ながら、まったく対策を講
日本共産党
じずに推移すれば、１２０ 学校施設の耐震対策の
代表 小川 和夫
億円の不足が見込まれるこ
スピードアップについて
とを意味している。
その他の質問
市税は９年度と比較する
○ 早｢寝、早起き、朝ごはん 運｣動の展開
と 年度には 億円減少し、
○韓国との交流事業の展開
一方で扶助費は約１・５倍
に膨れ上がった。また、三 【問】市内小・中学校施設 非常時には地域住民の緊急
位一体改革による地方交付 ３１２棟のうち２３１棟が 的な避難場所の役割も果た
税の削減などで 億円近い 昭和 年以前に建設された すことから、
影響を受け、さらに一部事 もので、耐震補強の必要が 耐震性能の
務組合への分担金の増加な ある。平成８年度から 年 向上を積極
どが積み重なったと考える。 度までの間に補強工事を実 的に図るこ
「きしわだ行財政再生プ 施したが 棟のみで、２１ とは重要な
【問】５年後の平成 年度 ラン」に基づき、１２０億 ０棟がいまだ残っている状 課題である。
況であると聞いている。
年度中
学校施設の耐震補強事業 にコンクリ
は、安全・安心のまちづく ート強度調
りにとって重要な事項であ 査の結果に
ると考えるが、事業の前倒 より耐震化
しも含めた今後の見通しに 優先度調査
ついて聞きたい。
を行い、耐
【答】学校施設は児童・生 震補強計画
徒の学習の場であると同時 を策定する。
に、一日の大半を過ごす生 耐震性の低
活の場でもあり、さらに、
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には、約１２０億円の収支 円の不足の解消に努める。
不足が見込まれており、あ 【問】財政が厳しいのは事
たかも本市が再建団体に転 実だが、今こそ 万市民の
落するような印象と大きな くらしを守ることが自治体
不安を市民に与えているが、に求められていると思うが
現実はどうなのか。
本市の考えは。
また、今回の収支不足の 【答】財政状況を的確にお
要因と対応策について聞き 知らせし、ご理解・ご協力
たい。
を求めながら、市民の切実
【答】財政推計は、予定し な声に応えていく時だと考
ている事業や計画を実施し える。
岸和田

連携について

公明党
代表 小寺 峰男

その他の質問
○教育問題
○都市基盤整備の促進

い建物から順次補強工事を
実施し、今後、 年ぐらい
を目途に学校施設の耐震化
を進めていく。
さらに、国の補助金制度
が改正されたことにより、
事業の前倒しも考慮しなが
ら積極的に耐震化を図って
いきたい。
10

【答】本院の使命は泉州２
次医療圏において大きく不
足する急性期の診療に特化
することであり、地域の医
療機能分担に貢献すること
と考える。
【問】公立忠岡病院の再編
統合は本来の市民病院の基
本理念・基本方針に適合す
るのか。
【答】再編統合
によって 床が
増床され、地域
医療連携優先の
病床を４床から
床とすること
で、在宅医療を
受けている慢性
患者の急性憎悪
時に、今よりも
迅速に対応でき
る。
従って、本院
の基本理念・方
針である 地
｢域
10

50

医療のＩＴ化で、情報の共有を

＜会議録の閲覧＞本会議（定例会・臨時会）の内容を記録した会議録は、議会事務局、市立図書館（郷土資料コーナー）、インターネットで閲覧できます。

信 貴 芳則

（イメージ写真）

年間でＤＰＣ（診療報酬包
括払制度）、電子レセプト、
電子カルテシステムに対応
するシステムの整備を行う。
今後、プライバシーやセ
キュリティの問題、経費な
どを含め、将来の患者情報
の共有化や医療連携のあり
方などを検討し進めたい。
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新風
代表

にあたる「地域完結型医療」
への転換が急速に進みつつ
あり、連携を強化する必要
があると考える。
【問】医療のＩＴ化の推進
により、中核病院での検査
結果やレントゲンフィルム
などを地域の医療機関のパ
ソコンで見ることができる
事例もある。緊急時
には、リアルタイム
で情報の共有ができ、
重複した検査を避け
ることができるなど、
地域全体で医療の効
率化が図られ、医療
過誤や誤診も減少し
ていると聞く。
本市でも市民病院
を中心に、医療のＩ
Ｔ化を推進すべきと
考えるがどうか。
【答】 年度から２

その他の質問
○施政方針の実現
○民営化と民間委託の導入

更なる推進について

【問】地域の医療機関で患
者情報を共有し、役割分担
をしながら診療する取り組
みが必要だと思われるがど
うか。
【答】すべての治療を一つ
の医療機関で担う「自己完
結型医療」から、各医療機
関が施設の特徴や地域医療
の環境に応じて機能を分担
し、互いに連携を図り診療

経費節減について
経費節減

地域医療連携の

の中核病院として地域医療
連 携 を 推 進 す る に｣適 合 す
ると考える。
【問】医師・看護師が不足
するなか、増床による運営
は可能なのか。
【答】看護師については必
要人員を確保しており、医
師についても、２名増員し
運営が可能である。
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【問】経費節減には職員数
新生第２クラブ
の削減が大きなウエートを
代表 村野 精
占めており、定員管理計画
に沿った削減が必要である。
しかし、防災に関わる消
防士などの職員数について
は、できる限り配慮しなけ
ればならない。むしろ他の
事業を見直し、市民の命や
生活を守る安全・安心なま
ちづくりの施策に必要な職
員は増員する必要があると
考えるがどうか。
【答】防災や安全で安心な
【問】財政の安定化を図る 暮らしに直結する業務の職
には、自主財源の確保は欠 員定数は第２次定員管理計
かすことのできない課題で 画を改定し、事業に見合う
職員数を配置していきたい。
あると考えるがどうか。
【答】自主財源の根幹であ 【問】市有の遊休地を売却
る市税の増収策には、税源 し財源不足を補うことも一
確保につながる施策が必要 つの考えではないかと思う
である。阪南２区への企業 がどうか。
誘致による産業の活性化や、【答】遊休地は順次、処分
東岸和田駅周辺地域などの しており、 年度では市営
都市基盤整備による人口流 住宅や保育所跡地などの処
入策を促進し、安定した税 分で約２億円の歳入を見込
んでいる。
源の拡充に努めたい。

自主財源の確保と

10

59

行財政再生プランについて

21

19

市民病院と地域医療の

その他の質問
○障害者施策
○市民病院の医師確保

23

その他の質問
○保育所の民営化
○市民病院地域医療

18

代表 岡本 冠一
していく。
【問】 年度から 年度ま
での歳出削減と歳入確保の
方策はどのようなものか。
【答】５年間の収支不足１
２０億円のうち、歳出では
職員の人件費の削減として、
外郭団体を含めたすべての
会計で 億円強の効果額を
見込んでおり、残りを特別
会計・企業会計への繰出し
基準の見直し、外郭
団体などへの補助金
の見直し、その他事 【問】医師不足のため、産
務事業の見直しによ 婦人科をはじめ診療科の維
持が困難な病院もあると聞
り削減する。
歳入では競輪事業 く。
そこで、地域医療機関が
収入や退職手当債の
活用、遊休地の活用 連携し医療体制を確保する
を行い、施設使用料 ことが、安心して医療を受
をはじめとした市民 けられる住み良いまちづく
負担を求めるものな りに重要であると考える。
市民病院での地域医療連
どについても検討し
増収を図っていく。 携について聞きたい。

23

17

くよう説明責任を果たし、
市民・事業者との協働を通
じて市民サービスの維持・
向上に努め、満足度を確保

21

19

43

財政について

【問】１２０億円の収支不
足 を 解 消 す る た め の き｢し
わ だ 行 財 政 再 生 プ ラ ン に｣
ついて、市民サービスを低
下させることなく、満足度
をどのように確保するのか
聞きたい。
【答】行政が直接すべき事
業、することが妥当な事業
を精査し、保育所や小学校
給食など可能なものから民
営化、アウトソーシングを
進めていくことが肝要と考
えている。
安易に事業の縮小や廃止
に傾くことなく、受益に対
する負担の割合に理解を頂

地域の医療機関との機能を結ぶキーステーション

56

２保育所を統合し、
４月１日オープンした桜台保育所

その他の質問
○成長期の中学生に対する
食育の取り組み
○財政再建の取り組み
（市民病院内）
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