しました。とい

うことにはなりません、議長。 

 

【議長】 

 私のほうから 1点。今のご意見だと、病院の統合をあげられて、そのあとに用地ということになりますよ

ね。そうしますと、統合に関しては皆さんいかがでしょうか。統合なければ難しいお話ではないでしょうか。 

 

【委員】 

 統合に関する部分で、私、今年の会議か去年の会議か忘れましたが横芝光、それと多古町に行って、副町

長クラスとの話し合いの中で、統合の検討の余地があるのかそれぞれ申し入れをしたときに、今は全く白紙

の状況でありません、という回答をいただいたという報告をさせていただいたと思います。 

 その中で、現状は医療連携を事務局レベルでやっていきましょうというのが、やっと出た段階ですので、

まして統合という話になれば政治的なことと、当然バックになる医療機関というか大学病院の支援をいただ

かないと実現できない話ということを考えますと、これを前提とした候補地の選定というのは私は無理かな

と思います。 

 ほかの委員からの意見でもありましたとおり、統合前提で話を進めた場合には匝瑳市から病院が無くなる

ということも前提に考えていかざるを得ない。そうしますと候補地の選定の中で、こういう前提の会話は成

り立つのかなという心配があります。私としては統合前提とした候補地の選定の話は外すべきという意見で

す。 

 

【議長】 

 ほかにいかがですか。 

 

【委員】 

 匝瑳市のことが良くわからないので教えていただきたいのですが、資料 2の 2番の③、匝瑳市では平成 23

年に作成した匝瑳市都市計画マスタープランで、匝瑳市民病院、そうさぬくもりの郷を中心とした周辺地区

を、医療福祉サービスの拠点として整備することが掲げられていると、これはもう既にこういうことで決まっ

ているのかどうか。 

いわゆるこの辺を医療福祉サービスの拠点として整備するというお考えが、この文章から理解するとした
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ら、もう場所はこの周辺でしかありえないのかなというふうなニュアンスとして取らざるを得ないと思うの

ですが。 

先ほどから出ているご意見と、市民の方々あるいは議員の方々の思いとですね、こちらのマスタープラン

に書いてあること、あるいは病院の思いと意向というものが、だいぶずれているというか、ギャップがあり

そうな気がするわけですが。 

このマスタープランというものは、もう既に、市としての方向性ということで考えていいのかどうか。も

しそうならば、もはや下へ降りるということはないでしょうし。 

ただ、私としてはここに書かれていた将来性とかまちづくりといいますか、こういうことは一応大事にし

なければならないかなという思いがあるわけですが。その辺の整合性を含めた上でどうなのかというところ

をお聞きしたいです。 

 

【議長】 

 マスタープランのことについてということですが。 

 

【事務局】 

 都市計画マスタープランは、匝瑳市における都市計画に関する基本的な方針という位置づけで、整備され

ております。それぞれ市の中で拠点を整備していこうというゾーニングの中で医療拠点ということで、匝瑳

市民病院、八日市場地域保健センターの周辺を医療拠点ということで位置付けて、医療福祉サービスの機能

の充実と交通アクセスの向上を図るというのと、医療拠点の育成整備というところでは、匝瑳市民病医院、

八日市場地域保健センター、そうさぬくもりの郷の周辺地区は、医療福祉サービスの拠点として、医療福祉

機能の充実に努めるとともにより利用しやすい環境づくりに向けて循環バスなどによる交通ネットワークの

充実に努めるということで、計画上は謳われております。 

 今、○○委員がおっしゃられたのは、ここで決められていることが絶対で、それを越えられないのであれ

ば、もう議論の余地はないだろうというお話だと思いますが、そこに関しては、ここに謳われていないとこ

ろに、病院が出れるのかどうかというところ、その制約については、はっきりと申し上げられないです。す

みません。 

 

【議長】 

 一応、マスタープランでは謳っているということですが。 

 

【委員】 

 もし、そういうイメージが市としてあるのであれば、どうなのかという問題ですよね。そうでなければ、

下に降りるというのも一考に値するかなと思います。 

 

【議長】 

 ほかに、いかがですか。 

 

【委員】 
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 記憶の中での発言になってしまうのですが、確か都市計画マスタープランの作成にあたっては、千葉県全

体と歩調を合わせた形で匝瑳市の都市計画をどうしていくかということでのプランであったと思います。 

 色々なゾーニングをしながら、そのエリアごとを用途に合わせた都市計画をやっていくというところで、

当時、ぬくもりの郷と市民病院のこのエリアをひとつの医療福祉エリアということでやっていきましょうと。 

その前段には旧八日市場市の時代にも、ひとつの方向性として、そうさぬくもりの郷という老健施設を建て

るときも、病院と一体化のなかでやっていきましょうという考えを継承して、23年の段階にこういうマスター

プランを立てたという記憶です。以上です。 

 

【委員】 

 私の感じているところは、都市計画マスタープランというのは、当時八日市場市の都市計画道路決定する

ことを中心とした計画で、ゾーニングして将来的な構想をというか、現状認識の上に立ったゾーニングで網

をかぶせているという認識で私は思っています。 

ですので、変更するには大変手間がかかるようですけれども、そういう道路を決定することを中心とした

プランであったと思います。 

  

【委員】 

 市としては、現時点に立って新しいプランというのはあるのでしょうか。 

 

【委員】 

 一応、現状はこれを継承しているということであります。ですからこれがひとつの匝瑳市の色々な施策の

ベースにはなるということだと思います。 

 

【委員】 

 今、都市計画マスタープランのご説明があったのですが、それは例えば都市計画審議会とか、そういうと

ころで、色々県も含めて決められていくと思われますが、それを例えばゾーンを変更していくというのは、

スケジュール的に、新病院の建設計画との整合性といいますか、タイムスケジュール的に難しいのではない

かという気がするのですが、その辺はいかがですか。 

 また、都市計画審議会で議論をすれば、さまざまな部分も含めてトータル的に当然変更していくというこ

とになると思いますが、そういうことが事務的に可能なのか、事務局としてはいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 今の段階では、都市計画マスタープランの担当の都市整備課には全く話をしておりませんので、これから、

次回の都市計画マスタープランの変更時期、おそらく勝手にはできませんので、2 年 3 年後になるかと思い

ますが、その時期に合わせてやるとなると、それを待って変更してからとなりますと、期間的には無理では

ないかという気がしています。 

 

【委員】 

 少し、事務的に良くわからないので教えていただきたいのですが、そうすると現状の都市計画マスタープ



18 

 

ランの中で駅南というのは、建設が可能なのでしょうか。 

 

【事務局】 

 大変申し訳ないのですが、ゾーニングから外れたところに病院を建設することができる、できないという

ところは、はっきりとしたことを確認しておりませんので、市の担当課の都市整備課のほうと確認を取って

まいりますので、この件については保留させてください。 

 

【委員】 

 ゾーンを変更してほしいと言っているわけではないのですが、この検討委員会も残り 2 回程度で終了する

ということでスケジュールが進んでいるので、そういう中で都市計画マスタープランのような制限がかかる

のであれば、プランの変更も見込まなければならないということであれば、とてもこの期間内には成案は得

ないというふうになりますし、都市計画マスタープラン自体は、医療福祉部門だけではなく、トータルな市

の方向性ということで関わってくる問題ですから、これには様々なご意見があるということは、容易に想像

ができます。 

 そういうことであれば、変更を前提に議論をしていくと、検討委員会の中ではとても収集がつかないよう

に思いますので、その辺は事務局としてよく確認をしていただいて、できる、できないという整理の中で、

この検討委員会では議論をしていかないと、とてもこの委員会の責任の範囲を超えてしまっているのではな

いかと考えます。 

 

【委員】 

 後で確認をしていただきたいのですが、駅南のロータリーができて南北道路ができましたよね。その道が

都市計画道路として決定してあるかどうかということを確認していただきたいです。 

 

【議長】 

 はい。それではいろいろご意見等あります。いま調整中のところもございますが、元に戻りまして、○○

委員の意見のところがまだちょっと最後まで引っかかるところなのですが。 

 この候補地ＡＢＣＤ、Ｅとして２９６号線沿いということがでましたが、○○委員の先ほどの病院の統合、

これは医師不足を解消するため、各首長さんとの交渉もございますが、そのことも踏まえて、２９６号線沿

いを話し合っていないのではないかという、先ほどのご意見ですが。○○さんいかがですか。 

 

【委員】 

 野栄町と合併する前の八日市場の都市計画、あるいはマスタープラン、色々なお話がありましたけど、今

現実に話をしているのは匝瑳市のことであって、これから新しい病院としていこうということですから、元

の八日市場市の計画、あるいはマスタープランがという範囲内にとどめたら、それはやはり、まちづくりと

か将来性とか、そういう面で考えないと、今の匝瑳市民病院も建ててから50年以上経っているわけですから、

今度少なくとも建てる病院については、40年 50年先を見越したものになると思います。 

ですので、今までの都市計画がどうであったか、マスタープランがどうであったのかということより、や

はり論点は将来の匝瑳市のまちづくりという、そういう観点に物差しを当てていかなければ駄目ではないか
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と私は思います。 

 病院を建てた方がいいかどうかということを市民に聞いたら、それは早く建ててほしいと、そういう話に

なると思いますけど、本当に市民のために、市の発展のために、将来のためには、どういうところに建てる

べきかという、そういうことも考えていかなければ私は駄目だと思いますので、私の意見が、なにかこの場

で皆さんに反対されて、２９６号沿いを候補地からは除外するという、市議会でも２９６号沿いの意見があっ

たのであれば、それを検討してもいいのではないかとされたのに、全くやらないということについては極め

て不満です。 

 

【委員】 

 委員長、採決を動議します。２９６号もそうですし、駅の南側もそうですし、Ａ案、Ｂ案もそうですし、

どれを残すのかということを決めていかないといけないですよね。 

 

【議長】 

 そうですね。私もそれを考えていました。ここで、色々なご意見が出ております。最終的にＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、そして２９６号沿いもどうかという話もでております。 

 先般から色々と候補地についてのご意見がございますし、この辺で委員の皆さんからの賛否を問いたいと

思いますが、今の○○委員のお話もそうです。匝瑳市の医療福祉をどのようにしていくのかという、大きな

問題であると思います。 

それを踏まえて、最終的に、この資料の案にございますように、Ａ病院の北側駐車場、それから、ぬくも

りの郷の隣接地、駅南側、この 3つが提案されておりますが、２９６号沿いは、一応病院の統併合を基本と

しているところですし、その辺のところはまだまだ問題が山積しているのではないかと思います。 

 それを踏まえまして、この決をとりたいと思いますがいかがですか、よろしいですか。 

 

【委員】 

 異議なし 

 

【議長】 

 では、異議なしということですので、この３つの決をとりたいと思います。 

病院の北側の用地に賛成の方は挙手をお願いします。 

 それでは、ぬくもりの郷の隣接地に賛成の方は挙手をお願いします。よろしいですか。 

 それでは、3番目八日市場駅南側の候補地に賛成の方は挙手をお願いします。はい。 

 

【委員】 

 議長すみません。私の話を全く入れてくれないのですか。 

 

【議長】 

 それから、もう１つ○○委員から意見のあった件がございまして、統併合を前提とした２９６沿いについ

てという意見が○○委員から出ておりますが、この案に対していかがでしょうか、賛成の方は挙手をお願い
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します。 

はい。それでは、結果を申し上げます。挙手多数をもちまして、ぬくもりの郷隣接地を候補地とすること

で、この会では決定いたしました。それでよろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 それは、多数決で決定ということでありますが、やはり市民から寄せられた病院アンケートの中で、駅南

という声が大きかったので、それを除外することはいかがなものでしょうか、ということを個人的に考えて

います。多数決でこういう結論となりましたけれども、市民の意向というのを大事にしなければならないと

思います。 

 最終的には市長が判断するということになるでしょうけれども、答申にあたっては、その辺を十分踏まえ

た内容として答申していただきたいという要望です。 

先ほど、循環バスのことを私発言しましたが、現実的には駅中心で動いていると思います。現行の循環バ

スでも、駅にほとんど、例えば 6便あったとしても 5便はきちんと駅まで行っている。 

しかし、市民病院までは来てはいるけど帰りがない。あるいは、1本しかないというところがあるのです。

椿海循環や野田・栄循環は帰るのに 1本しかない。結局、交通弱者としてはそういう状況に置かれている、

そうすると循環バスでなんとかカバーしても、カバーしきれない離れたところもある、現状はそうだと思っ

ています。 

ぜひ、将来のまちづくりを検討して、駅の近くにできれば、仮に千葉から先生方が来るとしても、疲れて

いる身体で、車で来るよりも電車で来た方が休むことができます。こういったメリットもありますし、やは

り合併したので、野栄地域の方達が匝瑳市になって、新しく変わったといえるような、旧野栄地域の方達か

らも賛同を頂けるような形でまとめていく必要があるのではないかと個人的には思います。 

 

【議長】 

 わかりました。一応、答申に関しましては、民意の駅南側、それから循環バスは駅中心となっているよう

な状況で、それを何とか病院を全ての立ち寄りにしていけないかとの要望ですね。○○委員のほうからあり

ましたが、一応答申のほうに入れて行きたいと思いますが。 

 

【委員】 

 私も○○委員と同じように、ひとつ意見として申し上げておきますけれども、重ねてのことになりますが、

まちづくり、将来性の展望ということであれば、今決まりましたＢ案というのがまちづくり将来展望のたっ

た最良のプランだとは全く思いません。 

 今まで 34 年オープンというのが、事務局から案としては出されていますけれども、この 34年のオープン

というのが、何の根拠があって何のために 34 年というのが出されているのかという説明は一度もない。34

年にオープンするというのは、匝瑳市のこれからのまちづくりなり、将来性のためにこういう理由だからこ

うなんだというのがあれば、私は納得するようなことを説明してほしいなと思います。それがないと、どう

も了解はできませんね。 

 

【議長】 
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 ○○委員から、今のようなご意見がありました。ゆゆ踏まえて答申していきたいと思います。 

それでは、そうさぬくもりの郷の隣接地ということで、一応結論といたします。 

 続いて、事務局の方から、資料４、５、６の説明をお願いしたいと思います。 

それから、ひとつ、匝瑳市の議会からの意見についてなんですが、ここで候補地はそうさぬくもりの郷の

隣接地に決まりました。それで、匝瑳市議会全員協議会における議員からの意見について、一応事務局から

の意見もあるようですので説明をお願いしたいと思いますが。この議員さんからの意見について、先ほど皆

さんからも重複して意見が出ておりますが、事務局からの意見もお願いしたいと思います。 

 

【事務局】 

それでは、一番目の建設候補地についてと、2 番目の建設候補地の比較条件については、皆さんからもい

ろいろと意見をいただいたところです。 

これに関して事務局からの補足として説明させていただくとすれば、先ほど○○委員から建設候補地の比

較条件の中にまちづくりと将来性についてということでお話がございました。１番のカテゴリーに入れた方

がいいのではないかというご意見でした。 

 これは、比較観点にこれを入れた方がいいというご意見ですけれども、比較資料６で、これから説明しよ

うと思っていましたが、これは候補地を２カ所に絞ってもらった上での比較資料です。どちらも病院の近く

なので、まちづくりと将来性に関してそれぞれ比較する必要性は薄いのではないかということで、この比較

資料について、まちづくりと将来性という観点は不用なのかなと事務局の方では考えておりました。 

ただ、まちづくりという観点ですが、これまでの匝瑳市、八日市場市のまちづくりという点については、

さきほど○○委員から説明がありましたし、私の方でも資料を読ませていただきましたが、これまでこういっ

た観点から、医療福祉ゾーンという観点もあって、まちづくりを進めてきたというところを、ぬくもりとの

連携という意味で捉えていくということが１点。 

それと、仮にどこかに病院が移ったとして、そこで病院を核としたまちづくりということを考えるとした

場合に、現状、旭中央病院、小見川総合病院、多古中央病院、東陽病院などを見ても、病院を中心に住宅地

や形成されたり、市街地が形成されたりということはないように思われます。 

どちらかといえば病院というのは静かな療養環境を求めて、自然環境の良い場所に病院が建てられている

というように考えています。 

また、意見の中で土地の代金や建設費用などということも有りますが、土地の取得費用などは本日資料と

してお示しているところです。事務局からの補足は以上のとおりです。 

 

【議長】 

はい。ありがとうございます。この市議会議員の意見の中で、１の⑤に、市内の開業医も高齢化している。

医師会等の問題もあるだろうが、新病院の建設にあたって開業医の持続性までを考えて位置関係を話し合っ

てほしい。という意見がありました。 

私も一医師会員でありますので、その点で意見を述べさせてもらえれば、医師会も確かに高齢化してきて

おりますが、まだまだ働ける人間が多いようでございますので、ここ市民病院に来るのは何も問題ないと思

います。今の状況で患者さんのやり取りもスムーズにいっていますので、建設に当たっては、ぬくもりの郷

の隣接地でよろしいかと医師会の方でも考える次第でございます。 
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一応、今の最終段階におきまして、敷地の概要になりますが、事務局の方から説明をお願いします。 

【事務局】 

資料４、５、６につきましては、これからもし候補地をＡ・Ｂどちらかに絞るという段階での資料として、

前回もお示ししたものとほとんど変わらないものを今回も改めてお示ししたものです。本当に簡単に概略説

明ということでさせていただきたいと思います。 

資料４について申し上げますと、前回はどちらも同じ建物の形状としていましたが、候補地Ａについては、

西側の崖部分に影響を及ぼさない形状の建物だったらどういうものになるかということを簡単にプランニン

グしたもので、こういう細長い建物であれば崖地への影響なく、擁壁などを必要なしに建てられるというこ

とをお示しした資料になっています。 

２ページ目は、そういった建物に、３階建てですけれども、このように収まりますということをイメージ

図として付けているものです。 

お断りしておきますが、このようにお示ししている、これらの建物の形状や平面図などは、今後の設計段

階で一切影響を与えるものではありません。実際に設計する際には、各設計会社において、練り上げたプラ

ンを提案していただきますので、これは参考にも何にもならない、ここでのイメージ図として捉えていただ

きたいと思います。 

候補地Ｂについては、前回とほぼ同じ内容の図面となっています。ただし、どちらにも言えることは、現

状院内での面積の積み上げが９，０００㎡程度となっていますので、この面積をどれだけ縮減できるか院内

で精査しているところでありますけれども、仮に９，０００㎡でもこのように配置できるという図面になっ

ています。 

 資料６については、前回お示ししたものとそれほど変更はないのですが、評価項目の６の３にそうさぬく

もりの郷との関係という項目を追加させていただきました。もともと自然環境への影響ということでしたが、

それを置き換えさせていただきました。そこで３点と４点とポイントに差が出ている部分と、９の２の造成

費用について、候補地Ａについて造成不要の図面としたことから、点数を１点加算しているところで、合計

点数については、７８対８２ということで、前回は７７対８１でしたが、どちらにも１点ずつポイントを加

算しています。今回は、その他の詳しい説明は省略させていただきたいと思います。 

 

【議長】 

はい。先ほどの○○委員からのご意見ですが、事務局いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

都市計画マスタープランについては、次回の報告とさせていただきたいと思います。 

 

【委員】 

都市計画マスタープランは、また違った分野で検討されるもので、様々な意見があって決められるし、今

後も変更するのであれば、当然そのような手続きが必要だと思ったものですから、今後確認しておいていた

だければ結構です。 

 

【議長】 
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 それでは、候補地については終了させていただきます。事務局から議題（２）その他について移りたいと

思います。事務局お願いします。 

 

２ 議題 

（２）その他 

 

【事務局】 

それでは、その他ということで何点かお願いしたいと思います。資料の方ですが、資料７の指定管理者移

行病院資料をご覧いただきたいと思います。こちらにつきましては、前回○○委員から指定管理者のお話が

ありました際に、○○委員から全国の事例を調べてみてはいかがかと提言をいただきましたので、事務局で

それを調べた資料です。 

１ページについては、医師数の比較です。実際に指定管理者に移行している病院については、次のページ

にありますように結構多いのですが、医師数について公にされている病院は少ないので、実際に比較しよう

とするとこれだけの病院のサンプルしか取れませんでした。 

この 8病院を例にとりますと、医師数については、指定管理者移行前と比べて 6病院で医師数が増えてい

るが、公表されていない団体の状況はうかがい知れないという状況になっています。 

 ページをめくっていただいて、経営状況の比較については、指定管理に移行した病院について、どこの団

体が指定管理を受けているかということと、移行時期等記載していますが、ポイントは、経常収支比率、医

業収支比率、病床利用率、この 3点について比較しています。 

ここに２４病院ありますが、下に指定管理者移行前後の数値比較のところで記載しています。枠の中を読

ませていただきますと、医師数は、8病院のうち 6病院が増加、2病院が同等もしくは減少、経常収支比率は、

24 病院のうち 14病院が改善、10病院が悪化、医業収支比率は、18病院のうち 11 病院が改善、7病院が悪化、

病床利用率は、22病院のうち 13 病院が改善、9病院が悪化ということです。 

まとめとしては、医師数については増加傾向が見てとれるが、経営状況等の比較からは、やや改善傾向と

いうことで、指定管理者制度に移行したからといって必ずしも経営状況が改善されているわけではないとい

うことが、ここまでの分析では見て取れるということです。 説明は以上です。 

 

【議長】 

ただいま事務局から指定管理者の移行状況の説明がありましたが、委員の皆様ご意見ご質問有りますか。 

 

【委員】 

２ページ目の銚子市立病院は、現在は公社ですよね。 

 

【事務局】 

○○委員からご指摘がありましたが、銚子市立病院は、平成２２年度の移行当初は銚子市立病院再生機構

が指定管理を受けましたが、その後平成２６年度に銚子市医療公社が指定管理を受けていますので、訂正さ

せていただきます。 
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【議長】 

それでは、ほかにご意見有りませんか。○○委員よろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 わかりました。ご苦労様です。 

 

【議長】 

それでは事務局から引き続きお願いします。 

 

【事務局】 

資料１の市議会からの意見で、まだ説明していない部分について説明させていただきます。３の経営統合

についてというところです。 

①５０年以上使う病院を建設するにあたって、多古中央病院、東陽病院との統合を視野にいれて、新病院

建設の検討をしても良いのではないか。 

②病院の統合の話も出ているが、統合した場合匝瑳市に病院が残るとは限らない。という意見がありまし

た。 

４の経営形態についてですが、①新病院の経営形態が決まっていないので、仮に指定管理者、民間譲渡と

なった場合には、建物のつくりについて受託先との協議が必要であると思う。 

５の収支計画について、①病院会計の傾向として支出についてはある程度計算できるが、収入の部分の改

善については、救急の問題、入院患者を増やすといったことが基準になっているので、その辺を再度精査し

て検討委員会に持ち込み、次のステップに上がっていただきたい。 

６スケジュールについて、①９月末までに拙速にまとめる必要があるのか。なにも９月までにまとめなく

てもいいのではないか。１ヶ月２ヶ月遅れても、より良いものができれば市民は理解してくれると思う。ス

ケジュールがタイトで市民に理解してもらう期間が少ないと思う。スケジュールの変更はできないか。 

このような意見をいただいております。 

 

【議長】 

 ただ今の、市議会全員協議会におけるご意見について説明がありましたが、これについてご質問等ありま

すでしょうか。 

検討委員会でも、議員の皆さんの意見を十分伺った上で、検討していきたいと思っています。スケジュー

ルについて何も９月までにまとめなくてもいいのでということなんですが、我々９月までの任期をもらって

いますので、何か困りごとがあった場合には、任期延長になるかもしれませんが、その場合は皆さんにご了

承をいただいた上でスケジュールを延長しなければならないと考えます。ですが出来るだけこのスケジュー

ルの中で、タイトになりますが、結論を出していければと思いますので、その点よろしくお願いいたします。 

よろしいですか。 

 

【委員一同】 
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異議なし。 

【議長】 

ありがとうございます。そのほか、なにかありますか。 

 

【事務局】 

事務局で市議会議員からの意見について補足をさせていただきたいと思います。まず、経営形態の話につ

いては、これまでも議論されているところで、本日も指定管理者についての資料をお出ししているところで

す。一応の結論ということで、新改革プランの中では、今後もより良い経営形態について引き続き検討して

いくとされているところで、現在が引き続きの検討期間であると思います。 

 ただし、新病院の建設に当たりましては、現在の医療スタッフを尊重して、建設に向けて、現在のスタッ

フに頑張ってもらうということだと思います。さらに、それをステップアップするというところで、その医

療スタッフの了解をもらいながら、医師確保につながる経営形態について検討していくという流れでなけれ

ばならないと考えています。 

小見川総合病院が先行している団体ですので、前例として捉えていますが、やはり建設検討の段階では、

小見川総合病院もその時にいらっしゃる先生方１０名、うちは８名ですけれども、その先生方にどういう形

で頑張ってやっていただけるのかというところを、病床数や規模をベースに考えて新病院の建設を検討して

いるというところです。これまでの委員の皆さんの発言をいただいた中では、経営形態についてこれからの

中で最終的な結論を出すこと、経営形態の見直しということで最終的な結論を出すことは難しいのではと考

えています。 

ですから、経営形態に関する議論については、新改革プランの方でお示ししていますが、それと同様の医

師の確保と経営基盤の強化向上につながるより良い経営形態について、今後も執行部において検討するよう

委員会から進言するという形になろうかと思います。 

 収支計画につきましては、前回委員の皆様にお示ししていますが、今後用地取得費などを含めて、次回の

検討委員会には、収支計画ですとか財政計画、そういったものを全てもう一度お示ししていくことになりま

す。その中で、収入の確保対策については、診療報酬に関する加算を取るための経営努力ですとか、地域包

括ケア病床の導入による入院患者の確保及び病床利用率の向上などにより医業収益の増加を目論むというこ

とで考えています。以上です。 

 

【議長】 

委員の皆様から何かありますでしょうか。なければこれで議事は終了になりますが、３その他で委員の皆

様から何かありますか。 

 

３ その他 

 

【委員】 

 個人的に考えていることがありまして、匝瑳市民病院にお医者さんをどう確保するかという点で、病院の

魅力というか、匝瑳市にはこんな魅力があるという、そういったお医者さんが匝瑳市で働いてみようという

魅力あるまちづくり、医療福祉介護連携した施策を充実させていく必要があると思います。 
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この検討委員会にはなじまないかもしれませんが、お医者さんも検討委員にいますので、忌憚のない意見

やあるいは講演を聞く機会を設けてもらえばいいと思っています。 

 

【議長】 

ありがとうございます。これは医師をどう確保いていくか本当に大きな問題ですが、その点については、

市長に答申し、良い講演プラン等あれば企画してもらいたいと考えます。他にありますか。 

無ければ事務局から何かありますか。 

 

【事務局】 

それでは、事務局からは１点次回以降の日程についてお諮りしたいと思います。次回の検討委員会では、

本日の検討を踏まえまして、基本構想・基本計画の最終案をお示ししたいと考えています。その検討委員会

での検討を踏まえまして、調整したものを、その後、すぐに、パブリックコメントを実施いたします。 

 そして、パブリックコメントの結果を踏まえたものを、その次の検討委員会で検討していただきまして、

最終案としたいと考えております。 

 このようなことから、次回の日程は、８月１０日（木）２時からお願いしたいと考えておりますが、いか

がでしょうか。その後は、１か月のパブリックコメント期間を挟みまして、９月２１日（木）に開催できれ

ばと考えております。 

 

【議長】 

事務局から、次回は８月１０日（木）、その後９月２１日（木）ということでタイトなスケジュールです

が提案がありますがいかがでしょうか。 

特にご意見がなければ、次回は、８月１０日（木）２時に決定し、その後は９月２１日（木）２時にこの

場所でということになります。 

皆様貴重なご意見頂戴いたしましてありがとうございました。これで議事は終了いたしました。 

これで私の任を解かせていただきます。ありがとうございました。 

 

４ 閉会 

 

【事務局】 

皆様どうもありがとうございました。以上をもちまして、第８回国保匝瑳市民病院新改革プラン及び建替

え整備検討委員会を閉会いたします。 

次回の第９回検討委員会につきましては、８月１０日（木）午後２時から、こちらの会場でよろしくお願

いいたします。皆様大変ありがとうございました。 

 

 

以上 


