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【開催日】 令和３年２月２４日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時～午後２時５５分 

【出席委員】 

委 員 長 大 井 淳一朗 副 委 員 長  水 津  治 

委 員 河 﨑 平 男 委 員 杉 本 保 喜 

委 員 松 尾 数 則 委 員 矢 田 松 夫 

委 員 吉 永 美 子   

【欠席委員】 なし 

【委員外出席議員等】  

議   長 小 野  泰   

【執行部出席者】 

副 市 長 古 川 博 三   

福 祉 部 長 兼 本 裕 子 福 祉 部 次 長 岩 佐 清 彦 

福 祉 部 次 長 尾 山 貴 子 国 保 年 金 課 長 梅 田 智 幸 

国保年金課課長補佐  石 橋 啓 介 国保年金課主査兼特定健診係長 石 井 尚 子 

国保年金課主査兼国保係長 伊 藤 佳和子 国保年金課主査兼年金高齢医療係長 岩 壁 寿 恵 

国保年金課収納係長 山 田 幸 生   

病院事業管理者 矢 賀   健 病院局事務部長 國 森   宏 

病院局事務部次長 和 氣 康 隆 病院局総務課主幹 藤 本 義 忠 

病院局医事課主査 佐々木 秀 樹 病院局総務課経理係職員 岩 本 隆 嗣 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 尾 山 邦 彦 事 務 局 主 査 島 津 克 則 

 

【付議事項】 

１ 議案第３号 令和２年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予算 

（第５回）について（国保） 

 

２ 議案第４号 令和２年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３回）について（国保） 

 

３ 議案第５号 令和２年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第３回）に

ついて（病院） 
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４ 所管事務調査 病院事業報告について（病院） 

 

 

午前１０時 開会 

 

 

大井淳一朗委員長 ただいまより民生福祉常任委員会を開会します。お手元に

あります審査内容に従って進めてまいりますので、御審議のほどよろし

くお願いします。それでは議案第３号、令和２年度山陽小野田市国民健

康保険特別会計補正予算（第５回）についての説明を求めます。 

 

梅田国保年金課長 議案第３号、令和２年度山陽小野田市国民健康保険特別会

計補正予算（第５回）について御説明します。今回の補正は、主に決算

を見込んで各事業費の予算額を調整するものです。補正予算書の１ペー

ジをお願いします。歳入歳出とも１０２万２，０００円を減額し、総額

を７５億９，５６３万５，０００円とするものです。歳出から御説明し

ます。補正予算書の８ページ、９ページをお願いします。上段から中段

の３款国民健康保険事業費納付金については、歳出額の補正はありませ

んが、特定財源の一部を国民健康保険料から県支出金に振り替えるもの

です。これは、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免に

伴って減少した保険料収入の交付金措置に係るもので、１項医療給付費

分７５７万８，０００円、２項後期高齢者支援金等分２２１万５，００

０円、３項介護納付金分１０２万７，０００円をそれぞれ振り替えます。

続いて、下段の５款１項保健事業費は、今年度の実績を勘案し、決算を

見込んでの予算額の調整となります。１目疾病予防費は、１３節委託料

のうち、健康運動事業委託料を７６万円減額、歯周病検診委託料を２６

４万円減額します。内容は、健康運動委託料は、当初予算算定時の１６

０名分から３７名分へ、歯周病検診委託料は、当初予算算定時の１，０

００人分から２００人分へそれぞれ減じています。１０ページ、１１ペ

ージをお願いします。上段２項特定健康診査等事業費、１目特定健康診

査等事業費につきましては、集団健診について、当初６月、１０月、１

月の３回実施することを予定していましたが、新型コロナウイルス感染

症の影響により、そのうちの６月を中止したことに伴い、１２節役務費

９万５，０００円、１３節委託料３１９万円をそれぞれ減額するもので

す。次に、下段７款１項償還金及び還付加算金は、過年度分の交付金の
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精算について、額が確定したことに伴い補正するものです。５目保険給

付費等交付金償還金５６２万４，０００円、６目財政調整交付金償還金

３万２，０００円、７目災害臨時特例補助金償還金７，０００円をそれ

ぞれ増額するものです。歳出についての説明は以上です。続きまして、

歳入について御説明します。６ページ、７ページをお願いします。上段

の１款１項１目一般被保険者国民健康保険料は、先ほど歳出の事業費納

付金で説明しました新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減

免に伴って減少した保険料収入について、交付金による措置が決定した

ことにより、１節医療給付費現年度分７５７万８，０００円、２節後期

高齢者支援金分現年度分２２１万５，０００円、３節介護納付金現年度

分１０２万７，０００円をそれぞれ減額し、１目全体で１，０８２万円

減額するものです。中段５款１項１目保険給付費等交付金、２節特別交

付金のうち特別調整交付金は、先ほどの新型コロナウイルス感染症の影

響による保険料の減免に伴って減少した保険料収入について、同額措置

されるものです。同節の保健事業分１３２万円の減額は、額の確定に伴

うものです。次に、７款２項１目国民健康保険基金繰入金は、歳入歳出

の増減に伴い、全体予算を調整し、国民健康保険基金繰入金４２万１，

０００円を増額しています。最後に、最下段９款３項５目雑入は、歳出

で説明しました健康運動事業について、参加者数を減じることに伴う参

加料収入の減により、１節雑入のうちの雑入金１２万３，０００円を減

額するものです。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 執行部の説明が終わりました。歳出のほうから見ていきた

いと思います。国民健康保険の納付金の関係で振替の話がありましたが、

これに絞って、皆さんのほうで確認したいこととか、よろしいですか。

振替はいいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）続きまして、保健事業費

の疾病予防と特定健康診査事業費の２点に絞って、保健事業費です。 

 

杉本保喜委員 健康運動事業委託料、これは百歳体操とか、そういう系統のも

のも入っているんですか。 

 

石橋国保年金課課長補佐 入っておりません。こくほシェイプアップジムの委

託料になります。 

 

矢田松夫委員 コロナでジムが閉鎖されて、受講生が少なくなったということ
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が主な原因ですか。それともう一つ、その下の資料、これはちょっとよ

く分からんです、減額になったのが。上のは分かるんです。今みたいな

状況があって、参加者が少なくなったのは分かる。この二つについて説

明を願います。 

 

石橋国保年金課課長補佐 健康運動事業委託料につきましては、コロナの影響

によりまして、参加者がちょっと少なかったということで、今回、補正

をしております。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 歯周病検診ですが、今年度初めて始めた

事業です。コロナの影響で開始時期もちょっと遅れました。それと初年

度というところでＰＲも十分行き渡っていなかったということもあるの

かなと思います。 

 

矢田松夫委員 歯周病については、今年の大きな目玉ということでスタートし

たんだけど、宣伝がまずかったというんじゃなくて、ほかに理由はない

んかね。宣伝がまずいというのは最低ラインの回答なんだけど、何かも

うどうしようもないというか、そういうのがなかったのか。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 ＰＲについてなんですが、コロナの影響

があったので、こちらからどうぞどうぞというところが例年に比べると

言いにくかったというところはあります。 

 

大井淳一朗委員長 開催時期が遅れたということなんですが、何月に開催する

予定で、実際何月に開催されることになったんですか。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 ６月から開始の予定を７月からにしてお

ります。 

 

大井淳一朗委員長 ＰＲ不足ということなんですけど、これはチラシを渡すん

ですかね。その方法について、もう一度お願いします。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 特定健診の受診券を４０歳以上の被保険

者に送る中に、歯周病検診のチラシを１枚入れております。この歯周病

検診というのが歯だけの問題ではなく、内科的なものにも影響があると
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いうところで、特定健診をしていただく内科のほうにもポスターを掲示

していただく、あるいは公民館等の人の出入りがあるところにもポスタ

ーを掲示するようなＰＲをしました。 

 

吉永美子委員 例の女性だけが行かれる。分かりますよね。（「はい」と呼ぶ

者あり）健康体操の。今回は聞くところによると二人ということで、前

回は一人だったと聞くと、コロナの影響イコールだけなのかなというこ

とをちょっと思ったんですが、昨年度の状況と今年度の状況の変化を教

えていただけたらと思います。 

 

石橋国保年金課課長補佐 今年度につきましては、女性の方だけが参加するジ

ムにつきましては４名受講されております。昨年度につきましては、９

名参加されております。 

 

吉永美子委員 今回が２名ということを私には伝えられたということなんでし

ょうね、全体という意味ではなくて。何を聞きたいかというと、女性だ

けとかではなくて、実績として、コロナによって昨年度と今年度そんな

に大きく差が出ていますかということをお聞きしているつもりです。 

 

石橋国保年金課課長補佐 昨年度につきましては、全体の参加者が６１名。今

年度につきましては３１名ということになっておりますので、半分ぐら

いになっているんですけれども、コロナの影響もあったとは思います。

周知につきましても、コロナ禍ということで、十分に行えなかったとい

うことはあると思います。 

 

吉永美子委員 ジムが休んでいたということもあるんじゃないかとおっしゃっ

ていたけど、それも事実ですよね。 

 

石橋国保年金課課長補佐 ジムにつきましては、確かに春の緊急事態宣言が出

ているときには休業されていらっしゃったんですけれども、それ以降、

ジムはされております。実際のシェイプアップジムの開催につきまして

も、当初６月開催予定を考えておったんですけれども、７月に開始しま

して、１０月と２月につきましては、予定どおり開催しております。 

 

吉永美子委員 だから、そんなに大きくは影響を受けていないけど、多少は影
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響があったと。歯周病の分なんですけど、特定健診の分に入れていただ

いて、見て思ったのは、７人でしたか、８人でしたか、かなりの割合で

歯周病になられている方がいるんですよという大きなアピールをされて

いたと思って、私もせっかく特定健診を受けたら、これも併せて受けよ

うと思って、現実に何もなかったら、何もなしと言われたから、安心に

つながり、かつ無料ですよね。今後、歯周病というのは、大きく体に影

響するというのは、私が行っている歯科にも、ほんとに大きく影響する

んだなというのが分かるポスターを貼っておられるんですよ。そういっ

たポスターは活用されていますか。そういった活用と併せて、歯周病は

検査をすることで未然に防げるよということをもっともっとアピールと

いうことで、この２点をお聞きしたいと思います。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 ポスターにつきましては、今後もよりよ

いものをというところで掲示を進めてまいりたいと思います。歯周病に

ついての啓発、啓蒙もあらゆる場面で行いたいと思います。 

 

吉永美子委員 今の歯周病の検診が少ないということは、特定健診自体も今回、

昨年に比べて、今の実績、１月末までだったから、ある程度出ていると

思うんですけど、実績としてやはりダウンしていますか。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 今回、５００件ほど補正を組ませていた

だいたんですが、これは６月の集団健診を実施しませんでしたので、そ

の分、例年の実績分を削減しております。個別健診につきましても、実

績が集まりつつあるんですが、やっぱり若干少ないかなというところで

す。集団健診は１０月と１月もやったんですが、こちらもやはり例年並

みまではいきませんでした。 

 

松尾数則委員 特定健診、以前何かで見て、ナッジ理論で健診を増やしていき

たいという話があったんですが、これだけ減っているし、１回減っただ

けではなくて、いろんな意味もあるんでしょうけれど、その辺のノーベ

ル賞を受賞した人の理論をうまく使って、何か考えていらっしゃること

はあるんですか。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 今回、行いましたナッジ理論を使った受

診勧奨については、３月に業者と評価を行う予定にしております。担当
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者の実感としては、個別健診の１０月分の実績がほかの月に比べて伸び

ております。この受診勧奨は９月にはがきを出しましたので、季節的に

皆さんが受けやすかったのか、はがきの影響なのかというところはこれ

からですけれど、時期的には１０月が延びたというところがあります。 

 

松尾数則委員 特別何かアクションを取ったとかいうようなことはないんでし

ょうか。ナッジ理論についてです。 

 

梅田国保年金課長 ＡＩを使った勧奨のことだろうと思います。今回のコロナ

感染症の影響で、当初予定していたとおりにはできなかったんですけど

も、秋ぐらいから、１０月と１月については、集団健診も行えそうだと

いう見通しがありましたんで、９月にＡＩを使った受診勧奨を行うよう

な形にしました。当初予定していた１００％の事業を行うことはできま

せんでしたので、当初どおりの効果が得られたかどうかは今後の検証に

掛かってくるかと思います。行った実感としては、市が作ったものを送

ったときよりも問合せ等も多かったような気がしますし、効果としては

あったんじゃないかというふうに感じております。 

 

大井淳一朗委員長 保健事業はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）諸

支出金、償還金関係で確認したいこととか、よろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）それでは歳入に入ります。歳入全般にわたって、６ペー

ジ、７ページです。 

 

河﨑平男委員 この時点の保険の被保険者は、どのぐらいいるんですか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 現在の被保険者数ということでしょうか。減

免対象の被保険者数ということですか。 

 

河﨑平男委員 補正予算の提出時の件数です。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 保険者数は１２月末現在で、１万２，２５６

人の方が加入されています。 

 

河﨑平男委員 この時点の収納率はどのぐらいなんですか。 
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山田国保年金課収納係長 減免額を含め、１月末時点になりますけど、現年分

については、７３．０６％になります。 

 

河﨑平男委員 一人当たりの保険料というのは、どのぐらいですか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 令和２年度の予算を立てる段階なんですけれ

ど、この時点で見込んでいたのが９万８，７５１円となっております。 

 

河﨑平男委員 この保険料について、県内ではどのぐらいのレベルなんですか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 詳しい資料を持ってきていなかったので、何

位ですというようなことをお示しすることが難しいですが、基本的に山

陽小野田市の保険料は、実際に収納を得られる保険料に関しては、一人

当たりの保険料はかなり低い金額になっています。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですか。歳入はいいですね。（「はい」

と呼ぶ者あり）質疑は以上とします。討論はございませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは採決に入ります。議案第

３号、令和２年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予算（第５回）

について、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。続きまして、

議案第４号、令和２年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３回）についての説明を求めます。 

 

石橋国保年金課課長補佐 それでは議案第４号、令和２年度山陽小野田市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第３回）について御説明します。今回の

補正は、決算を見込んで予算額を調整するものです。予算書の１ページ

をお願いします。歳入歳出とも３，６７０万４，０００円を減額し、総

額を１１億１，０１２万６，０００円とするものです。それでは、歳出

から御説明します。５ページ、６ページをお願いします。下段、２款１

項１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、決算見込みによ

り予算額を調整するものです。１９節負担金、補助及び交付金のうち、
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事務費等負担金４５万円の減額は、額の確定に伴うものです。また、後

期高齢者医療保険料納付金３，６２５万４，０００円の減額は、歳入の

後期高齢者医療保険料の減額に伴うものです。１目後期高齢者医療広域

連合納付金全体では、３，６７０万４，０００円の減額となっておりま

す。歳出は以上です。続きまして、歳入について御説明します。同じペ

ージの上段になります。１款１項後期高齢者医療保険料につきましては、

１２月までの実績を基に決算見込額を算出し、当初予算との差額を計上

しております。１目特別徴収保険料は現年度分１，１４２万６，０００

円の減額、２目普通徴収保険料は現年度分２，４８２万８，０００円の

減額となっており、１項後期高齢者医療保険料全体では、３，６２５万

４，０００円の減額となっております。続きまして、３款１項一般会計

繰入金は、歳出の後期高齢者医療広域連合納付金の事務費等負担金の減

額に伴い、１目事務費等繰入金４５万円を減額するものです。以上で令

和２年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）につ

いての説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 説明が終わりました。歳入歳出併せて皆さんのほうで、後

期高齢の質問を受けたいと思います。 

 

河﨑平男委員 保険料の歳入の件だけど、減額の根拠というか、どのようにさ

れているんですか。 

 

大井淳一朗委員長 根拠、要因のどちらですか。減額の根拠ですか。（発言す

る者あり） 

 

石橋国保年金課課長補佐 この度の減額につきましては、過去５年分の調定額

の伸び率を算出しまして、それに調定見込額の収納率を勘案しまして、

出しているものです。 

 

河﨑平男委員 保険料の滞納者はどのぐらいおられるんですか。 

 

梅田国保年金課長 滞納者数については資料を持ち合わせていないんですけど

も、収納率につきましては、令和元年度で９９．３１％となっておりま

すので、金額で言うと０．７％程度が滞納分となります。 
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大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）そ

れでは質疑を打ち切ります。討論はございませんか。（「なし」と呼ぶ

者あり）討論なしと認めます。それでは採決に入ります。議案第４号、

令和２年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）に

ついて、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。民生福祉常任

委員会を一旦閉じまして、１０時４０分から一般会計の分科会を始めま

す。それでは休憩します。 

 

 

午前１０時３０分 休憩 

 

午後１時     再開 

 

 

大井淳一朗委員長 民生福祉常任委員会を再開します。続きまして議案第５号、

令和２年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第３回）について、説

明を求めたいと思います。 

 

矢賀病院事業管理者 当院では昨年、地域包括ケア病棟を入れて、今日は良い

報告ができるというふうに踏んでいたんですけども、コロナの影響をも

ろに受けまして、患者数が大幅に狂って、まだ、なかなか先が見通せな

いような状況になっております。今日報告させていただくのは、患者数

がちょっと減少しまして、その影響を受けているんですが、全国的に見

て、近隣の急性期型の病院と比較してどうかということになりますと、

入院患者の減少数は、うちは少ないほうで、外来患者の数は平均的なも

のだと思っています。そういうことをお含みの上、質問していただきた

いというふうに考えております。それでは担当より説明させていただき

ます。 

 

藤本病院局総務課主幹 議案第５号、令和２年度山陽小野田市病院事業会計補

正予算（第３回）について御説明します。まず、補正予算書１ページを
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御覧ください。第２条の業務の予定量ですが、年間延べ入院患者数を１，

３７０人減の５万９，１３３人に、一日平均入院患者数を４人減の１６

２人に、外来患者数を９７２人増の９万６３９人に、一日平均外来患者

数を４人増の３７３人に改めました。第３条及び第４条については１３

ページから詳細を御説明します。それではまず１３ページの収益的収入

を御覧ください。１款１項１目入院収益ですが、決算を見込み、１２月

の補正予算第２回と比較し、一人一日当たりの入院単価を３５１円減の

３万８，９８９円とし、入院収益を７，４６６万５，０００円減の２３

億５５２万１，０００円としました。２目外来収益ですが、決算を見込

み、一人一日当たりの外来単価は当初予算から変わらず１万１，０００

円とし、外来収益を１，０６９万２，０００円増の９億９，７０２万９，

０００円としました。次に３目その他医業収益中の１節室料差額収益で

すが、これは入院患者の減に伴い最新の利用率を参考に決算を見込み約

３５３万円を減額しました。２節公衆衛生活動収益ですが、昨年４月か

ら６月まで、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため健診等の全部又

は一部を中止していたことにより、決算を見込み１，６８０万円を減額

しました。４節医療相談収益ですが、先ほど御説明した健診等と同様、

昨年４月から６月まで、人間ドック等の全部又は一部を中止していたこ

とにより、決算を見込み６００万円を減額しました。６節救急医療負担

金、７節保健衛生行政負担金ですが、これは一般会計繰入金であり、前

年度精算を行った結果、それぞれ３４６万４，０００円、２１５万３，

０００円を増額しました。８節その他医業収益ですが、入院患者減に伴

い関連収入である文書料、貸衣料、胎盤料、紙おむつの実費負担など決

算を見込み７５６万円を減額しました。次に、２項医業外収益の２目他

会計補助金と５目他会計繰入金も、どちらも一般会計繰入金ですが、こ

れも先に御説明した救急医療負担金などと同様に前年度精算を行い、そ

れぞれ１５２万５，０００円の減額、１８５万３，０００円の増額とな

りました。収益的収入の最後は、８目その他医業外収益ですが、ここで

も患者減に伴う売店使用料やＴＶカード販売手数料の減など、決算を見

込み３１８万円を減額しました。以上の結果、１款病院事業収益は９，

５１０万３，０００円減額し、４１億５，９８３万６，０００円となり

ました。続きまして、１４ページの収益的支出です。１款１項１目給与

費ですが、給与改定、年度中途採用や退職などによる職員や会計年度任

用職員の増減調整、看護師の育児休業からの復帰などについて、決算を

見込んで４，５３０万２，０００円増の２２億８，５４５万６，０００
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円となりました。次に２目材料費ですが、入院患者の減により決算を見

込んで、１節２節の薬品費を合計２，４００万円減額しました。また、

５節その他材料費ですが、１２月補正でも御説明しましたが、その後も

手袋の値上がりが続き、決算を見込んで４８０万円増額しました。その

結果、材料費全体で１，９２０万円減の８億４，４０８万６，０００円

となりました。３目経費の１５節賃借料ですが、在宅酸素療法患者用機

器や褥瘡用マット、内視鏡洗浄機、人工呼吸器などのリース料の増など

により、決算を見込んで９６０万円増の８億２，４０２万１，０００円

となりました。５目資産減耗費の２節固定資産除却費ですが、今年度廃

棄予定の医療機器や備品の除却費を計算した結果、４４万８，０００円

増の３４４万８，０００円となりました。２項医業外費用ですが、費用

の増減に伴い再計算した結果、４目雑支出は２０６万９，０００円の増

額、５目消費税は１７５万３，０００円の減額となりました。以上の結

果、１款病院事業費用は、３，６４６万６，０００円増の４７億３，０

６２万６，０００円となりました。最後に１２ページを御覧ください。

このページは税抜きの予定損益計算ですが、下から３行目、当年度純損

失として４億５，９８４万１，０００円を見込み、一番下、当年度未処

理欠損金いわゆる年度末累積欠損金は３７億１，５７６万４，０００円

となる見込みです。続きまして、１５ページの資本的収入ですが、１款

１項１目２節特別減収対策企業債について、１億４，４９０万円を増額

補正するものであります。この企業債は、令和２年度の新型コロナウイ

ルス感染拡大に伴う医療機関の資金繰り悪化に対応するために特別に発

行を許可されるもので、通常公営企業で生じる資金不足は地方債の対象

としていませんが、今回の新型コロナウイルス感染拡大に伴う減収によ

る資金不足については、特例的に地方債を発行できることとなりました。

借入資金には政府資金が優先的に配分され、償還年限は１５年以内。ま

た、発行済みの特別減収対策企業債の償還利子の２分の１の額を一般会

計から繰出し、この繰出しには措置率０．８の特別交付税措置が講じら

れることとなっています。以上の結果、１款資本的収入は１億４，４９

０万円増額し、４億９６万４，０００円となりました。資本的支出につ

いては補正がありませんので予算書には掲載されませんが、１２月の補

正第２回と同額の４億６，８９４万８，０００円ですので、資本的収支

の不足分６，７９８万４，０００円は内部留保資金等で補塡するものと

しました。最後に２ページを御覧ください。第５条の企業債の限度額に

つきましては、先ほど資本的収入のところでも御説明しました特別減収



13 

 

対策企業債１億４，４９０万円を追加しました。また、第６条の議会の

議決を経なければ流用することのできない経費として職員給与費を定め

ていますが、先ほど収益的支出のところでも御説明しましたように４，

５３０万２，０００円を増額して、２２億８，５４５万６，０００円と

しました。その他のページとして、３ページには先ほど詳しく御説明し

た１３ページ以下を目まで表記した病院事業会計予算実施計画補正（第

３回）を、４ページには補正後の予定キャッシュ・フロー計算書を、５

から８ページには給与費明細書を、９、１０ページには予定貸借対照表

を、そして１１ページには注記を載せています。ちなみに、資金不足の

計算は、９、１０ページの予定貸借対照表から計算することができます

が、この補正後の予定貸借対照表から計算すると、９ページ中ほど少し

下の流動資産合計７億６，７２４万３，０００円から、１０ページ中ほ

どの流動負債合計９億９，６１６万７，０００円から、上から２行目の

企業債２億２，９００万４，０００円を控除した７億６，７１６万３，

０００円を差し引くと８万円のプラスとなり、資金不足は発生しません。

以上で、令和２年度病院事業会計補正予算（第３回）についての説明を

終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 病院局から説明がありました。１３ページ、１４ページの

収益的収入及び支出に従って質問をしていただきたいと思います。まず、

病院事業収益のうちの医業収益、入院外来に絞って質問していただけれ

ばと思います。１ページに業務予定量もありますので、その辺りも含め

て入院と外来に絞って、皆さんの質疑を受けたいと思います。 

 

矢田松夫委員 これまで年間の延べ外来患者数は古い病院のときであっても、

１０万人を切ることはなかったんです。もう既に１０万人を切って、今

回９７２人増という目標を設定されておりますけれど、こういう攻めの

数字を出された理由というか、原因というのはあるんですか。 

 

藤本病院局総務課主幹 外来患者につきましては、御存じのように９月で大き

く減額させていただきました。１２月にも補正予算で多少増やしていま

して、そのときも多分御説明しましたが、入院患者は相変わらず、若干

減少傾向にありますけども、外来患者につきましては、おかげさまで多

少増加傾向にあるということで、当初予算の４１９人には遠く及びませ

んが、この度も一日平均４人増、一日平均３７３人まで増やすことがで
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きたというふうに考えております。 

 

矢賀病院事業管理者 外来患者は、昨年度は大体一日平均４１０人だったんで

す。それがコロナの影響で、昨年の４月と５月が底で、一日当たり３４

０人台まで減少しました。そこの減り具合があまりにも大きかったもの

ですから、そこの患者数を基に、補正予算で患者数を修正したわけです

けども、その修正よりも予想以上に戻りがよくて、一日当たり４人プラ

スになったということです。 

 

矢田松夫委員 どこの診療科目ですか。 

 

矢賀病院事業管理者 どこの診療科目が特に減ったという具体的な数字は、今

持ち合わせておりません。 

 

大井淳一朗委員長 特に外来でここが増えたとかいうのはないということです

ね。よくインフルエンザでこの時期に多くなる傾向があるんですが、イ

ンフルエンザはどうですか。コロナで逆に減ったというのもあると思う

んですが、分かる範囲で。 

 

矢賀病院事業管理者 インフルエンザはほとんどお目に掛かっておりません。

普通の風邪も非常に少ない。感染症がマスクで予防されているんだとい

うふうに思います。 

 

大井淳一朗委員長 その割に増額になったのは、４月、５月にかなり下げ過ぎ

たというか、思ったよりはひどくはなかったということで、当初に及ば

ないのは変わらないということですね。ほかの委員の質疑を受けたいと

思います。 

 

松尾数則委員 入院、外来とも随分数を落としているんですけれど、外来も基

本的に健康に気を付けるようになったら、インフルエンザとか風邪とか、

これからアフターコロナということになったら、ずっとこういう傾向が

続いていくというようなことはないでしょうか。つまり、収益が減って

くるという、これからもそういう状況ではないかどうかをお聞きしたい

んですけれど。 
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矢賀病院事業管理者 推察するのは非常に難しいんですが、底が３４０人台で、

現在３７０人から３８０人ぐらいで、これぐらいで落ち着くんじゃない

かと予想しております。コロナ前よりは少ない数でいくんじゃないかと

いうふうに考えておりまして、それを見越して計画を立てないといけな

いかなというふうに思います。 

 

大井淳一朗委員長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）入院、外来に

ついては以上とします。それでは、その他医業収益はいかがですか。個

室とか、人間ドックとか、集団健診とかはよろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）医業収益については、以上とします。医業外収益はいか

がですか。 

 

矢田松夫委員 地域医療ケアのもうけというのはどこに入るんですか。 

 

大井淳一朗委員長 地域包括ケアの話ですか。これは医業外ではないでしょう

けど、地域包括ケアの話が出たんで、お願いします。 

 

國森病院局事務部長 地域包括ケアの効果については入院収益の中に含まれて

おります。７月から実施しておりますが、毎月平均８００万円の収益増

の効果が出ております。 

 

大井淳一朗委員長 包括ケアについて質疑が出たので、包括ケアについて、ほ

かの委員で気になることがあれば。（「なし」と呼ぶ者あり）戻りまし

ょう。医業外収益はどうですか。よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者

あり）それでは収益的支出に行きましょう。医業費用です。その中の給

与に絞りましょう。給与費ですが、５ページ、６ページ、７ページ、８

ページにも明細等が載っていますので、そこについて質疑される場合は、

ページを示していただければと思います。 

 

河﨑平男委員 １４ページの医師給が１，６２７万円減になっておりますが、

この要因は何ですか。 

 

藤本病院局総務課主幹 医師給につきましては、常勤医が３名退職しました。

その代わり、新規採用の医師を二人採用しました。給料の高い方が辞め

られて、安い方が入られたということでの差が１，６００万円です。 
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大井淳一朗委員長 辞められたことによって、診療科にもよると思うんですが、

入られた方と辞められた方の診療科の影響は大丈夫ですか。内科が辞め

て、内科に入るならいいですけど、違う科だといけないんで、バランス

は大丈夫ですか。 

 

和氣病院局事務部次長 必ずしも辞められた診療科の先生が新しく来られたと

いうわけではございませんが、診療に大きな影響が出るような状態には

ないと考えております。 

 

矢田松夫委員 この減額の理由はありましたが、看護師給がかなり増えていま

す。改革プランでは、ここについては、かなり努力をするというふうに

なっていましたが、増えた大きな理由は何でしょうか。 

 

大井淳一朗委員長 看護師給の増額の要因です。 

 

藤本病院局総務課主幹 内訳を少し申し上げますと、看護師につきましては、

正看が二人、再任用が一人、会計年度が一人、育休で休んでいらっしゃ

る方の復帰が５名という内訳です。改革プランとの整合性といいますと、

改革プランよりも少し多めになっていることもあるかもしれませんが、

育児休暇で職員が足りない間でも、業務は発生している中で、そこを正

看又は会計年度任用職員で補充しないと業務が回らないという事情等も

ありますので、全体のバランスを見ながら、看護師に関しては採用をし

ております。その関係で当初予算に比べて６００万円の増というふうに

なっております。 

 

矢田松夫委員 それから１２節で止まっているんですが、１７節の委託料につ

いては、今回増減はなかったという解釈でいいんですか。 

 

藤本病院局総務課主幹 言われるとおりです。 

 

松尾数則委員 事務職員の手当が増加していますけど、人が増えたんですか。 

 

藤本病院局総務課主幹 この予算書は、１、２、３、４までが本給、５、６、

７、８がそれに対する手当てというふうに見ていただくようになると思
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うんですが、事務職員につきましては、職員の増もありますし、事務職

員の中で会計年度任用職員の看護補助者も入っております。先ほどから

申しておりますように、看護に関しては増える傾向にあるということで、

看護補助者も増えております。ということで、それに伴って事務職員手

当も増えているということです。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）給

与は以上とします。材料費です。 

 

矢田松夫委員 業務の予定量から見ると、投薬用薬品費というのがかなり減っ

ていますが、値引き交渉した結果ということですか。それとも、患者が

少ないから減ったのか。どっちの理解ですか。 

 

藤本病院局総務課主幹 先ほど御説明したかもしれませんが、入院患者が減っ

たことに伴う薬品使用量の減ということで実績勘案をしております。そ

れに基づいて減額しました。 

 

大井淳一朗委員長 よく入院患者は減ったけど、抗がん剤が高いから、薬剤費

だけは上がるという説明だったんですが、今回に関しては同じように連

動して下がったという理解でよろしいでしょうか。ちょっと教えていた

だけますか。 

 

藤本病院局総務課主幹 委員長が言われるとおりです。抗がん剤につきまして

は、使用量につきましては大体月平均が変わっておりませんので、入院

患者減に伴って、それ以外の投薬用薬品費が減少したということで、そ

の分を実績勘案して減額しております。 

 

矢賀病院事業管理者 患者数の減に加え、具体的な数字は頭にないんですが、

値引き交渉も今回はかなり成果を上げております。 

 

岩本病院局総務課経理係職員 値引き交渉の結果ですけども、薬価差益等も含

めて１，７８０万円ほど減額というふうになりました。 

 

大井淳一朗委員長 材料費はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それ

では経費と資産減耗費、気になるところがあれば。よろしいですか。（「は
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い」と呼ぶ者あり）それでは続きまして医業外費用です。これはいいで

すね、消費税の関係なので。（「はい」と呼ぶ者あり）次のページに行

きましょう。資本的収入のほうだけですが、企業債の話です。 

 

 

河﨑平男委員 特別に発行される企業債ということで、これについての算出根

拠というのは何かあるんですか。それともう一つは、充当する費目はあ

るんですか。 

 

藤本病院局総務課主幹 この度の特別減収対策企業債というのは、資金不足相

当分を企業債で借りることができるという制度です。この企業債を何に

充当されるかというお話なんですけども、通常、企業債は特定財源とい

いまして、何か事業があれば、それに充てるようなものなんですけども、

これは資金手当債といいまして、一般会計で言えば一般財源、何に使っ

てもいいというお金ですから、この１億４，４９０万円に対する支出と

いうのは特にありません。そういった種類の企業債です。 

 

大井淳一朗委員長 必ずしも資本的支出に充てていないわけですよね、これを

見ると。それを全部収益的支出に充てているということなんですが、そ

のようなことも可能だという今回の起債ということですね。特別減収対

策企業債ですが、今回が初めてですけれども、今後も起こり得るのかな

と思うんですが、起債は重ねて起こすことはできるんですか。想定の話

ですけど。 

 

藤本病院局総務課主幹 毎年問題になりますけども、資金不足を補うための資

金手当債です。令和２年から始まった制度で、この度、初めて発行する

んですが、新年度予算で出るかもしれませんが、地方財政計画では３年

度も制度が残っていますというふうになっています。４年度以降は分か

りません。ということで、３年度まではこの制度はありますということ

です。 

 

大井淳一朗委員長 場合によっては資金不足を解消するために、重ねて起こす

ことはあり得るということですね。もちろん仮の話です。あくまでもコ

ロナの影響を受けているからということですね。 
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藤本病院局総務課主幹 国がそういった方針で、特別に発行を許可するという

ふうになっていますので、我々もそれに従って申請をするというもので

す。 

 

松尾数則委員 特別なということなんですが、例えば上限か何かあるんですか。

例えば、病院の規模とか何とかとかも含めて、何か上限とか、起債が起

こせる額のですね。 

 

藤本病院局総務課主幹 資金不足額が上限です。例えば、予算上、資金不足が

１億円出たときに、１億５，０００万円貸してくださいということは当

然できません。あくまで、資金不足額が上限ということになっています。 

 

大井淳一朗委員長 一応名目上は２ページにあります限度額というか、起こし

た分だけを限度額、制度上はもうこれ以上起こさないのが建前にはなっ

ていますね。そのほか、資本的収入はよろしいですか。（「はい」と呼

ぶ者あり）それでは議案のほかのページ、例えばバランスシートとか、

個別注記表とか、その辺りについて気になることがあれば、皆さんのほ

うで御指摘いただければと思いますが、よろしいですか。（「はい」と

呼ぶ者あり）それでは、質疑は以上とします。討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）それでは採決に入ります。議案第５号、令和

２年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第３回）について、賛成の

委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。換気のために

５分ほど休憩します。 

 

 

午後１時３５分 休憩 

 

午後１時４０分 再開 

 

 

４ 所管事務調査 病院事業報告について（病院） 
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  （記録については所管事務調査分に記載） 

 

 

午後２時５５分 散会 

 

 

令和３年２月２４日 

 

民生福祉常任委員長 大 井 淳一朗 


