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                                         高橋 進（理事長、龍谷大学名誉教授） 

（１）新型コロナ感染症と公立・公的病院の

役割 

 公立病院・公的病院は 2020 年春から急速に

拡大した新型コロナ感染症の治療において全

国的に大きな役割を果たした。全国の病院に

占める公立病院の割合は、病院数で約 10%、

病床数で約 14%である（総務省「公立病院の

現状と公立病院改革について」（令和 2 年 7

月 10 日、総務省自治財政局準公営企業室）。

しかし、全国のコロナ感染による入院者の約

7 割が公立・公的病院であり、滋賀県でも同

様である。滋賀県内には国立病院機構 2、滋

賀医大 1、県立病院 1、市立病院 10 国立・公

立病院と地域医療機能推進機構（旧社会保険

病院）1・日赤 3・済生会 2 などの公的病院が

ある。2022 年 2 月 16 日時点で新型コロナの

感染患者の入院施設は 24 病院、確保病床 441

病床で、病床数の 87.3%％が公立・公的病院

であり、その貢献は極めて大きい。なお、民

間病院は 4、病床数 5 である。新型コロナ感

染症は、公立・公的病院が住民の生命と健康

にとっての大切さを如実に示した。 

全国自治体病院協議会はその倫理綱領で

「自治体病院は、都市部からへき地に至るさ

まざまな地域において、行政機関、医療機関、

介護施設等と連携し、地域に必要な医療を公

平公正に提供し、住民の生命と健康を守り、

地域の健全な発展に貢献することを使命とす

る。」と宣言しているように、そもそも自治

体病院は営利を目的とするのではなく、地域

に必要な医療を公平公正に提供し、住民の生

命と健康を守るために設置されている。 
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 ところが、この公立病院がこの間の政府に

よる公立病院改革と「地域医療構想」の嵐に

翻弄されている。政府の目的は、各年度の「経

済財政運営と改革の基本方針」と総務省の「公

立病院改革・地域医療構想について」が示す

ように、医療費の削減と公立病院への普通交

付税・特別交付税の削減である。そこでは、

「今後めざすべき地方財政の姿と地方財政へ

の対応等についての意見」として、①財政マ

ネジメント ②公営企業等の経営改革 ③公

立病院改革の取り組み、を挙げている。そし

て、「コロナ感染症への対応を踏まえた地域

医療構想の考え方・進め方も勘案しながら」

と言いつつ、少子高齢化による医療需要の変

化に適切に対応するためとして、「再編・ネ

ットワーク化、地方独立法人化や指定管理者

制度の導入を含む経営形態の見直し」を求め

ている。つまり、国民・住民の生命と健康、

地域の健全な発展を支えている公立病院を国

と自治体が縮小・再編・統合し、自治体の病

院への財政支出を削減させるために、独立法

人化や指定管理制度の導入を求めているので

ある。滋賀県下での病院の地方独立法人化は

2 例あり、市立大津市民病院と公立甲賀病院

である。指定管理者制度の導入は、守山市民

病院、東近江市立の能登川病院と蒲生医療セ

ンターの 3 病院である。そして現在、滋賀県

当局は県立の 3 病院を統合し、独立法人化す

る計画を進めている。ここでは、市立大津市

民病院を例に独立法人化の持つ問題点を明ら

かにする。 

 

（２）公立病院の役割と独立法人化、「新病

院改革」の問題点 

 大津市民病院は、総務省の「公立病院改革」

の方針に忠実に従った結果、診療体制が危機

に陥りつつある例と言ってよい。総務省は公

立病院の役割について、「民間病院の立地が

困難なへき地等における医療や、救急・小児・

周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門

に係る医療、民間病院では限界のある高度・

先進医療の多くを公立病院が担っている」と

述べ、その不可欠な役割を認めている（総務

省「公立病院の現状と公立病院改革について」

（令和 2 年 7 月 10 日、総務省自治財政局準

公営企業室）。したがって、主に診療収入で

経営する独立採算が原則と主張しつつも、一

般会計で負担すべき経費として①収入をもっ

て充てることが適当でない経費 ②能率的な

経営を行っても、なおその経営収入のみをも

って充てることが客観的に困難と認められる

経費に対しては、自治体の繰出金を認めてい

る。その経費の例として、離島山間へき地医

療、小児・周産期医療・精神医療・結核・感

染症医療、高度先進医療、医師看護師の研究

研修、医師派遣等の医師確保対策、看護師養

成所、集団検診などを挙げている。その繰出

金に必要なお金は、地方交付税で措置すると

し、地方独立行政法人、指定管理者制度の場

合も同等の措置と定めている。しかし、その

算定方法は年々厳しくなっている。例えば、

以前は算定の基礎となる病床数は許可病床数

であったが、「新病院改革ガイドライン」で

は稼働病床数に変更された。そして、総務省

は何よりも経営の効率化を第一目標に設定す

ることを求めている。 

 大津市民病院は 2017 年 4 月から独立法人

化したが、その目的は独立採算の実現による

市からの繰出金の削減であった。地方独立行

政法人化は、地方独立行政法人化法に明記さ

れているように、「住民の生活、地域社会お

よび地域経済の安定等の公共上の見地からそ

の地域において確実に実施されることが必要

な事務および事業であるが、地方公共団体が

自ら主体となって直接に実施する必要のない

もののうち、民間の主体にゆだねた場合には

必ずしも実施されないおそれがあるものと地

方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的

に行わせることを目的として」いる（地方行

政独立法人化法第 2 条）。つまり、自治体自

身が「自治体が自ら主体となって直接に実施

する必要がない」と考え、しかし、民間任せ

では利益が見込めず実施されないおそれがあ

る事業について、「効率的・効果的に行わせ
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る」ためのものである。 

 しかし、もともと医療は経済的な効率性と

は相容れない性格が強く、経営効率を追求す

る独法化は最初から矛盾を孕んでいる。とり

わけ、救急、周産期医療、小児医療、高度医

療は採算がとれないことが明らかであるので

民間が担うことは困難である。国民にあまね

く公平な医療を提供することが国の責務であ

るが、直接全国津々浦々に国立病院の設置は

不適当なので、自治体が国に代わって各地域

で自治体病院を設置し、この任務に当たるこ

とを国が求めたのである。それゆえ、これら

の分野を担う公立病院が、独法化による経営

の自立性と収益を高め、独立採算で運営する

というのは、最初から絵に描いた餅になる運

命にある。逆に、独立採算と効率化という名

の「稼ぐ医療」の追求は、市民病院に課せら

れた５疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、

糖尿病、精神科）及び４事業（救急、小児医

療、周産期、災害医療）について支障をきた

すのが必然である。その典型例が、以下で検

討する大津市民病院である。 

 

（３）大津市民病院の経営状況 

 大津市民病院は、独立法人化以前から医業

収益は年間約 10 億円の赤字であった。経常収

支は 2010 年代から低下を続けていた（2012

年 98.7%、2017 年 90%）。類似病院平均値は

12 年 103%、17 年 98.7%であり、類似病院の

平均を下回っていた。2018 年には 102.7%、19

年 100.4%に急速に改善したが、この改善の主

な要因は、独立法人化を進めるために、大津

市の運営費負担金が通常の水準に戻ったため

である。また、独立法人化移行寺の退職引当

金の未計上分が繰り入れられて、累積欠損金

比率が改善された。それ以外の収支改善の要

因は人件費の削減であった。人件費は 18 年度

は 17 年度と比べて 3 億 3 千万円（4.8%）削

減され、19 年度もさらに 1,500 万円 0.2%削減

された。医業収益に占める人件費比率（職員

給与比率）は 15 年の 62.6%から 18 年の 59.5%

に低下した。しかし、19 年度は医業収益その

ものが約 7 億 2 千万円減少したために、人件

費比率は 62.3%へと上昇した。これは、上述

の救急医の退職による救急の一時停止・受け

入れ減、分娩休止やそれによる評判の低下が

原因と考えられる。つまり、問題は人件費比

率にあるのではなく、医業収益の減少及び大

津市からの繰出金（医業外収益）の減少にあ

るのである。第１期中期計画によれば、大津

市が病院に出す運営費負担金は、４年間の中

期計画期間全体で 71 億 9800 万円で、年平均

17 億 9950 万円である。 

 19 年の正規職員数は 606 人（非常勤職員が

273 人）で、14 年度の 662 人より約 1 割減少

している。医業収益を見てみると、2014 年~17

年度は約 109 億円前後を維持し、18 年は約

112 億と健闘している。19 年度は年度末のコ

ロナの拡大の影響もあって患者が減少し、約

104 億円に減少した。医業収支比率（医業収

年度   外来患者数(人） 入院患者数(人)   総収入      運営費負担金   総収入比率 

2017       218,401       126,868       123 億 300 万      6 億円          4.9% 

2018       210,287       126,084       140 億 600 万  17 億 8,800 万円     12.8% 

2019       198,409       120,478       163 億 8300 万   17 億 4,100 万円    10.6% 

2020       169,715       104,066       149 億 200 万    16 億 6,700 万円    11.2% 

表１ 大津市民病院の患者数と大津市の運営費負担金、その総収入比率 

 ＊各年度の事業報告書から筆者作成 

 ＊なお、2019 年度と 2020 年度は患者数が減少したが、コロナ感染症患者の受け入れによる

政府の補助金により、19 年度は約 40 億円、20 年度は約 22 億円の純利益を出した。 
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益÷医業費用×100）は 12 年度 94.4%であっ

たが次第に低下し、17 年度 85.5%、19 年度は

少し回復し 91.5%であった。一般にこの数字

が 85~95%の場合は問題ありと考えられ、対

策が必要とされる。確かに、病床利用率も 12

年度は 83.2%であったが（類似病院平均

81.2%）、19 年度は 75%に低下しており（同

77%）、経営悪化の一要因となっている。 

    

 大津市からの繰出金（運営費負担金、補助

金等）と患者数の推移は、表１のとおりであ

る。総収入に占める比率は、17 年度約 4.9%と

驚くほど低い。翌年以降改善され、18 年度

12.8%、19 年度 10.6%、2020 年度 11.2%で全

国の市立病院の比率の 9.5%より高いが、大津

市民病院の困難の打開に必要な金額に届いて

いない。17 年度の 4.9%という数字が示すよ

うに、それまでの操出金の大幅削減で病院は

痛めつけられてきていた。また、大津市の資

料では病院に対する国からの交付税額が示さ

れていないので、純粋な大津市の持ち出し金

額がいくらなのか、つまり、どの程度「赤字」

なのか不明である。一般に、自治体からの繰

出金に占める国からの交付税分の割合は平均

45%前後であり、自治体病院が住民の医療と

健康・生活を守り豊かにするという役割を果

たすためには、国からの交付税だけでは不十

分なのが現状であり、交付金とほぼ同額の自

治体の独自の持ち出しが当然であるとされて

いる。大津市民病院の場合、民営化信奉者の

前市長越氏が操出金を徹底的に削減し、挙句

の果てに独立法人化を進めた結果、病院と医

療関係者の疲弊、患者の減少をもたらしたと

言える。 

 大津市は、この間の収入減少と「赤字」の

原因の正確な分析と市民への医療の保障の視

点に立った病院への財政支援の政策を欠いた

まま、魔法の杖のごとく無責任に独立法人化

を推進した結果、医師の大量退職と大幅な患

者数の減少による病院と医療の危機が生じて

いる。独立法人化を提案した報告書は、市当

局の意をくんだコンサル企業や政府追随の医

療関係者たちによって、総務省の文章を臆面

もなくなぞり、独立法人化によって、「地方

公営企業法の一部適用による人事・予算の制

約」がなくなり、「経営の自由度」が高まり、

「医療職人材の採用・確保が弾力的にできる」

としていたが、それが破綻したことは明らか

である。逆に、利益と効率化優先の結果、そ

して市と議会、市民のコントロールが効かず、

理事会が暴走した結果、2019 年の救急医と産

科医の大量退職に続いて（今に至るも分娩の

休止が継続）、2022 年 2 月以降、外科・消化

器外科・乳腺外科・脳神経外科・泌尿器科の

19 名の医師の退職をもたらしたと言える。新

聞報道によれば、脳神経外科医らは理事長か

ら「同科の成績が悪い。来春、脳卒中科を設

けるので、今いる 2 人は退職してほしい」と

言われたという（『朝日』2022 年 2 月 19 日、

滋賀面）。 

 

（４）第１期中期目標と第１期中期計画の特

徴と問題点 

 病院が独法化されると、設置者（大津市長）

が中期目標を定めるが（大津市民病院の場合

は４年間）、これは議会の議決を必要とする。

病院はこの中期目標に基づき中期計画を作成

するが、これは議会の議決は必要でなく、市

長の認可を得ればよいだけである。 

 第 1 期中期目標（2017~20 年度）では、「滋

賀県保健医療計画において、公立病院である

市民病院は、大津保健医療圏域の中核的医療

機関として病院間連携及び病身連携の中心に

なるとともに、地域の医療ニーズや圏域全体

のバランスを考慮し、効果的で効率的な医療

機能の充実を図る」としつつ、「独立採算の

原則に基づく」と定め、市民病院としての役

割を「限られた経営資源を最大限活用し、市

民に身近な病院としての役割を果たす」と規

定していた。ただし、すでにこの時点で「市

民病院と同じ圏域に同等規模以上の病院が存

在」「県域を越えて患者が流出」「経営状況」

を踏まえて、「圏域で担っていく役割及び果

たすべき機能を見極め、地域の医療機関との
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機能分化を図り、連携を強化し、地域医療支

援病院として適切な医療サービスの提供に努

力」と規定しており、役割の限定化を決めて

いた。そして、経営の効率化のために、「中

長期的な役割を見極めた上で、診療科目の再

編及び集約化を行う」としていた。そして、

2015年度決算で 15億 6700万円の純損失を計

上し、累積欠損金が 154 億 8,700 万円で過去

最悪となり、資金繰りも苦しい」ことを強調

して、財務内容の改善を至上命令とした。言

うまでもなく、累積欠損金が多い理由は、大

津市が必要な繰出金（運営費負担金）を出し

てこなかったからである。にもかかわらず、

運営費負担金については、「保健医療計画や

地域の医療ニーズに配慮しつつも、運営費負

担金は別に定める目標基準額以下となるよう

抑制策を検討すること」とし、抑制を基本方

針とした。すなわち、「独立採算」とは、国

からの交付税分以上には、大津市はお金を出

さないことを意味している。支出の削減と収

入増加策として、人件費の削減、差額ベッド

の拡大や諸料金の値上げなど患者負担増を方

針としていた。そして、「目標期間内に単年

度資金収支ゼロ以上並びに経常収支及び医業

収支比率 100%以上を達成すること」を定め

た。しかし、実際にはこの目標は実現できな

かった。 

 病院は、大津市が定めた中期目標を受けて

第１期中期計画を作成した。そこでは、財政

内容改善のための措置として、「初年度から

経営管理機能を強化する。診療科別に目標値

を設定」「財務面での管理として医業収益だ

けでなく、人件費、材料費を診療科別に管理

できるよう体制を整備し、診療科別に収益と

費用のバランスを意識し、医療サービスを提

供するように徹底することで、単年度資金収

支ゼロ以上、経常収支比率 100%以上及び医

業収支 100%以上の達成を目指す」とした。支

出削減策として、人件費比率の 55%以下への

削減、材料費の削減、調達方法の見直しを挙

げている。収入向上策としては、入院患者数

と入院診療単価の増を挙げ、診療報酬によら

ない料金の値上げを明記した。運営費負担金

については、「救急医療等の行政的経費及び

高度医療等の不採算経費については、地方独

立法人の趣旨に定められた基準を下に算定

し、別途協議の上、別に定める基準以下とな

るよう抑制策を検討する」とし、基本的に抑

制策を受け入れた（下線は筆者による）。 

 その結果、病院の運営は収益の向上や人件

費の抑制を主要目標とし、市民への公平公正

で適切な医療提供や高度医療は後回しにされ

ることとなった。それらの要因が作用して、

上述の救急医や産科医の大量退職や入院・外

来両方の患者数の減少が生じたと考えられ

る。 

 

（５）第２期中期目標と第２期中期計画の特

徴と問題点 

 第２期の中期目標(2021~24 年度）と中期計

画はもっと悲惨で無責任である。大津市が定

めた第２期中期目標では、「第１期中期目標

では、地方独立行政法人の特長を生かし、医

師を始めとする優秀な人材を確保・育成し、

職員一丸となって経営改善に取り組み」と書

いてあるが、実際には上述したこの間の医師

の大量退職は、人材確保ができていないこと

を示している。また、「市民病院としての役

割」を第１期以上に限定した。すなわち、「市

民の健康の維持及び増進に寄与し、市民病院

の理念の下、地域の情勢を的確にとらえ、市

民から求められる医療の提供」に努めるとし

つつも、「市民病院は、限られた経営資源を

最大限活用し、公立病院として圏域で不足す

る医療機能を補完し、かつ、地域の医療機関

との連携を深め、市民に身近な病院として次

の役割を果たす」と書き、第１期では書いて

あった「地域の中核病院」としての位置づけ

を放棄している。ここでのキーワードは「補

完」「連携」「身近な病院」である。そして

関心の中心、優先事項は、第１期同様、経営

状況の改善と効率化である。経営の効率化の

項目では、「診療科別や部門別の原価計算を

行い」、「診療科目の適正化」、「労働生産
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性の向上」を挙げ、医師１人１日当たりの診

療収入目標を設定している。運営費負担金に

ついては、「保健医療計画や圏域で求められ

る医療にニーズに配慮しつつも、運営費負担

金は中期計画で定める額以下となるよう抑制

策を検討すること」と定めた。経常収支比率

は、第１期の反省なしに、また実現可能性を

真剣に検討せずに、第２期でも 100%以上と

するとされている。 

 自治体病院の責務である５疾患・４事業の

うち、救急医療に関しては「救急告示病院地

押しての役割を果たす」と簡単に書いている

だけであり、第１期の 2019 年に産婦人科医 3

名の一斉退職で分娩休止になった周産期医療

については、「対応困難な症例に対して三次

医療機関や専門医療機関と連携すること」と

書き、その立て直し、分娩取り扱い再開につ

いては触れず、休止の継続を既定のこととし

ている。感染症医療については、この間の入

院患者の受け入れと治療における大きな貢献

を高く評価し、「圏域の感染症医療において

中心的な役割を果たすこと」とし、感染症医

療の充実と強化を掲げている。 

 中期目標を受けて、病院が作成した中期計

画でも、その関心の中心は経営状況の改善と

効率化である。運営負担金については、第１

期中期計画よりも負担金の抑制と独立採算制

を強める方針を明確にしている。そこでは、

「救急医療等の政策的医療、高度医療等につ

いては、総務省の通知を基に算定した目標基

準額の範囲内での運営を図るため、大津市と

必要に応じて協議を行うことで、運営費負担

金の抑制を図る」とし、政府からの交付金分

以外に大津市からの独自に追加的な病院に操

出要望を最初から断念している。ただし、病

院施設の建設など「建設改良費及び長期借入

等元利償還金に充当される運営負担金は、経

常費助成のために活用する」としている。具

体的な金額は、4 年間の合計は第１期よりも

6 億 4,100 万円削減され、65 億 5,700 万円に

まで削減された。年平均で 16 億 3,950 万円で

あり、第１期と比べて 1 億 6,000 万円の削減

である。 

 その結果、病院はいっそう経営の「効率化」

と目先の収益増に走り、それによる医療の質

の低下、患者の減少、財政悪化という悪循環

の罠に陥ることになる。それは、中期目標に、

「診療科及び部門別に原価計算を行い、採算

性を明確化することで、診療材料費の削減及

び後発医薬品の更なる使用促進並びに人員配

置の適正化を行う」。さらに「診療科別の収

支の分析結果」を踏まえて「診療科ヒアリン

グを行い、診療科目の適正化を図る」として、

診療科目の廃止と変更を明記している。どの

診療科か明記されていないが、2022 年 2 月~3

月に生じた大量退職問題の際、外科や脳外科

の医師たちが新聞で「理事長から業績が悪い。

退任してほしい」と言われたと話しているこ

とから、この中期計画に沿った行動を理事長

らが行っていると推察される。「労働生産性

の向上」と称して、医師１人１日当たりの診

療収入の目標値を設定し（19 年度の 22 万円

を 24 年度には 28.1 万円に）、「各診療科別

での課題を明確にしたうえで、人員配置の適

正化及び業務運営の改善を行う」としている。

職員人件費比率は 19 年度の 62.3%から 24 年

度には 56.4%まで引き下げることを目標とし

ている。  

 がん（乳ガンを含む）手術の増加や救急医

療を 24 時間 365 日対応可能な体制を維持す

るとしているが、上述した医師の大量退職で

実際には診療体制が危機になり、この計画が

絵に描いた餅になる可能性がある。第２期中

期計画において、第１期での大量退職につい

ての真摯な反省と分析が全くされていないが

ゆえに、対策が取られず、現在のような異常

な事態が続いていると考えられる。市民への

医療提供に大きな支障をもたらしたこれらの

事態に対して、これまでは、市長や理事長を

はじめ、誰も責任を取ってこなかった。 

 率直に言って、賃金がカットされ、一部の

診療が休止に追い込まれ、営利本位の管理と

労働環境の下では、個々の職員の熱意があっ

ても、患者一人一人に向き合った丁寧な医療
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活動は難しくなり、職員が意欲を持って働け

るとは思えない。いくつかの要因があったと

しても、診療科をまたがる大量の医師の退職

とそれによる診療体制の大幅縮小に、病院事

業の地方独立法人化の根本的な無理と過ちが

現れている。22 年 3 月 20 日に開かれた緊急

の病院評価委員会では、22 年度の収支見込み

が大きく減少すると報告された。北脇理事長

は「経営改革の一環として取り組んできたが、

結果的に診療体制に支障を来したことを重く

受け止めている」と述べたという。４月以降

の具体的な診療体制は、○４月の外科手術は

なし ○救急医療体制については、外科的手

術は他院への搬送もありえる ○消化器外科

の救急搬送は時間帯や特定の曜日に限って受

け入れを検討中 ○コロナ感染症診療体制で

は、宿泊療養施設での陽性患者の対応や県・

市保健所との調整は困難、と報告された（『朝

日』22 年 3 月 21 日、滋賀県面）。上述の通

り、「経営偏重」の結果、第２期中期計画の

診療に関する重要部分が「絵に描いた餅」と

なり、もはや救急告示病院としての体をなさ

ず、外科手術もできない病院となり、経営そ

のものも危機に陥ることになった。その後の

緊急対応で若干名の医師が確保されたと報道

されているが、以前の人数は確保できておら

ず、診療体制の縮小が予想される。理事会と

市長の責任は重大である。なお、3 月末から 4

月初めに理事長と院長は責任を取って辞任し

た（院長は副理事長職を継続）。 

  

（６）独立法人化の失敗例としての大津市民

病院 

 最後に大津市民病院の独立法人化の結果に

ついてまとめてみよう。ここでは、大津市が

市民病院の独立法人化を推進するときに挙げ

たメリットが達成されたのか。達成されなか

ったならば、その原因は何か。他方、各方面

から指摘されていたデメリットは生じなかっ

たのか、という視点から検討する。 

 独立法人化を実施するときに、行政が挙げ

る法人化のメリットは「経営の自由度が高ま

る」ことによる次のようなものである。①医

療スタッフの充実（医師をはじめとする優秀

な人材の確保・育成・増加） ②迅速な設備

投資 ③地域や患者のニーズへの迅速な対応 

④より効果的で透明性の高い経営 ⑤多様な

契約手段の導入などにより、経営の一層の効

率化、などである。これらのメリットの多く

は、明らかに経営がうまくいき、「黒字」が

実現されることが前提である。  

 第１期中期計画期間を終え、第２期中期目

標と中期計画を立てるにあたっては、このよ

うなメリットとデメリットが検証される必要

がある。ところが、大津市が作成した中期計

画の実施の評価結果報告書や第２期中期目

標、病院が策定した第２期中期計画では、こ

れらのメリットが実現できなかった原因、患

者の減少などについても真剣な分析がなされ

ていない。ただ、経営の効率化と財政の健全

化の推進、人件費比率の引き下げ、収益増を

第１期同様に要求するだけである。第２期中

期計画では、独立法人化の成果として、コロ

ナ感染症の急拡大に対応するための 2020年 4

月の感染症ＥＲの設置を挙げているが、これ

は直営のままでもできたことであり、独法化

のメリットとは言えない。つまり、大津市が

早急に補正予算を組めば対応できたことであ

り、大津市議会は通年議会の制度を数年前に

導入しているので、いつでも議会の承認を得

ることは可能である。⑤については、報告書

等では一部の費用が安くなったと評価されて

いるが、入院患者の食事の調理を外部委託し

た結果、患者の食事に対する評価が明確に下

がった（「患者満足度アンケート報告書」よ

り）。入院患者にとって食事は治療の一環で

あり、経営を優先して費用が安上がりになれ

ばよいというものではない。 

 他方、独立法人化のデメリットとして指摘

されてきたことが、如実に表れた。独立法人

化デメリットは、①議会や住民のチェックが

弱まる。 ②法人理事者の独断的運営が強ま

る危険。 ③中期目標・中期計画などの財政

面からの締め付けで、職員の労働条件の悪化
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が危惧される。 ④財政面を重視することに

よる稼げる医療への傾斜や不採算部門の縮小

や切り捨てが起こりかねない。 ⑤採算第一

主義により、差額ベッドの導入・拡大など保

険外負担の拡大や診療報酬制度の改定による

早期退院の強制などが生じる、等である。 

 デメリットの①について言えば、地方独立

行政法人法では、理事長は設立団体の長（大

津市民病院の場合は大津市長）が任命するが、

副理事長や理事は理事長が任命する（第１４

条）。そして、議会の議決が必要なものは、

設立団体の長が定める中期目標だけである。

独立法人は中期目標に基づいて中期計画を作

成するが、これを認可するのは市長であり、

議会の承認は必要ない。つまり、大津市直営

の時代は、病院会計について議会の承認が必

要であり、その際に病院の予算、病院のあり

方や診療内容、診療科の改廃などについて議

会の審議が行われたが、独立法人化以後は一

部についての報告だけであり、議会と住民の

チェックは決定的に弱まる構造になっている

（大津市民病院約款によれば、診療科の設置・

廃止は理事会で決定できる）。それだけでは

ない。上記で分析してきたこの間の大津市民

病院の諸問題は、デメリットの②③④⑤のす

べてが原因であると考えるのが妥当であろ

う。   

これらの点から、危機にある大津市民病院

の診療体制を立て直し、経営を安定させ、「市

民のための病院」「患者中心の病院」に再生

するには、独立法人化を止めて市の直営に戻

すことが最適な方法であると考えられる。す

なわち、アウトソーシングからインソーシン

グへの転換こそ、大津市民病院の危機を克服

する道である。現在、滋賀県立３病院の統合

と地方独立法人化の検討が始まっている。県

当局が大津市民病院の独立法人化の失敗を真

摯に学び、現在通りの直営の継続と繰入金の

充実による県立病院の発展こそ、県民の生命

と健康を守り、地域を発展させる道であるこ

とを認識することを強く望むものである。 

 なお、病院の地方独立法人化の問題点の調

査・研究のために、2022 年 2 月に別紙のよう

なアンケートを大津市に送付した。4 月上旬

にようやく回答をいただいたので、下記に掲

載する。ここで指摘した、この間の医師の大

量退職や診療科の縮小、独法化の問題点など

についての真摯な反省と分析が見られないの

は残念である。 

 なお、本稿は、滋賀自治体問題研究所が

2,022 年度に設置した「公の施設研究会」の報

告書での筆者の執筆部分を一部加筆修正した

ものである。

 

地方独立行政法人化した大津市民病院に関する大津市への質問と回答 

 

１ 地方独立行政法人化のメリットは一般に経営の自由度が高まることによる次のようなこと

が挙げられています。貴市の病院において、それぞれについて実現できたか否か、実現できた

とすれば、その理由は何か。また、具体的な例を挙げて説明ください。また実現できなかった

とすれば、その理由は何かをお答えください。 

①医療スタッフの充実（医師をはじめとする優秀な人材の確保・育成・増加） 

ア）実現できた。その理由と例。 

Ａある程度実現できた。 

 ・医師数は毎年大きな変動なく推移している。 

 ・感染症病棟への看護師配置を進め、診療報酬向上に向け管理栄養士の配置や臨床検査技師

の配置ができた。 

 ・事務職は市からの派遣に代えて固有の事務職の採用に取り組むことができたが、管理職の

配置が困難であった。 
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イ）実現できなかった。その理由。 

②迅速な設備投資 

ア）実現できた。その理由と例。 

Ａ実現できた 

 ・令和２年度に感染症ＥＲを早期に整備し、新型コロナウイルス感染症対応に迅速に対応が

できた。 

イ）実現できなかった。その理由。 

③地域や患者のニーズへの迅速な対応 

ア）実現できた。その理由と例。 

Ａ実現できた 

 ・地域における医療、介護、福祉及び保健に係る関係機関・団体と協同し、地域医療・介護の

提供体制の確保を図るため地域医療連携推進協議会を発足した。 

 ・新型コロナ対応として、敷地内に地域外来検査センターを設置し、県、市とも連携して取り

組んだ。 

イ）実現できなかった。その理由。 

④より効果的で透明性の高い経営 

ア）実現できた。その理由と例。 

Ａ実現できた 

 ・地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会において法人の中期計画の進捗状況等につ

いて専門的知見を有する評価委員から意見を聴き、市が評価している。またその結果を、市ホ

ームページに掲載している。 

 ・市議会の教育厚生常任委員会においても、市民病院の業務運営状況に関して報告を実施し

ている。 

イ）実現できなかった。その理由。 

⑤多様な契約手段の導入などにより、経営の一層の効率化が図れる。 

ア）実現できた。その理由と例。 

Ａ実現できた 

 ・ＥＳＣＯ事業（省エネルギー効果が見込まれるシステムを提案し、設備設置工事・維持・管

理までを含めた包括的なサービスを提供する事業）に着手するなど多様な取り組みで効率化を

図っている。 

イ）実現できなかった。その理由。 

⑥その他メリットと考えていることがあれば、その内容とその結果を書いてください。 

 

２ 公立病院の地方独立行政法人化に関しては、以下のような問題点が指摘されてきました。こ

れらの点について、どのようにお考えですか。具体的な例を挙げて、お答えください。 

① 議会や住民のチェックが弱まる。 

Ａ市議会の教育厚生常任委員会においても、市民病院の業務運営状況に関して報告を実施して

いる。 

② 法人理事者の独断的運営が強まる危険がある。 

Ａ毎月の理事会で審議事項は諮られている。また、法人の設立団体の長である市長が任命した

監事が、法に基づき法人の業務を監査し、市の規則に定めるところにより監査報告を作成して

いる。 
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③ 中期目標・中期計画などの財政面からの締め付けで、職員の労働条件の悪化が危惧される。 

Ａ労働条件の悪化を示すものはない。 

➃ 財政面を重視することによる稼げる医療への傾斜や不採算部門の縮小や切り捨てが起こり

かねない。 

 Ａ適切な業務運営に必要な経費に対し運営費負担金を措置している。 

⑤ ④と関連して。地方独立行政法人化後に、縮小ないし廃止した医療分野、診療所等がありま

したら教えてください。 

 Ａ産婦人科では分娩を休止中。理由は医師の集約化によるもので、地方独立行政法人化とは

関連はない。 

⑥採算第一主義により、差額ベッドの導入など保険外負担の拡大や診療報酬制度の改定による

早期退院の強制などが生じる。 

 Ａ入退院センターにより、患者の実態に即して適切な入退院が行われているものと理解して

いる。 

３ 自治体から病院会計への繰入金（運営費交付金等）についてお尋ねします。 

① 繰り入れの基準額を設定しておられますか。設定しているなら、基準の根拠は何ですか。 

Ａ総務省の繰り出し基準をもとに設定している。 

② 地方独立行政法人化以前と以後で繰入金の基準を変えましたか。変えたならばその理由は

何ですか。その金額は、地方独立行政法人化以前と比べて、増額されましたか、あるいは減額

されましたか。 

 Ａ基準は同じである。増額、減額ということではなく、基準に基づき交付している。 

③今後も、その基準および基準額を病院会計に運営費交付金等として支出する予定ですか。今

後は繰入金を削減する、あるいは状況によって増額することはありますか。基本的な考え方を

お聞かせください。 

 Ａ基準をもとに交付する。 

 

＜大津市民病院に関して＞  

③ 大津市民病院の第２期中期目標（令和３～７年）では、財務内容の改善の実現に向け、「医

療サービスの受益からの収入をもって医療サービスの提供に必要な経費に充てる経営を目指す

こと」（９頁）と、病院の事実上の独立採算を目標に掲げています。全国自治体病院協議会が述

べているように、公立病院としては採算が取れないが、地域住民に対しては救急医療や小児医

療、周産期医療等も担うことが求められていると考えますが、これらの分野を担いつつ、事実

上の独立採算が可能を考えておられるのでしょうか。そうだとすれば、その方法はどのような

ものを考えておられるのでしょうか。 

Ａ不採算となる救急医療、小児医療等には運営費負担金を繰出基準に基づき交付しており、そ

れ以外の分野では独立採算の考え方で業務運営に当たることが適切と考えている。法人が作成

した中期計画に掲げた経営指標を達成することで可能となるものと考える 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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本多滝夫（龍谷大学教授・研究所副理事長） 

 

１ 個人情報保護法の改正 

２ 改正個人情報保護法施行後に必要とされる条例制定事項 （以上 368 号） 

３ 法定外の任意的条例事項－オンライン結合制限 （本号） 

４ 法定の任意的条例事項 

 

（再掲） 

 

３ 法定外の任意的条例事項－オンライン

結合制限 

（１）オンライン結合制限とは 

オンライン結合制限は、従来は電子計算機

結合制限と呼ばれているもので、多くの自治

体（44都道府県、1632市区町村）の条例に定

められている個人情報保護に関する規制で

す。たとえば、大津市の個人情報保護条例で

は以下のような定めとなっています。 

第 13条 実施機関は、次に掲げる場合を除

き、当該実施機関の使用に係る電子計算機と

実施機関以外の者の使用に係る電子計算機そ

図 1 個人情報保護委員会「公的部門（国の行政機関等・地方公共団体の等）における個人情報

保護の規律の考え方（案）」（2021 年 6 月 3 日） 
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の他の機器とを電気通信回線で接続し、当該

実施機関の保有個人情報を実施機関以外の者

が随時入手し得る状態にする方法により提供

してはならない。 

(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。 

(2) 大津市情報公開・個人情報保護審査会

の意見を聴いた上で、公益上必要があり、か

つ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれ

がないと実施機関が認めるとき。 

２ 実施機関は、前項の規定に基づき電気

通信回線での接続を行った場合において、保

有個人情報の漏えい若しくは不適正な利用又

はそのおそれがあると認めるときは、当該電

気通信回線での接続の停止等必要な措置を講

じなければならない。 

  

本条の趣旨は、「電子計算機の結合による個

人情報の処理は、市民サービスの向上と事務

の効率化に大きく寄与する反面、その特性か

ら、取扱いのいかんによっては個人の権利利

益の侵害を生じさせるおそれが大きいと考え

られることから、電子計算機等の結合によっ

て実施機関以外のものへの保有個人情報の提

供について制限を定めたものである」とされ

ています（『大津市個人情報保護条例の手引

き』30頁）。 

このような規定は、ネットワークを通じて

の外部からのハッキングによる個人データの

流出、改竄、削除等から庁内設置のサーバー

やパソコンを防御することを目的としたもの

であって、外部からの庁内ネットワークへの

侵入を許さない手法としては、ある意味では、

最も手堅く、かつ、わかりやすい安全性確保

措置といってよいでしょう。 

もちろん、上記のように、庁内のサーバー

やパソコンを外部のネットワークに接続させ

てデータのやり取りを行うことが、住民サー

ビスの向上や事務の効率化に大きく寄与する

場合もあります。そこで、法令や条例におい

て外部のネットワークとの接続が求められて

いる場合や、公益上必要があって個人の権利

利益を不当に侵害するおそれがない場合に限

って、外部のネットワークとの接続を認める

という例外措置を定めています。とくに、後

者の場合には、学識経験者や住民から成る審

議機関への諮問を経るという手続を採用する

条例が多くあります。 

（２）個人情報保護委員会の見解 

外部のネットワークとの接続を原則として

禁止し、例外的にこの禁止を解除する、そし

て解除に当たっては審議機関への諮問を経る

といった、重厚で慎重な仕組みは、改正個人

情報保護法の下では許容されないというの

が、個人情報保護委員会の見解です。 

理由は、図２に記されています。オンライ

ン結合制限については「改正後の個人情報保

護法においては、オンライン化や電子化を伴

う個人情報保護の取扱いのみに着目した特則

を設けておらず、法が求める安全管理措置義

務等を通じて、安全性確保を実現することと

しており、条例でオンライン化や電子化を伴

う個人情報の取扱いを特に制限することは許

容されない」、審議会等への諮問については、

「改正後の個人情報保護法においては、個人

情報の適正な取扱いを確保するため専門的な

知見に基づく意見を聴くことが『特に必要で

ある』場合に限って、審議会等に諮問するこ

とができることとしており、個人情報の取得、

利用、提供、オンライン結合等について、類

型的に審議会等への諮問を要件とする条例を

定めることは、今回の法改正の趣旨に照らし

て許容されない」というものです。しかし、

いずれも説得的ではありません。なぜならば、

オンライン結合の制限することや、制限の解

除にあたって諮問手続を経ることの弊害が何

ら指摘されておらず、改正個人情報保護法が

これらを許容しない実質的な理由は何ら説明

されていないからです。 

実質的理由は、じつは、従前の個人情報保

護制度の見直し作業を行った「個人情報保護

制度の見直しに関するタスクフォース」の「個

人情報保護制度の見直しに関する最終報告

（2020年 12月 23日）」に記されています。 

「ＩＴの活用は行政サービスの向上や行政
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運営の効率化に大きく寄与しており、個人情

報の流通に限り物理的な結合を禁止すること

は合理性を欠くものであり、場合によっては、

個人情報の円滑な利用を阻害して国民に不利

益を被らせるおそれもある。また、行個法に

おいては、オンライン結合制限規定がなくと

も、第６条、第８条等により、個人情報の安

全性の確保等が図られている。このため、オ

ンライン結合制限規定を置くことは不要にな

ると考えられ、共通ルールには当該規定は設

けないこととすることが適当である。 

その場合、地方公共団体等は、情報セキュ

リティを含めた安全確保措置の在り方や目的

外利用・提供の「相当な理由」や「特別な理

由」の具体的な判断に資するために国が示す

ガイドライン等に基づいた運用を行うことに

よって、個人情報を適切に管理し、みだりに

利用・提供しないことを担保していくことが

望ましい。」（最終報告 37頁） 

上記の説明からわかるように、オンライン

結合の制限が、行政サービスの向上や行政運

営の効率化を阻害し、場合によっては、国民

に不利益を被らせるとの認識が示されていま

す。たしかに、オンライン結合の制限は情報

システム相互の間の連携を制限するものであ

るから、オンラインを通じての申請・届出の

受付といった行政サービスの向上を阻んだ

り、紙ベースあるいは物理メディアを通じて

のシステム間のデータのやりとりといったレ

ガシーを温存し、行政運営の効率化を阻害し

たりするかもしれません。しかし、個人情報

が保護されることによって国民が不利益を被

るというのは、一体どのようなロジックに基

づくものでしょうか。「個人情報の円滑な利用

を阻害」することが国民に不利益をもたらす

という趣旨なのでしょうが、オンライン結合

の制限によって個人情報が守られている住民

は、当該禁止によって直接に不利益を被るこ

とはありません。このロジックには飛躍があ

るといってよいでしょう。 

結局のところ、自治体の情報システムの基

盤の庁舎内からガバメント・クラウドへの移

植、および、マイナポータルをハブとした国

の情報システムと自治体の情報システムとの

連携を所与の前提とするデジタル・ガバメン

ト実行計画（「デジタル・ガバメントの基盤で

あるマイナポータルの各種機能を民間事業者

や国・地方公共団体等の様々な Web サービ

スが活用することを可能とする APIを開発・

提供し、サービス連携の更なる拡大を実現す

る。」計画 77頁）に照らせば、自治体の情報

システムが、民間事業者も含む外部のネット

ワークとオンライン結合するのが原則であ

り、それを制限することは国が進めるデジタ

ル・ガバメント計画の障害となるということ

なのです。 

かりにこのようなロジックを受け入れると

しても、オンライン結合には外部からのハッ

キングの脅威が常に存在する以上、結合に関

する安全性審査が必要であり、その観点から

審議会等への諮問という仕組みがあってもよ

いはずです。しかし、安全性確保については

個人情報保護委員会が示すガイドラインに従

えばよいのであって、自治体が審議会を通じ

て独自の判断基準を設けるべきではないとい

うのが、個人情報保護委員会の見解なのです。 

（３）オンライン結合制限条項の維持と審議

会の活用 

個人情報保護委員会の厳しい見解にもかか

わらず、オンライン結合制限条項および審議

会への諮問条項を現行の条例に定めている自

治体は、改正個人情報保護法の下でもこれら

を維持することができるのでしょうか。 

法律と条例との関係について一般的命題を

示した判例によれば、法律と条例が同一の目

的に出たものであっても、その規定によって

全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨で

はなく、それぞれの自治体においてその地方

の実情に応じて、別段の規制を施すことを容

認する趣旨である場合には、条例は法律に違

反するものではないと解されています（徳島

市公安条例事件・最大判昭和 50年 9月 10日

刑集 29巻 8号 489号）。 

個人情報保護委員会の見解によれば、オン
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ライン結合における安全性確保については個

人情報保護委員会のガイドライン等の定めに

よるべきであるから、オンライン結合を制限

する規定を置く条例は改正個人情報保護法に

違反する、ということになります。 

しかし、上記の判例が念頭に置いているの

は、住民の権利自由との関係において法律を

超えて制限を厳しくする条例です。オンライ

ン結合を制限する規定は、住民の権利自由を

制限するのではなく、住民の個人情報を保護

するために自治体の公用財産または公用物で

ある情報システムの供用方法を制限するもの

です。したがって、上記の判例の射程は及ば

ないといってよいでしょう。 

もちろん、自治体の公用財産または公用物

の供用方法を国が規律できることは否定でき

ません。しかし、それは、地方自治の本旨に

のっとれば、やはり法律において明文で定め

られるべきものでしょう（参照、憲法 92条）。

自治体の情報システムについては、デジタル

改革関連法の一環として制定された「地方公

共団体の情報システムの標準化に関する法

律」という法律がありますが、その法律に基

づいて制定された標準仕様に関する省令でオ

ンライン結合の仕様を定めることがあるとし

ても、法律自体には自治体の情報システムの

オンライン結合そのものに関する規定はあり

ません。 

もっとも、自治体の情報システムのオンラ

イン結合を促進するデジタル・ガバメント計

画は、デジタル手続法第 4条に基づく法定計

画であって、自治体は直接にこれに拘束され

ないとしても、この計画に拘束される国の行

政機関等が進める施策を妨げるようなこと

は、違法とはいえないものの、適正を欠くも

のとの評価を受けるかもしれません。したが

って、自治体が自らの情報システムのオンラ

イン結合を一切禁止し、例外的な解除を許容

しないという規定を条例に置くことは、難し

いものと思われます。もっとも、オンライン

結合を制限している自治体は、実際にオンラ

イン結合を許容する運用をしているので、オ

ンライン結合を制限する規定を自治体が定め

ても、オンライン結合が進まないことはない

でしょう。 

にもかかわらず、個人情報保護委員会がこ

れほどまでにオンライン結合の制限に対し厳

しい見解をとっているのは何故でしょうか。 

やはり、結合制限を解除する要件として「公

益上の必要性」を求める自治体が多く、民間

事業者の情報システムとのオンライン結合が

はたしてこの要件を充たすものといえるかど

うかが審議会で議論され、場合によってはオ

ンライン結合を拒否する答申をしたり、民間

事業者の情報システムにさらなる安全性確保

措置を執るよう求める答申をしたりする危惧

があるからでしょう。 

しかし、このような危惧をする発想自体が

問題だといわざるを得ないでしょう。日本弁

護士連合会はつぎのような指摘をしていま

す。 

「これ（オンライン結合の制限を許容しな

いこと―引用者注）はオンライン化における

安全性の確保という課題を軽視するものであ

る。オンライン化における安全性の確保はデ

ジタル社会を成立させるための基盤であり，

原則禁止はそのような基盤に資する制度であ

る。デジタル社会を進める上でどのような規

制が望ましいかは検討及び改善し続けるべき

課題であり，地方公共団体がオンライン結合

について規制を設けることを全面的に禁止す

ることは，これまでの地方公共団体の実績を

否定し，デジタル社会におけるリスクを増大

させ，個人情報保護の後退をもたらすもので

ある。」 

（日弁連「地方自治と個人情報保護の観点

から個人情報保護条例の画一化に反対する意

見書」6～7頁） 

 

この指摘に依拠するならば、オンライン結

合を制限する規定を含む条例を制定するこ

と、その制限の解除につき審議会に諮問する

ことは、なおも改正個人情報保護法に違反す

るものとみるべきではないでしょう。 
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もっとも、審議会が「公益上の必要性」の

有無を検討する際には、民間事業者の情報シ

ステムとの連携が住民サービスの向上に資す

ることを勘案すること、そして、「個人の権利

利益を不当に侵害しない」程度に安全性確保

の措置が執られているかどうかを審査する際

には、個人情報保護委員会のガイドラインを

標準とし、それを上回る安全性確保措置を求

める場合には、当該情報システムの管理者と

協議をすることが必要ではないか思います。 

 

 

中川睦子（彦根市議会議員）  

はじめに 

今回の保育士等の「処遇改善」事業は、看

護・介護・保育士・学童保育などの職員（以

下、ケア労働者という。）を対象に、収入を３％

程度（月額平均 9,000 円）引き上げようとす

るものであり、2021年秋、国の補正予算で新

規交付金（補助率 100％）が設けられること

になったことによるものです。その目的は、

新型コロナウイルス感染症への対応と少子高

齢化への対応が重なる最前線において働く、

保育士・幼稚園教諭等及び放課後児童支援員

等の処遇の改善を図ることとされています。 

実施時期は、2022年 2月からとされていま

したが、交付金交付要綱の通知が 2022年 1月

14 付けとなるなど国の事業設計の詳細周知

等は事業開始の直前になりました。また、ケ

ア労働者に対する「処遇改善」の実施は保育

等に関して、自治体によって対応のばらつき

が指摘され、緊急の「事務連絡」を出す事態

となりました。 

 

多忙を極めた申請手続き 

国庫補助金申請の期限は、一回目が 1月 26

日、2回目が 2月 14日とされたため、彦根市

では、急きょ予算確保や対象となる事業者説

明会が行われました。さらに、実施計画書の

作成や国庫補助金申請までは短期間のスケジ

ュールとなったため、自治体の仕事は多忙を

極めました。処遇改善の対象となる事業所側

も、人手の少ない小規模であればなおさら煩

雑な事務作業に追われる結果となりました。 

このような現場が大変な状況を勘案して、

政府は、2 月からの賃金改定が間に合わない

場合は 2月分と 3月分は後日一時金での支給

も認めています。 

 

市立施設の対応に関する彦根市の考え方 

政府が処遇改善の対象としたのは公立施設

も含むとされ、すべての施設を対象としてい

ることから、本市の市立施設の実態を確認し

ました。 

自治体での完全実施とともに、さらなる対

象拡大と予算拡充が求められ、彦根市ではこ

れに伴い検討をしたということですが、人事

課からは、「総務省からの通知において例示さ

れた給与への反映方法が本市の状況にそぐわ

ず、他の適切な反映方法についても示されな

かったことから、本市職員への適用は困難で

あると判断した。また、処遇改善を実施する

際は民間給与水準を踏まえた上で行うことと

されているが、賃金構造基本統計調査におい

て示された、保育士の給与額と比較し、本市

の保育士・幼稚園教諭の平均給与額が上回っ

ていることから、現時点で処遇改善を実施す

ることは適当でないと判断した。今後は、人

事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に

準じることにより、適切な対応を行って行き

たいと考えている。」という回答でした。つま

り、民間の賃金改善状況を待って、人事院勧

告に反映された分を今後改善するというもの
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ですが、そもそも全産業平均からみても月 6

万円～7 万円も賃金が低い実態にある介護士

や保育士の給与を官民いっせいに引き上げる

という趣旨からは不十分な対応と言わざるを

得ません。 

 

市内学童クラブの対応状況 

市内の学童クラブは、17か所が小学校に設

置され、そのうち 3か所は NPOが、残り 14か

所をシダックスと共立メンテナンスという 2

つの民間会社が指定管理で受け持っていま

す。2 つの民間会社は、この事業実施にあた

り指導員への説明が行われ、補助金交付に関

する事務手続きを済ませました。これまでは

指導員を含め、運営経費は一切報告をしない

で済ませていたのですが、今回は国の特別事

業として、事業計画と執行報告を提出しなけ

ればならないことになりました。このように

事務手続きが煩雑なことから、指導員をギリ

ギリの人数で回し、事務も同時に行っている

地域の NPOでは申請等を行う余力がないこと

から申請はできませんでした。 

 

10 月以降は政府が公定価格の見直し予定 

政府はコロナ禍において、重要な役割を担

いながら賃金の安さが表面化したケア労働者

の賃金アップを急遽提案してきたのです。こ

れまでもコロナ対策といいながら、自治体や

事業所等それぞれの実情にそぐわない方針や

事業を、思い付きのように提案し、肝心の国

民に対しては不安と負担を強いるものばかり

です。今回のケア労働者の処遇改善は 2月か

ら 9月までは公定価格とは別の補助金措置で

す。10月以降は公定価格の見直しで措置され

るといいます。しかし自治体では本当に制度

として確かなものになるのか不信をいだいて

います。 

自治体がこのような政府の方針に振り回さ

れるばかりでなく、独自の施策で市民のくら

しと命を守る姿勢を貫くことを強く求めま

す。 

 

公の施設のあり方に関する調査報告書と公開研究会について 

 昨年に続いて実施した公の施設のあり方に関する調査報告書（「滋賀県における指定管理

者制度と公立病院のあり方の調査研究－公の施設のあり方に関する調査（その２）－」）が

完成しました。理事、議員会員、団体会員のみなさんなどには送付する予定ですが、それ以

外の方で希望される場合は申し出てください。また、電子データでの提供も可能です。 

 報告書の主な内容は、①県と市町の指定管理施設の受託者への調査結果、②公立病院の現

状や課題に関する調査結果、③大津市民病院を例とした公立病院の地方独立法人化の問題

点です。 

 また、調査結果について、下記のとおり公開研究会をズームを使って実施します。参加を

希望される方は、滋賀自治体問題研究所の、メールアドレスへ申し込んでください。

（shigajichiken2009@yahoo.co.jp） 

 

公開研究会の日時 

 2022 年 5月 9日(月)15:45～17:45 

 公開研究会では、報告書の内容の報告と議論を行うとともに、今年度の調査課題について

も議論を行うこととしています。 


