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    ◎開会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。 

ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、令和３年第４回新ひだか町議

会臨時会を開会いたします。 

                                                                  (午前 ９時３０分) 

                                            

    ◎開議の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 なお、新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、議場内及び発言時におけるマスクの着

用を認めることといたします。 

                                            

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、６番、下川君、７番、細川君を指名

いたします。 

                                            

    ◎会期の決定 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日に決定いたしました。 

                                            

    ◎行政報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第３、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) おはようございます。それでは、お手元に配付してございます行政報告に

つきまして私から御報告をさせていただきます。 

 初めに、１ページのところでございますが、新型コロナウイルス感染症に関する対応について

でございます。これまでの主な経過と取り組み状況につきまして御報告をさせていただきます。

６月17日でございます。北海道が緊急事態措置区域から引き続き蔓延防止等重点措置区域に変更

することが決定されたことに伴いまして、翌18日には新ひだか町新型インフルエンザ等対策本部

会議を開催いたしまして、各種情報を共有するとともに、当町におきます各種対応等につきまし

て協議の上、決定したところでございまして、６月20日には感染予防に向けた協力要請及び町有

施設の再開等につきまして、チラシによる新聞折り込み、あるいは町のホームページなどにより
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ましてお知らせを行ったところでございます。また、７月８日には７月11日をもって北海道を蔓

延防止等重点措置区域から解除することが決定されてございます。今後におきましても、町広報

紙をはじめ、ホームページ、フェイスブック、ツイッターなどのＳＮＳを活用しながら感染防止

対策の啓発などに努めてまいりたいと考えてございます。 

 また、新型コロナウイルスワクチンの接種状況についてでございます。行政報告の一番最後、

裏返していただきますと、別紙ということで12ページになりますが、７月18日現在の状況につき

まして御報告を申し上げます。１回目の接種を終えた方が合計で9,109人、率にいたしまして

45.87％でございます。分母となります人口でございますが、対象者数でございますが、四角の合

計欄のところに括弧書きで書いてございます１万9,860人ということでございます。２回目の接種

が完了した方ですが、合計で8,761人、率にいたしまして44.11％となってございます。なお、こ

の接種者数につきましては、町内の医療機関での接種実績に基づく人数でございまして、一部町

外の方も含まれております。 

 次に、接種の状況、主に予定についてでございますが、(２)に記載のとおり接種を進めてござ

いまして、明日21日水曜日までには65歳以上の方の２回目の接種が全て終わるだろうというふう

に考えてございます。翌22日から来週いっぱいでございますが、８月１日まで、この期間につき

ましては基礎疾患を有する方ですとか、障がい者施設に入所している方等に接種してまいる考え

でございます。今後もワクチンの供給量に応じた接種に最大限努めて、早期に終わるような努力

を続けていきたいというふうに考えてございます。 

 ２ページにお戻りいただきまして、上段の２のところでございますが、令和２年国勢調査結果

速報についてでございます。令和２年10月１日現在で実施いたしました国勢調査結果の速報につ

いてでございますが、記載のとおりでございます。 

 次に、３の寄附についてでございます。記載のとおり１件の御寄附がございました。御寄附の

内容については記載されているとおりでございますが、寄附者の御厚志に感謝申し上げますとと

もに、有効に活用させていただきます。 

 次に、４のところでございますが、工事に係る契約の締結についてでございます。記載のとお

り、仮契約をしておりました５件の工事につきまして契約を締結いたしてございます。 

 ページめくっていただきまして、４ページに参ります。工事に係る入札の執行についてでござ

いまして、記載のとおり10件の工事に係る入札を行ってございます。この詳細につきましては、

６ページから10ページの資料のとおりでございます。 

 ５ページに参りまして、委託業務に係る入札等の執行についてでありますが、３件の委託業務

に係る入札を行ってございまして、この詳細につきましては10ページから11ページにかけて記載

してございます。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) これで行政報告は終わりました。 

 行政報告の質疑については、議案審議後といたします。 

                                            

    ◎議案第１号及び議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第４、議案第１号 令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第４号)

及び議案第２号 令和３年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第２号)の２件を一括議題といた
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します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) おはようございます。ただいま上程されました議案第１号及び議案第

２号について御説明いたします。 

 今回の補正予算でございますが、病院事業会計において新型コロナウイルス感染症対策に係る

追加補正予算とそれに係る一般会計から病院事業会計への補助金の追加補正予算でございます。

事業内容につきましては、後ほど担当事務長より説明がございますので、私からは詳細な説明は

いたしませんが、概要としましては新型コロナウイルス感染症陽性者のうち、自宅療養を指示さ

れた方々を一時的に受け入れる施設として改修した旧老健施設まきばについて、現在感染症の主

流になりつつある変異株の拡大の懸念もあることから、感染症病床の確保、機能充実を図ろうと

すること、さらに救急医療体制においても北海道からの補助金を活用し、感染症対策の設備充実

を行うものでございます。 

 それでは、議案第１号の説明をいたします。議案第１号は、令和３年度新ひだか町一般会計補

正予算(第４号)でございます。 

 令和３年度新ひだか町の一般会計補正予算(第４号)は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

2,850万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ172億1,991万円にしようとす

るものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

 補正予算の内容でございますが、一般６ページをお開きください。３、歳出でございますが、

４款 衛生費、１項 保健衛生費、１目 保健衛生総務費で2,850万5,000円を追加しようとするもの

でございますが、病院事業会計において旧老健施設まきばの新型コロナウイルス感染症患者受入

れ病床への転換に要する経費のうち、その財源として北海道からの交付金で不足する分に対し、

一般会計から補助しようとするものでございます。 

 次に、歳入でございますが、１ページお戻りいただきまして、５ページを御覧ください。２、

歳入でございますが、11款、１項、１目 地方交付税で2,850万5,000円を追加計上してございまし

て、こちらで収支調整をしてございます。  

 以上で議案第１号の説明を終わります。 

 議案第２号につきましては、担当事務長より御説明いたします。 

 私からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田町立病院事務長。 

〔新ひだか町立病院事務長 米田一治君登壇〕 

〇新ひだか町立病院事務長(米田一治君) おはようございます。ただいま上程されました議案第

２号 令和３年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第２号)につきまして御説明申し上げます。 

 このたびの補正予算につきましては、さきの定例会以後、新型コロナウイルス感染症陽性者の

うち、無症状、軽症者などの受入れ施設として活用してまいりました旧介護老人保健施設まきば
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の運用方法につきまして、今後想定される新型コロナウイルス感染症患者の増加時の医療対応と

現在拡大しつつあります変異株への対応などを念頭に置きながら、当該施設を町立静内病院にお

ける感染症病床として10室、10床分を運用していくため、一般会計補助金と道の新型コロナウイ

ルス感染症緊急包括支援交付金を財源とし、救急医療体制の整備事業経費として追加計上しよう

とするものでございます。 

 第１条は、総則でございまして、令和３年度新ひだか町病院事業会計の補正予算(第２号)、こ

ちらを次に定めるところによります。 

 第２条は、資本的収入及び支出の補正でございまして、令和３年度新ひだか町病院事業会計予

算、以下予算といいますが、第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する

ものでございます。 

 収入の第１款 資本的収入は7,109万7,000円を追加し、２億2,158万7,000円に、第１項 静内補

助金は7,109万7,000円を追加し、１億5,413万1,000円にしようとするものでございます。 

 支出の第１款 資本的支出は7,109万7,000円を追加し、２億8,173万円に、第１項 静内建設改良

費は7,109万7,000円を追加し、１億1,644万7,000円にしようとするものでございます。 

 第３条は、他会計からの補助金の補正でございまして、予算第９条中、４億9,809万2,000円を

５億2,659万7,000円に改めるものでございます。 

 続きまして、病院の２ページをお開きください。資本的収入及び支出明細書でございますが、

下段の支出より御説明申し上げます。１款 資本的支出、１項 静内建設改良費、１目 資産購入費

は、2,254万3,000円の追加で、各室に簡易陰圧装置及びナースコールを配置して個室管理を可能

なものとし、併せてビデオ喉頭鏡、救急カートなどの医療備品を購入し、新型コロナウイルス感

染症感染疑いの患者の救急診療体制の拡充を図ることとしてございます。 

 ２目 建設改良費は、4,855万4,000円の追加でございまして、従前宿泊療養の運用開始に伴い旧

老健施設内に整備を行った内容に加え、医療施設として必要なフロージェレネーターといった酸

素吸入関連設備や完全個室化とするために必要なエアコンやシャワー室を整備し、感染症患者を

安心、安全に受け入れられる施設機能の確保を図るものでございます。 

 上段の収入でございますが、１款 資本的収入、１項 静内補助金、１目 他会計補助金は、一般

会計からの繰り出し基準外補助金として2,850万5,000円を追加し、２目 道補助金は新型コロナウ

イルス感染症緊急包括支援交付金として4,259万2,000円を充当してございます。 

 なお、病院の１ページは予算実施計画書、３ページ以降は令和３年度予定キャッシュフロー計

算書、予定貸借対照表などとなっておりますが、いずれもお目通しをいただき、説明は省略をさ

せていただきます。 

 以上で議案第２号 令和３年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第２号)の説明といたしま

す。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君)  新型コロナウイルス感染症の病床にしていくのってとてもいいことだと

思うのですけれども、隔離病棟というのですか、日高全体の第二次医療圏の中のそういう隔離病

棟の基準病床数というのがあるのか、あるのならどのくらいで、今日高全体でそういう病棟の状

況は足りている状況なのかというようなことを１つお聞きしたいのと、新しく病床にする場合、



 － 5 － 

道の認可が要ると思うのですけれども、法的な手続というか、そのプロセスはどうなっているの

かお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君)  制度設計について医療・介護対策室のほうで当たらせてい

ただいておりますので、私のほうからお答えしたいというふうに思います。 

 まず、管内の新型コロナウイルス感染症の病床数の関係なのですが、道央圏という大きなくく

りで公表されておりまして、明確な病床数というのは公表されておりませんが、当町で調査して

いる内容でお答えをさせていただきますと、いわゆる重点医療機関という形、まず優先的に新型

コロナウイルス感染症陽性患者が発生した場合受入れ病院となる病院が浦河日赤病院という形に

なっております。そちらがうちが調査している段階では10床、病床を持っているというふうに思

っています。重点医療機関の次に、重点医療機関が患者さんがいっぱいになって、その後受け入

れる、または疑陽性の患者さんを受け入れるという病院、これ協力医療機関という第２フェーズ

の医療機関になりますけれども、そこが静内病院が今現在３床持っていると、徳洲会病院でも、

恐らく２床程度だと思いますけれども、持っていると。でいきますと管内で15床、新型コロナウ

イルス感染症病床として持っているというのが当町のほうでお調べさせていただいた管内の病床

数というふうになっています。 

 この病床数については、国の施策、また北海道の施策からも40床程度には持っていきたいとい

うふうに保健所さんのほうもおっしゃっておりまして、今回の病床数の拡充というのは管内の病

床数を増やすという部分でも相当意味の深いものになるというふうに考えております。 

 それと、病床認可のプロセスですけれども、こちらのほうは今回静内病院に10床、いわゆる陰

圧病床、新型コロナウイルス感染症病床を新たにつくるわけですけれども、今既存の静内の病床

58床の一般病床の内数として開設する。ですので、58床に10床増やして68床にするということで

はなくて、あくまでも今の病床の稼働率から鑑みても10床程度は新型コロナウイルス感染症病床

に移しても一般の急性期の病床に影響が出ないというところから、10床を転換していくというこ

とになります。その際の道への許認可等のプロセスなのですが、いわゆる一般病床としてこれは

運用していくことになりますので、病床変更等の手続というのは必要ありません。ただ、今回の

整備に関しては、今まで医療エリアではなかった旧老健まきばの自宅療養者の療養施設を使って、

医療エリアではないところにベッドを持っていきましょうということになりますので、そのエリ

アを医療エリアとして今後は使っていきますというところで保健所さんとは許認可関係で申請の

手続を進めさせていただくことになります。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君)  全体の病床数が変わらないので、新しくするというような認可は要らない

というということで、分かりました。 

 ただ、今まで療養施設で稼働をずっとしていたのですけれども、こういうふうに病棟にしてい

くに当たっては、やっぱり医師とか看護師の体制の確保というのが必要になってくるのではない

かと思うのですが、その辺の手だてというのはどのように進めていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田町立病院事務長。 

〇新ひだか町立病院事務長(米田一治君) これから整備しようとするエリアの診療体制の部分に
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関する御質問でございますけれども、かねてから実施しておりました宿泊療養の対応の中で、町

立静内病院の中で看護部門において一般病床管理と切り分けた形でそちらのエリア対応を行う看

護師のグループをつくりまして、それで入居者の対応をさせてもらい、なおかつ体調に変化が現

れてきた入居者の方々につきましては、当直で残っているドクターなども対応に加えさせていた

だいて時間外、夜間などの対応をさせていただいたというような経過でございます。実際５月の

末から６月の中旬にかけましてこういった施設の入居者の御対応をさせていただいたという実績

もございまして、10床程度の対応は現員の中で対応できるだろうということで当院院長とも調整

をし、なおかつ今後第５波以降の重たい感染症の流行が万が一出てしまった場合、そのときには

新たな人材の確保等も当然念頭に入れながら施設運営をやっていきたいというふうに考えてござ

います。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 今の谷議員の質問に対する答弁に対する確認なのですけれども、道の補助

金も入っているということで、道も了解していることだというふうに思うのですけれども、現状

まきばは病院ではないですよね。病院としての認可受けている面積であるとか、それから診療科

等々あるかと思うのですけれども、それらの変更手続をしながら道の補助金を受けて施設を整備

していくと、そして医者や看護師については現状の中で対応していく、十分間に合わせていくと

いうことでよろしいのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田町立病院事務長。 

〇新ひだか町立病院事務長(米田一治君) 今現在町立静内病院、認可病床数58床ということで運

用しておりますけれども、ここはいじらないと。増やしもしないし、減らしもしないという前提

の下に進めていこうというのがこの事業でございますけれども、ただ、今お話がありましたとお

り、従前福祉施設でございました旧老健まきばのエリア、そこを病院部分として編入していくと

いう形になりますので、病院総体の面積が増える形になることから、そちらについては変更手続

を行うと、これは保健所に届け出る手続になろうかと思います。その上で、医療エリアに編入し、

医療行為を行うという部分にしていこうというふうに考えております。 

 また、人材の確保の部分につきましては、宿泊療養の対応の中で一部取り組んではおりますけ

れども、同じ町立病院の三石国民健康保険病院の看護部門から准看護師を一時的に借り受けて、

借り受けてという言い方はちょっと変かもしれませんけれども、静内病院に一時的な配置をさせ

ていただいて、その中で対応チームをつくって入居者の対応に当たったというような取組を行っ

ております。これも今後この病床が本格的に機能する中で、患者の入院人数なんかを鑑みながら

体制について随時調整をしてまいりたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 施設整備のほうは、道との協議も調っているから問題ないということで、

それは私個人としては動線を考えたときに若干問題あるかなとは思うのですが、それは施設整備

ですからいいのですけれども、利用者、宿泊を伴う人たちが入ってきた場合に、さきの委員会で

３名でここ対応していくのだと、24時間やると日常は２名しか対応できないのです。それで、こ

れが人数が増えてきたときにどういう対応になるのか。５名ぐらいが入ってきたら、この人数で

はどうにもならないでしょうから、ただ予算上は人件費等々は見ていないし、現行の医療体制の

中で対応するのだと言いますけれども、相当厳しい仕事になると思うのです。その辺新たに人を
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雇って、５人を超えたら人を雇って運営していくというようなことは考えていないのかなと思い

ます。私的には、最低４名から５名、24時間ですから、そのぐらいいないと適切な看護ができな

いのでないかなというふうに思っていますので、その辺お答えください。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 人的配置については、事務長のほうからお答えさせていた

だいたとおりなのですが、まず配置基準的に58床の内数として人員を割り当てるという形になり

ますので、施設基準的に全く既存の人員で運用ができるというのが、いわゆる施設基準的な考え

方、これが前提になってくるというふうに思っています。また、一般急性期病床の10床を減らし

て新型コロナウイルス感染症病床のほうにベッドを持っていくわけですから、そこのリソースと

いうのは当然空きリソースが出てくるという形です。58床前提の人員を配置しておりますので、

まずはその中で運用できるかどうかというところをしっかり現場のほうに確認してもらって、今

進めていただいています。 

 さらにちょっとお話をさせていただくと、これまでであれば町立病院が今まで担っていた守備

範囲を超えて新たな事業を展開するということになったとしたら、当然のことながら新たな人的

リソースを配置して事業を運営していこうという考え方に至ったのではないかなというふうに思

っています。ただ、現在は町立病院全体の経営をどういうふうにしていくのかということも、新

型コロナウイルス感染症の部分をしっかり住民の安全と安心を確保するということと、それと並

行して経営改善の部分も視野に入れてそこをやっていかなければなりません。その中で、当初４

月に静内病院と三石病院の組織機能を一元化して、院長の采配の下に適正な人員を配置できると

いう体制もつくらせていただいております。その中で、新型コロナウイルス感染症がずっと恒常

的に続くという状況になった場合ですとか、先ほど阿部議員おっしゃったように、新型コロナウ

イルス感染症病床が10床でずっと埋まってしまったというような場合については新たなリソース

をアサインする等を考えていかなければいけないと思いますが、既存の中では今あるリソースを

集中的に投入して、一時的にスタッフに負荷はかかるというふうには、そういう対応になるとは

思いますけれども、そこは公立病院として担うべき守備範囲の中でしっかり役割を果たして、ス

タッフについても果たしていただかなければならないというふうに考えて、院長等ともその辺は

重々協議をさせていただきながら、先ほど事務長のほうが説明させていただいたような体制でス

タートさせていただきたいというふうに思っています。 

 すみません、長くなりました。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 今答弁で町立病院全体の経営改善を同時に図っていくということだったの

ですけれども、今まで経営改善で病床のほうを減らしていくような方向も過去に出されてきてい

ましたが、今回新型コロナウイルス感染症病床を増やすということで、もし分かれば、補助金と

か診療報酬など、そういう面で変化があるのか。 

 町立病院として経営を成り立たせていくという見通しをちょっとお聞きしたいのと、あと地域

医療構想との関係の兼ね合い…… 

〇議長(福嶋尚人君) 谷君、今回の補正予算に関する質問だけしてください。 

〇10番(谷 園子君) では、最初の質問だけにします。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 
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〇医療・介護対策室長(及川啓明君) これまでは、自宅療養者の受入れ施設ということで、医療

と全く関わらない部分で陽性者の方を受入れしておりましたので、そこに係る収入というのはゼ

ロ円という形になりますが、今後については医療病床として運用していくことになりますので、

陽性者を受け入れた場合については診療報酬でそこは収入として受けることができると。また、

現在３床、新型コロナウイルス感染症病床を当院持っておりますけれども、そこも空床利用の補

助金ということで一部補助金が入ってくる部分がございます。そういった部分も収入としては見

込めてくる部分だというふうに思っています。そういった意味でも、収益的な部分としても療養

施設として置いておくよりも活用が広がる、活用というか、経営状況、収入が広がるということ

になりますが、いずれにしても今回は今後発生するかもしれないという新型コロナウイルス感染

症の陽性者、またはクラスター、またはデルタ対策ということについて安心、安全に医療として

提供できるということを目的に進めさせていただきたいというふうに思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 先ほどの事務長の答弁の中で、三石病院から看護師を臨時的にというか、

応急的に何名か静内病院のほうに移籍してというお話あったのですけれども、これは具体的には

何名なのですか。そして、58床に対応する看護師数でやっているかと思うのですけれども、それ

はそのままで病床数は内々の中でやるので、影響がないのだということなのですけれども、現実

に三石病院でいえば看護師の数足りないで、配置基準からいったらその他の基準というのですか、

その中でやっているわけなのですけれども、さらにまた三石病院のほうの看護師体制が不十分に

なってくると。これは、看護師の関係でいったらどういうことになるのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田町立病院事務長。 

〇新ひだか町立病院事務長(米田一治君) 人員体制に関する部分の御質問かと思います。 

 三石病院から看護職員を一時的な配置替えをして対応した部分につきましては、そもそも宿泊

療養に関しては医療の提供というよりは宿泊療養者を医療的な見地から管理をさせていただくと

いう意味合いでの対応ですので、対応する看護職員については通常の病棟業務から切り分けるよ

うな形でチームづくりをさせていただいたという経過から、そのときに一時的に足りなくなるで

あろう人員分を三石に求めたというような形でございます。 

 それから、三石病院から配置していただきました職員については外来担当の准看護師というこ

とで、病棟運営に支障のなきような形の中で対応してございます。ただ、新型コロナウイルス感

染症病床としてこの後病床を10床運用を開始した際に、いきなり10人が入るというわけでもござ

いませんので、その辺は患者さんの受入れ状況を見ながら、対応する看護職員の配置、こういっ

たものも考えて進めていくような流れになろうかと思いますので、そちらのほうにつきまして御

理解をいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 私何名を予定しているのかというふうに聞いているのです。具体的にどの

ぐらいの期間。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田町立病院事務長。 

〇新ひだか町立病院事務長(米田一治君) あらかじめ人員配置を示せというような御質問かと思

いますけれども、ただ現在第５波の入り口にかかっているだろうと言われている新型コロナウイ

ルス感染症でございますが、今後日高管内においてどれだけの医療需要が見込まれるかというも
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のもまだ想定もされておりません。その中で医療体制をどうしていくかという部分は、今考えら

れる部分につきましては宿泊療養をやっていた際の、そのときに対応していた際の看護職員の配

置、これがベースになろうかというふうに考えておりますので、それを基礎として人員配置を考

えるとなると、三石病院から一時的に用立てていただく人員は１名になろうかというふうに思い

ます。ただ、これも今後コロナ禍がどのように変遷していくかによって病院、医療機関としての

対応もその都度動いていく部分だと思いますので、今の段階でどうなるのだというふうに問い詰

められても、なかなか今ここまで想定していますというふうに答えられるものではございません。

ただ、過不足のないような対応は常に病院の中で考えていかなければいけないというふうに考え

ておりますので、そちらのほうにつきまして御理解をいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 新型コロナウイルス感染症に対する考え方は、毎日人が替わるのかもしれ

ませんが、病院としての一般診療への影響は、１人、２人入院者がいても、８人、10人となれば

一般診療のほうへの影響、ドクターとか看護師の関係で出てくると思うのですが、その辺の想定

自体は考えていらっしゃいますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田町立病院事務長。 

〇新ひだか町立病院事務長(米田一治君) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて診療体制、

特に病棟運営の部分になろうかと思いますけれども、どのように変わるかという部分でございま

すが、今現在これまでに受けてきた陽性患者の入院者としての対応については、静内病院実績は

ございますけれども、大人数の対応を要したということはございません。あくまでも管内の基幹

病院である浦河日赤に転院するまでの間一時的に対応させていただいたという部分、それから先

ほどからも申しております宿泊療養の対応をする中で複数名の陽性者の対応をさせていただいた

という実績がございます。この中では割と町立病院の医療体制の中で対応ができてきたという自

負がございますので、大きく入院者が増えない限りは現行の体制のままいけるだろうというふう

に考えております。ただ、感染対策の部分もございますので、一般病床の対応の看護師、それか

ら新型コロナウイルス感染症患者に対応する看護師を混在させるということだけはさせないよう

な感染対策も考慮しつつ、人員配置について考えていきたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) そこで、ちょっと補足になりますけれども、先ほど58床の

病棟内に現在は３床、新型コロナウイルス感染症病床、陰圧病床を持っているということで、同

じ病棟のエリアに新型コロナウイルス感染症病床が今３床あるという部分では、感染症対策とい

う部分ではこれまで医療スタッフからも厳重にきめ細かく対応するということで今までやってき

ましたが、なかなか厳しいという声も上がっておりました。今回は、建屋を分けて全く別の運用、

そしてスタッフも切り分けて運用するということがこの体制整備後は整いますので、そういった

意味からも非常に運用としてはこれまでよりも運用しやすくなるのかなというふうに思っていま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 
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 議案第１号及び議案第２号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから議案第１号 令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第４号)を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。  

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号 令和３年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第２号)を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。  

 よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

        ◎行政報告に対する質疑 

〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。 

 報告事項のみについて質疑願います。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 行政報告の一番最後のページ、12ページなのですけれども、(２)の接種予

定について、この内容が記載されております。そこで、７月22日から８月１日ですか、この間基

礎疾患を有する事前登録者等々ありまして、最後の部分に先行接種申請の事業所従事者と、こう

いうのがありますけれども、具体的にどのような事業所なのか教えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 不特定多数の方と接触する事業者さんということで、町

のほうで募集させていただいて、申請を受付させていただいております。事業所、具体的にあれ

ですけれども、金融機関ですとか、それから交通機関、そういった様々な業種の方々から約620名

ほどの申請をいただいております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、この中に、申請してやるということなのですが、整骨院関係の申

請はなかったですか。なぜ整骨院関係、整骨院というのは患者さんと接しますから、それが先行

接種にならないようなことで私のほうに声が届いたのですけれども、それは申請がなかったとい

うことですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 整骨院関係、私どものほうで募集したのは不特定多数の

方と接触する事業所さんということで、こんな事業所でなければならないという制度ではなくて、

確かに整骨院の方からも申請はいただいております。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 
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    ◎閉会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 令和３年第４回新ひだか町議会臨時会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

 (午前１０時１３分) 


