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医療はハート

市立病院計画、進まず！

酒井議員、12/4

から議会に出席

再開。

全会一致の議員

辞職勧告はいず

こへ？

足湯事件に関す

る100条委員

会、12/3から始

まる！

8月7日に開催された奈良県医療審議会で

は、医師会代表等から生駒市と地元医療機

関の協議が不十分であるという意見が出た

ため、病床配分は行われずに閉会しまし

た。その後、県は、生駒市長に対し、地域

の医師会、医療関係者、関係団体等と西和

保健医療圏における医療のあるべき姿につ

いて協議した上で、同医療圏における中核

自治体の長としての意見書の提出を求めま

した。つまり、この意見書の提出が次回の

県医療審議会で市立病院の申請や増床申請

を判断する前提であるとしました。

市は9月5日に生駒市医師会、10月23日に

は生駒市医師会、生駒地区医師会、奈良県

医師会の３者と協議しました。しかし、話

し合いは平行線だったと聞いています。ま

た、10月23日の協議の席上、医師会から現

計画の白紙撤回を求める意見書が市に提出

されました。(p2に詳細)

市は当初9月16日を提出期限と決められ

ていた意見書

の提出の延期

を申し入れて

たため、9月末

に予定されて

いた医療審議

会は未開催。

10月31日、よ

うやく提出。

年内に医療審

議会が開催さ

れると思われ

ますが、県の

最終判断は来

年に持ち越さ

れるものと思

われます。

P2, 3
市立病院問題：

医師会、現計画の白紙

撤回を要求！

市長“白紙撤回をしな

い！”

100条特別委員会開催:

なぜ非公開！？

9月議会＆決算特別委員

会報告

Drまり子の一口コラム

再開：感染予防につい

て

P4
福祉、教育、環境問題

なども勉強中です・・

小学生の議場見学、議

員の仕事は人気がない

ようです・・・

ハイライト

12月議会間近！ 9日開会
日 程 午前10時 午後１時

１２月 ９日（火） 本会議・一般質問 一般質問

１２月１０日（水） 一般質問 一般質問

１２月１１日（木） 一般質問 一般質問・本会議

１２月１５日（月） 都市建設委員会 市民福祉委員会

１２月１６日（火） 環境文教委員会 企画総務委員会

１２月１７日（水） 総合計画特別委員会 北部地域開発特別委員会

１２月１８日（木） 病院特別委員会 全員協議会

１２月２２日（月） 本 会 議

ニュース作成に手間取っている間に、もう、師走。12月議会では、私は10日（水）午前

10時から一般質問をします。医師会と市の対立が深まった今、市は今後、市立病院計画

をどのように進めていくのか質問します。災害時の医療体制の整備についても５度目の質

問をします。

傍聴にお越し下さい！

皆さんの熱い視

線が議会を変え

ます！

生駒を変えま

す！

県医療審議会、8月7日以降
開催されず！

奈良新聞08.08.08

病院特別委員会は

12月18日（木）10時～



8/1の病院特別委員会では病院設計図

の作成をなぜ随意契約で行ったのかとい

う入札に関する質問等が出されました

が、9月議会ではこの随意契約に係る期

日改ざんが明らかになりました。この問

題を調査するために、9月議会の最終本

会議に“地方自治法第100条に基づき議

会が調査権をもつ特別委員会の設置”が

議員提出議案としてだされ、多数決によ

り可決されました。100条委員会では民

事訴訟法の証人尋問の規定などが準用さ

れます。つまり、強制力や罰則規定のあ

る委員会です。私はこの問題は、まずは

すでに設置されている新病院設置等に関

する特別委員会（伊木が委員長）で審議

したうえで、より強力な調査が必要と判

断した時点で100条委員会を設置すべき

と考

え、設置に反対。なお、委員会設置

後、私は委員となり、2回の準備会を経

て、12月3日、第１回の特別委員会が開

催されました。委員会では証人から真相

を引き出すためには話しやすい環境が必

要とのことで、証人尋問は非公開!?とな

りました。私は真相解明が必要な重要案

件であればこそ、市民と情報を共有でき

る公開の場での審議が必要と、公開を強

く求めましたが否決。議会は議会改革を

進めて来たはずですが、開かれた議会へ

の道のりはまだまだ遠いようです。

なお、改ざんが問題にされ、医療体制

の充実という本来の病院計画が足踏みし

たり、万が一頓挫するようなことになれ

ば、被害を被るのは住民です。現計画の

重要性を再認識したうえでの、市の

誠実な対応を望みます。

病院巡り、波乱の９月議会！？
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9/24 新病院設置に係る随意契約を調査する特別委員会が設置される！

8/7 県医療審議会以降の動き

～(仮称)生駒市立病院問題～

8/21 市、県から意見書の提出を求められる。

9/5 市と生駒市医師会の協議、平行線。

9/10 設計業務の随意契約での期日改ざん発覚。

9/12 市、県への意見書の提出期限の延期を要望。

9/24 随意契約を調査する特別委員会設置。

9/30 市、意見書の提出期限の再延期を要望。

10/23 市と医師会、協議するが平行線。医師会から

市に意見書提出(詳細はp3)。

10/31 市、県への意見書を提出。

(県医療審議会委員は次回、新たに委嘱されます。)

この件に関して市側は

『時間的余裕がなかっ

たため、随意契約にし

た。設計図の信頼性を

高めようとして、作成

に要した期間を長くす

るため日付を変えた。

認識が甘かった。』と

答弁。市は、10/14、

公文書適正化検討委員

会を立ち上げ、来年１

月に指針を示す予定で

す。

どんな理由にせよ、

改ざんは許せませ

ん!! 真摯な対応

を！

病院断念発言までとびだす！しかし、

10/24には“現計画推進”表明！(P3)

～伊木の一般質問～

 今回も市立病院について質問。—-その１

伊木：医師会から議員に届いた文書により市立病院

計画を巡り医師会と生駒市の間に深い溝があること

を知ったが、その後、妥協点は見いだせたか？

市長：医師会は民間病院を指定管理者とすることに

反対であり折り合う余地がない。

伊木：今後、どうするつもりか？

市長：昨年、それまで交渉してきた準公的医療機関

から断られ、枠を民間にも広げて公募した、唯一徳

洲会が応募。市の方針と合致し、医師会と一緒に考

えた中間答申を尊重し財政的にも心配ないので、市

は指定管理者の候補者に決定した。市としては他に

選択肢がないので、今の方針を堅持するか、病院を

断念するしかない。

伊木：私も整備専門委員会で医師会代表と共に病院

計画を検討してきたが、委員会では医師会代表は現

計画に反対していなかった。再度、委員会を開い

て、医師会代表と話し合ってはどうか？

市長：開催を検討したい。

伊木：市立病院ができることだけでなく医療連携は

非常に重要なので、ぜひ話し合いをして欲しい。

——その２ 

伊木：生駒が魅力的な街であるためには、保健・医

療・福祉などの一連のサービスがとぎれることなく

提供されることが重要で、市立病院はこれらのサー

ビスの核として必要。これらのサービスを総合的に

考える協議会を設置してはどうか。

市長：検討していきたい。

～最終本会議で反対討論～

今回、市立病院に関連して100条委員会の設置が提案

され、下記ように私は初めて反対討論を行いまし

た。
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10/23 医師会、現計画の白紙撤回を要求！
10月23日、生駒市は生駒市医師会、生駒地区医師

会、奈良県医師会の３者と協議しました。しかし、

協議は決別。医師会から市に意見書が提出されまし

た。今回、医師会は、“病院建設の現計画を白紙に

戻す”よう求めています。その根拠として、“生駒

市の医療の現状は生駒総合病院閉院当時と比べ状況

が一変している”、“小児救急については、たとえ

病院開設が見送られたとしても協力体制を組む用意

がある”としています。確かに、開業医が増えまし

た。しかし、これは閉院により不足した地域医療を

補いますが、一次医療に対応するものです。不足し

ている救急医療・小児科医療には入院できる医療施

設が必要です。小児科救急について協力体制を組む

用意があるのであれば、今すぐに対応していただき

たい。生駒総合病院では冬は細菌性肺炎、インフル

エンザ、ウイルス性腸炎などが増え、小児感染症患

者用のベッドの確保に苦慮していました。このよう

な身近な病気の子供が市内で入院医療ができるよう

に、早急に対応していただけるのでしょうか？医師

会には、今だ実現していない７月に議員に届いた文

書についての説明に加え、今回の意見書の内容につ

いても説明していただきたいと考えます。

なお、12月18日（木）午前10時から新病院設置等

に関する病院特別委員会を開催し、医師会への出席

要請について審議することになりました。

19年度決算特別委員会：委員会は決算を承認！

10/24 市長「現計画の白紙撤回をするつもりはない」
私は９月議会で、市長に対し医師会との話し合い

を求めていましたが、23日の医師会との話し合いで

は妥協点を見出すどころか、上記の意見書がださ

れ、事態はますます深刻になってきました。意見書

に対し、市長は市長日記に次のように綴っていま

す。『——この問題を市政の最重要課題と考え、最も

多くの時間を割いて病院の再建に奔走してきまし

た。——-生駒市医師会、生駒地区医師会、奈良県医師

会、奈良県病院協会の各団体からご推薦頂いた委員4

名を含む9名の委員で「新病院整備専門委員会」を立

ち上げ——-ステップを踏んで計画を進め、本年２月に

は——事前協議書を提出——-地方自治体が病院経営から

手を引くような厳しい時代に敢えて病院経営に乗り

出すには市の計画のような形態しかあり得ない—-現計

画の白紙撤回をするつもりはありません——』 

医療連携は地域医療の充実に不可欠。私は、12月

議会で市長に対し、医師会とのあゆみよりを模索し

て欲しいと再度投げかけたいと考えています。

１：風邪の感染予防にマスクは有効？

２：かきなど貝類で起こることのある胃腸炎、加熱すれば心配なし？

私は生駒総合病院の院内感染対策委員長でした。皮膚科の診療のかたわら、「忘

れていませんか？見落としていませんか？」という委員会紙を作っていました。

10号まで出しました。そこで、皆さんにも関係ある問題を出しましょう！

解説１ 風邪はウイルスが原因で起こります。風

邪の場合、風邪をひいている人の唾、鼻水、痰な

どに含まれるウイルスを、咳、くしゃみを通じて

吸い込んだり、唾、鼻水、痰に汚染された手を介

して受け取ると発症します。そのため、飛んでく

るくしゃみや咳を遮るマスクが有効ですし、手荒

いが重要です。風邪には飛沫感染予防と接触感染

予防が必要です。咳するときも気をつけて！

解説２ かきフライ・貝の入った熱い鍋の美味し

い季節です。貝を食べると胃腸炎を起こすことが

あります。ウイルスに汚染された海水が原因で

す。原因ウイルスは85℃1分で死滅します。十分

加熱すれば、たとえ汚染されていても心配ありま

せんが、加熱時間や温度によっては感染する危険

があります。加熱時、温度と時間に気をつけてく

ださい。慌てずに煮えてから食べてくださいね！

この時期多い感染症。 予防のために正しいのは？
Dr. Marikoの健康ひとくちコラム

11月4,5日、私たちが収めた税金が平成1９年度の市の施策

として適正に使われたか審議しました。入札改革により予

算額より安価で契約が行われたため、各項目で不用額が計

上されたことは特記に値すると思われました。特別委員会

は決算を承認。それを受けて、12月議会で19年度決算を承

認するか否か全議員の判断が問われます。



生駒市議会議員伊木まり子ニュース 20081207号

8/6 市内の福祉施設を視察

市民福祉委員会の上原委員、谷村委員と共に、足

湯、かざぐるま、あすなろを視察しました。障がい

者支援施設かざぐるまでは野菜、お菓子、織物、陶

器、牛乳パックを再生した名刺づくりなどが行わ

れ、どれも味わいのある作品でした。これらの手作

りの品は、毎月２回ほどアントレ横の広場でも販売

され、運営資金に充てられます。12月は16日(火)の

予定です。障害者自立支援法が制定され本人負担が

増え、運営も厳しくなったとのこと。障がいがあっ

てもなくても安心して暮らしていくためには、市が

福祉に財源をどう振り分けるか、医療面でどう支え

るかなどもっと考えないといけないと思いました。

こども支援センターあすなろでは、子ども達の保育

室で話を聞きました。スタッフの皆さんの力でしょ

う。子ども達はたいへん元気に見えました。支援の

必要な子どもを早期に発見し適切な支援を行い、将

来、困ることなく暮らしていけるようにするにはど

うしたらよいか、切実な問題です。

10/8 生駒市外国人住民教育推進懇話会を傍聴

生駒には20年4月1日現在、51ヶ国935人の外国人が

暮らしています。生駒市日本語教室には41人の方が

通い、68人の日本人がボランティア登録をしていま

す。ボランティアの数から生駒市では外国人との共

生を願う市民も多いと感じました。また、市の多文

化共生教育の現状についての報告を聞きながら、こ

の教育を通じて市内の子供達が小さい時から様々な

国の人々を受け入れ共に生きるという感覚を身につ

けて欲しいと思いました。

10/9 シルバー人材センターを視察

9/18、シルバー人材センターの理事長から事業拡

充・強化に向けての支援を要請する書面が議長に届

き、議員に配られたことを受け、塩見議員と話を聞

きに行きました。シルバー人材センターはS46年“高

齢者等の雇用の安定等の法律”に基づき、生駒市で

は平成5年に、高齢者の生きがいの充実、就業機会の

増大、社会参加などの目的で作られ、60歳以上の人

が登録できます。実際には65歳以上の人が多いそう

です。最近では民間企業が同センターが行っていた

業務と同様の業務を提供するようになり、仕事の受

注は減少傾向、特に、宛名・賞状書き・ラベル貼り

など事務的な仕事の受注が減っています。また、ふ

れあいセンターと市営駐車場を民間指定管理者によ

る運営に切り替えたことも業務の減少に繋がってい

ます。一方、作業所を兼ねた事務所は、老朽化し、

床は傾き、また、いくつもの作業が同じ部屋で行わ

れ、非常に手狭になっています。センターには年間

約500万円の借地料の支払があり、独立採算は難しい

うえ、施設の老朽化に伴う建て替えも必要とのこ

と。市の財政との兼ね合いもありますが、いずれ議

会も判断を迫られると思われます。我が家では２人

の娘が小さかった頃、また、実家も同センターに派

遣を依頼、とても丁寧に家事や子育てを手伝ってい

ただきました。実家は担当の方が辞められた後、適

当な人がなく、派遣を受けられなくなりました。

生駒市は子育て支援に取り組んでいます。子育て

中の親は、元気に飛び跳ねる子供の世話は若い人

に、落ち着いた見守りや経験が必要な家事援助は年

輩の方に支援してもらえたらありがたいと思いま

す。人材センターから議員への要請の趣旨とは離れ

ますが、若い人から高齢者までが参加した大きな枠

組みが作れないものかと思っています。

10/20 尼崎市の地球温暖化対策への取り組みを勉強

午後 H20年度生駒市防災会議を傍聴

朝は尼崎市で環境政策課の担当者から市庁舎や街の

壁面緑化、市庁舎・公共施設での環境マネジメント

システム、市民との協働による取り組み等、生駒市

でも活かせることをいくつか聞いてきました。

午後の生駒市防災会議では、警察、保健所、関西

電力、近鉄生駒駅などからも委員が参加し、生駒市

の地域防災計画の説明を受けました。その後、京都

大学防災研究所地震予知センターの先生２人から地

震について講演がありました。地震予知の説明もあ

りましたが、結局、地震はいつ起こるかわかりませ

ん、明日起きるかも知れませんというのが結論と受

け取りました。人命救助の観点からは72時間以内の

対応が重要です。通信、金融、個人情報の管理など

難問は多々ありますが、災害時には普段できること

しかできません。それが簡単にできないとパニック

が起きます。災害時対応も普段通りにきちんとでき

る、そのような準備こそが大切と再認識しました。

10/17～18 市民福祉委員会視察で愛知県へ

大府市では長寿医療センター、200床の小児保健医療

総合センター、国立病院など医療的支援体制が充実

していて、子育て施策、介護保険事業が非常に円滑

に行われていました。生駒市にも福祉施策を支援で

きる中核となる病院の必要性を再認識しました。

10/25 あすか野小学校の6年生に議会を紹介

毎年行われている議場の開放等の

事業の１つ、議場見学（今年3校)

で１校の司会をしました。72人に

議会について簡単に説明、その

後、子ども達からの質問があり、

回答はその日の担当議員に振り分

けました。“議員になりたい

人！”と問いかけましたが希望者

ゼロ。人気のない仕事のようです。

～生駒が抱える様々な問題に挑戦～

議員はやりが

いのある仕事

ですよ!

編集後記：ニュースが届く頃には12月議会が始まっていることと思い

ます。病院問題についての質問は今会が最後となるかも知れません。

早くお届けしたいと思っていたのですが遅くなりすみません。まり子


