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岡谷市新病院建設基本構想（案）に対する 

パブリックコメントの公表について 

 

 岡谷市意見提出手続実施要綱（別紙）第８条第２項に基づき、岡谷市新病院建設基本構想（案）に対して提出された意見に対する市の考え方を

公表します。 

 なお、パブリックコメントは、１２月３日から１月７日まで行い、寄せられた意見は岡谷市新病院建設基本構想の策定及び新病院建設事業の参

考とさせていただきます。 

番

号 
いただいた意見 市の考え 

１ 私は過去に４回入院したことがある。塩嶺病院に２回、岡谷病院に２

回。塩嶺では始めは８人部屋、２回目が６人。岡谷病院では６人部屋。 

 まず一番にあげる事は、市民に信頼され好かれる事。いくら新病院で

も中味次第で大きく変わっていくと思う。 

 又、病室について４人部屋位がベターと思うし、又病状によっては３

人ないし２人部屋出来ればと思います。６人部屋だと真ん中のベッドの

人はすごく気をつかうし、又プライバシーも保つ事もむずかしくなる。

ゆとりある病室作りを願う。駐車場は障害者スペースもそうですが、高

齢者用も多く出来るよう希望します。 

 建設場所はＡ案が良いと思います。感じる事はやはり予算が気になり

ます。 

＜新病院建設準備室＞貴重なご意見をありがとうございます。 

病院を運営していくために、市民の皆さんに信頼され、好かれる病

院ということは最も基本になる重要な部分と考えており、市民病院の

基本理念であります「思いやり」の医療の実践を通じて市民の皆さん

の信頼と期待に応えることのできる市民病院をめざしてまいります。 

病室につきましては、現在の状況を課題として捉え、療養環境の改

善を図っていきたいと考えておりますので、新病院では４人部屋を基

本にした病室の配置や個室の充実など、患者さんのプライバシーの確

保やゆとりと快適性の確保などに十分に意を配してまいりたいと考え

ております。 

また、駐車場の配置も含めバリアフリーへの対応につきましても重

要な視点として考えてまいります。 

新病院建設の事業費といたしましては、現時点で約９０億円として

おりますが、現時点における上限額と考えているものでありますので、

今後、建物の設計作業等の具体的な工程を進める中で事業費の更なる

抑制を図ってまいります。 
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２ 新しく建設する病院は、おそらくその後すぐに建て替えることはない

と思いますので、今回の建て替えにおいて、必要な物はきちんと設備さ

せて欲しいです。 

  

心配しているのは、動けない患者さん達が大勢いる病院という場所な

ので火災や地震が起きた時に（自施設の災害）迅速に避難ができるよう

な設計にしてあるか？ということです。狭い廊下・階段、非常階段では

無理です。移送する職員と移送される患者が慌てていながらも通ること

ができる幅・通路が必要です。また２階以上に病棟があるようですから、

寝たきりの患者をどのように地階へ降ろすのか？滑り台などが設置さ

れているのか？検討して下さい。 

  

現在の病院には中庭がありますが狭く、またそれだけですので患者さ

んの気晴らしになりません。散歩ができるような庭やギャラリーを設け

てください。これは必須です。自由に個展ができるようなスペースを設

けて２週間位で展示変更していけば、患者さんの気晴らしにもなります

し、展示・観覧する市民の方達も来院すると思います。 

  

売店については、現状の売店は問題外です。ある程度のスペースと品

揃えが必要です。売店は患者さんの楽しみの場なのです。是非良い売店

を設置出来るようにしてください。 

 レストラン・喫茶店・ラウンジが必要です。待たされる時間の苦痛を

なくすためにも、入院中の患者さんのためにも充実させてください。患

者さんに日常の提供をお願いします。 

 

 

＜新病院建設準備室＞ 貴重なご意見をありがとうございます。 

市民病院の建替えは、時代を越えて将来に亘って利用していただく

施設を整備する大きな事業であり、施設整備におきましては、病院を

運営し、医療を提供していくために必要な機能はきちんと確保してい

きたいと考えております。 

 

災害時の対応等に関しましては、市民病院は患者さんの大切な命を

預かり、災害時には拠点となる重要な施設でありますので、防災的な

視点による建物構造など、建設に際して反映する対策とともに、災害

時における避難誘導計画などの日々の運営の中で整備すべき対策との

両面から有事に備えてまいりたいと考えており、ご提案の内容も参考

にさせていただきます。 

 

新病院の施設機能には、院内の庭園や、休憩スペースなどの憩いと

安らぎの空間の確保や売店、食堂などの病院利用者の利便性や快適性

を高めるための病院としての付加機能の充実を図ることができるよう

に、今後の建物設計等の工程の中で具体的な検討を行ってまいります。 



 3 

３ 病院建設資金の調達について（個人債の発行） 

借金を返済出来ず、赤字経営を非常に心配している。公的借金である

岡谷市債の発行を極力押さえ、個人債（市民債）を発行し、病院建設費

の借金は市民 1 人々々がリスクを負い、自己責任において行っていただ

きたいと思うものです。 

 市長をはじめとして、早期工事着手を要望する方々は、発言の責任を

一定のリスクを取って購入してもらいたい。破綻（債務不履行のデフォ

ルト）の危険は無いのであれば、多額の個人債を購入し社会的貢献を果

たしていただきたい。建設は急がず成り行きを見てからの意見の方々も

極力、協力することを要望します。 

＜新病院建設準備室＞ 貴重なご意見をありがとうございます。 

市民の皆さんの信頼と期待に応える事のできる市民病院をめざすと

ともに、市民の皆様からも愛され、大切にしていただけるような市民

病院をめざしてまいりたいと考えております。 

ご提案いただきました市民債の活用につきましては、市民の皆さん

にとりまして、自分たちの病院であるという意識を高めていただき、

病院建設事業に直接的に関わっていたたくことのできる有効な手段と

なりますので、新病院建設では財源のひとつとして市民債の活用を行

ってまいりたいと考えております。 

なお、ご心配をいただいている市民病院の経営面につきましては、

当然ながら今後の経営改善に向けた経営努力を重ねながら、新病院の

建設事業を進めていかなければならないと考えており、更には建設に

伴う借入金の返済も含めた将来の経営見通しも考慮しておりますので

ご理解をお願いいたします。 

４ 岡谷周辺の二次医療機関の経営状況はどうなっているのかご教示願い

たい。そしてそこから得るものは何か。 

 H２２．１２．１０の市民新聞報道によれば、町立辰野総合病院は１

億２千万円の税金を補填するとのこと。 

 岡谷病院は高度、先端医療である心臓血管外科を不採算として切捨

て、黒字化へ歩みを進めているが、今後はどの様な方策を考えているの

か。 

 人件費率は５０％以下が望ましいとされているが、この比率もご教示

願いたい。単純に人件費削減で対応するのは、知恵がない対策と思って

います。 

＜経営推進室＞貴重なご意見をありがとうございます。 

総務省が公表しております自治体病院の平成２０年度決算の内容、

また国、県の実施する調査等から把握できる状況を見る限りでは、近

隣自治体病院でも赤字を計上している病院が多く、厳しい状況である

と認識しております。 

こうした中、岡谷市病院事業におきましては、「思いやり」を中心と

する病院理念によりまして、患者サービスの向上を積極的に進めてき

ております。今後につきましても引き続き取り組み、患者、地域住民、

また地域の医療機関から信頼され、親しまれる病院を実現してまいり

たいと考えております。 

また、特に診療機能という点では、現在標榜しております３５の診

療科により「総合病院」としての機能を維持してまいりますが、この
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中でも循環器、呼吸器、糖尿病に係る専門診療の実施と健康診断を病

院の特徴とし、さらには、昨年７月、新たに消化器外科の医師２名が

着任したことによりまして、内視鏡検査から手術に至る体制の強化が

図られましたので、これらにより、経営基盤の強化を図ってまいりた

いと考えております。  

 

なお、人件費比率につきまして、岡谷市病院事業における平成２１

年度決算実績は「64.2％」でありました。 

平成２２年４月の施設集約に伴い、これまで重複していた部署の人

員を削減することで、人件費の削減を図ったところでありますが、診

療機能を維持し、良質な医療を提供していくために急激な削減は行わ

ず、適正な職員数への計画的な移行をしてまいりたいと考えておりま

す。 

ご指摘のとおり、一般的には「50％以下が望ましい」とされており

ますが、特に自治体病院は「療養病床」や「小児医療」など、マンパ

ワーを必要とする医療を担うべきとされておりますし、不採算の医療

を担う役割もありますので、比率が高く推移するとも言われていると

ころであります。 

しかしながら、岡谷市病院事業の人件費比率が相対的に高く推移し

ているのは事実でありますので、今後の経営改善に向けましては、こ

の解消を図っていくことが必要となりますが、人件費の削減だけでな

く、収益の増収に向けた検討を充分に行うと共に、先に申し上げた患

者サービスの向上と診療機能の充実により更なる収益確保を図ってま

いりたいと考えております。 
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５ 将来の経営見通しの数値は悲観的に見よう。 

 岡谷の人口は着実に毎年５００人減で進行している。１０年で５千

人、２０年で１万人減尐する。この傾向は岡谷だけの問題ではなく、日

本全体の傾向であり、簡単に人口の増加、現状維持は出来るものではな

い。 

 よって人口減尐の数値を採用して、計画をしてもらいたい。仮に増加

傾向であれば、よろこばしいことであり、何ら問題は無いと考える。「計

画は悲観的に、実践は楽観的に」 

 

＜経営推進室＞貴重なご意見をありがとうございます。 

経営見通しの元となりました岡谷市の人口、また患者数につきまし

ては、今後における岡谷市の人口減尐傾向と高齢者の受療率（医療機

関で診療を受ける割合）を踏まえながら、試算したものであります。 

これは、人口が減尐する一方で、診療を受ける割合が高い高齢者の

数が増えることによりまして、患者数としましては増加するものであ

ります。（厚生労働省「患者調査」年齢階級別にみた受療率を参照） 

したがいまして、現実的な数字をもとに算出した経営見通しである

と考えています。 

６ 病院の経営形態について 

 総務省の「公立病院経営改善事例集」によれば、「地方独立行政法人」

化することにより経営黒字化がなされているとのこと。 

 ・人事管理や業務執行の機動性、弾力性が得られる。 

 ・職員の帰属意識が向上し、サービス、質の向上が得られる。 

 等々のメリットがあるとのこと。 

 このことこそ、建設急ぐ以上に前向きに早急に検討してほしいことで

す。 

 

 

 

 

＜経営推進室＞貴重なご意見をありがとうございます。 

岡谷市病院事業では、今後とも市民病院の存続を図る上で、まずは、

信頼され親しまれる病院づくりを実現することが何よりも必要であり

ますので、現在、「思いやり」を中心とする病院理念を掲げ、患者サー

ビスの向上と診療機能の充実を図っております。 

ご指摘いただきました経営形態の見直しにつきましては、病院改革

プランの中でも考え方を求められていますとおり、今後に係る課題と

して認識はしておりますが、「地方独立行政法人」に特定するのではな

く、幅広く検討してまいりたいという考え方が基本であります。 

経営形態にはそれぞれメリット・デメリットがありますが、「地方独

立行政法人」に関しましては、岡谷市の状況、また病院の規模や性格

も考慮した上でも、メリットが享受できるかなど、現時点では地方の

公立病院が「地方独立行政法人」に移行した事例が未だ尐ない状況か

ら、詳細な検証ができませんので、長野県立病院等の状況も参考にさ

せていただきながら、岡谷市としての経営形態は何が良いのか、慎重

に検討を進めたいと思います。 
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７ 新病院の建設に当たり病院の経営や運営などは建物の完成後でも変

更が可能ですが、基本的な設計前に入れて頂きたい事を以下に記入致し

ます。 

 １ 災害などの緊急時にベッド同士がすれ違い出来る程度の通路 

  の確保 

  

２ ＩＣＵなど寝たきり状態の患者の避難を円滑に出来るように 

スロープ（滑り台）の設置 

 

 ３ 長期入院の患者のため散歩コース（小公園・散策路・植え込み） 

等の考慮 

 

 ４ 現在の院内売店は商品も尐なく不自由であるため、コンビニ 

形式の売店を入れてほしい 

 

 ５ 入院患者の見舞いなどで必要な喫茶コーナー・レストランの 

設置 

＜新病院建設準備室＞貴重なご意見をありがとうございます。以下、

項目ごとにお答えさせていただきます。 

１ 

現在の施設は廊下幅も狭く、災害時の対応を含めて新病院の施設整

備により改善することができる項目でありますので、緊急時への対応

も想定しながら、必要な施設機能を確保いたします。 

２ 

火災や地震災害など有事の際の避難につきましては、建物の構造や

法令に則した避難器具等を設置するとともに、避難誘導など安全に避

難できる対策を講じてまいりますので、ご提案の方法も含めてより良

い方法を検討させていただきます。 

３ 

病院建設では建物だけの議論ではなく、患者さんに憩いと安らぎを

与える空間の創出や、社会生活への早期復帰を促すための環境の整備

など、施設全体でより良い療養環境が提供できるように、今後の設計

業務等の中で配慮してまいります。 

４ 

売店の充実を望まれる声も多く、全国の病院にはコンビニエンスス

トアを導入している病院もありますので、様々な事例等も参考にしな

がら、新病院における売店等の付加機能が充実できるように検討をさ

せていただきます。 

５ 

現在の病院施設には建物配置上の制約から食堂が確保できず皆さん

にはご迷惑をおかけしておりますが、新病院の施設整備に際しまして

は、当初から食堂や休憩スペースなどの機能を確保してまいります。 
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８ 昨年手術を受け、現在まで１年間信大病院に通院しています。６階７

階と高い所に病室があるわけですが、通路（廊下）は広くそこに置く物

も救急に備えたタンカ等のみで、ほとんど邪魔にならないように固定し

てありました。入院時に「もし災害が有っても心配ない」と安心致しま

した。患者にとって災害時の安全は何より望む事です。建築設計におい

て、この点を優先して頂きたいと思います。 

＜新病院建設準備室＞貴重なご意見をありがとうございます。 

患者さんに安心して療養していただくためにも、災害時における安

全性の確保や信頼性を高めるための対策には最大限の配慮してまいり

たいと考えており、廊下幅の設定や通常の防災対策も含めて、安心し

て快適に療養できる病院施設となるよう十分配慮してまいります。 

９ 新病院建設基本構想について、先に検討委員会から市長に提言され、

改めて市議会特別委員会に提示された（法的に是非を問うことが担保さ

れている）。この間の関係者の労を多とすると共に、更に一市民として

パブリックコメントいたします。基本的には提言で示された、 

 １、経営健全化の取り組み推進。 

 ２、地域の病院との連携推進。 

 ３、事業費抑制。 

 ４、外部評価機能の充実。 

 ５、建設過程で現場と専門家の意見を取り入れる。 

について賛同いたしますが、なおかつ次の 4 項目について申し述べま

す。 

（１）新病院建設の必要性については、まちづくり集会でも反対はなく、

又現状の施設環境も他病院より遅れており、このままでは患者・医師面

からしてもまさにジリ貧状態で、早ければ早い程良いと言ってよい。現

在の諏訪医療圏内の中で先行している日赤を見据えながら、岡谷市民病

院の役割をきちんと議論・策定・実行していくことが求められる。 

 先の『心臓血管外科の廃止』（諏訪日赤・飯田市立病院の充実に伴い）

による苦い経験は、再び味わってはならない。『市民による、市民のた

めの、利用し易い、そして地域医療に情熱を注ぐ医療スタッフと共存す

る岡谷市民病院が、一日でも早く開院することを希求いたします。 

＜新病院建設準備室＞ 

貴重なご意見をありがとうございます。以下、項目ごとにお答えさ

せていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 

 現在の限られた医療資源の中で、ひとつの病院だけで全ての医療需

要に対応していくことは非常に困難でありますので、今後は、地域の

病院間、診療所等との連携を一層高め、地域の中で完結できる医療体

制を構築していくことが大切と考えております。 

その中で市民病院としての位置づけや担うべき医療の役割、機能と

いたしましては、２次救急の受け入れや、出産から高齢者医療までの

公立病院として求められる幅広い医療の提供を担うことのできる総合

病院をめざしてまいりたいと考えており、引き続き、めざすべき病院

の実現に向けて取り組んでまいります。 
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（２） 

曾て公立病院の建設単価が高いと聞いたことがあった。助成金のつく

此の際というムードとも思われたが、必ずしもそうでもないらしい。 

 今回も９６億円が９０億円に下がったが腑に落ちない。元来、３１７

床（両病院合計が不自然）が何故３００床になったか、諏訪医療圏の実

態からして３００床の必要性について数字的根拠はどうか（３１７×８

５％？）。立体駐車場取り止めを含め６億円削減というが、単なる数字

合わせのように見える。更に市民が納得できる数字的な説明が必要とさ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 

市民の安全を担う自治体病院が私立並に、採算・効率を唱えるのは不

自然という意見もある。そうはいっても税金投入には自ら限度があるこ

とを忘れてはならない。国県市とも厳しい財政再建を強いられているこ

とは周知の通りである。私立と同じく利益を出せとは言わないが、健全

経営を基本方針とし、毎年の収支のバランスが完全にとれるような病院

経営にすることが肝要である。建設資金の調達に当たっても、起債等有

利な債務がある反面、将来の施設整備に当たっても大きな減価償却の存

在があることを忘れてはならない。 

（２） 

新病院の事業費につきましては、構想策定作業の中で立体駐車場の

整備をしないなどの見直しを行った上で、現時点で総事業費を約９０

億円といたしておりますが、建物の配置設計等が今後になりますので

現時点では事業費の上限額と考えており、今後の設計業務の中で建物

構造や配置計画などの細部を詰めながら事業費の抑制を図ってまいり

ます。 

この内、建築単価につきましては、過去には公立病院の建築費が民

間病院との比較で高い傾向にあったと言われておりますが、そのよう

な状況を踏まえ、現在は国から民間病院並みの建築水準による公立病

院としての建築単価の水準が示されており、今回の建築工事費の積算

には、国から示されている標準的な単価等（１㎡当たり３０万円）に

より積算しております。 

また、新病院の病床を３００床程度と設定しておりますが、必要病

床数の考え方につきましては、新病院建設基本構想の中で将来の患者

動向を推計し、病床利用率等も考慮して見込まれる患者さんに対応で

きる病床数として設定しております。 

（３） 

 市民病院は公営企業でありますので、企業としての独立採算による

病院運営を基本としながらも、公立病院としての役割には採算性だけ

ではない救急や小児、産科などの医療需要に対応し、医療を提供する

ことも重要な役割と考えております。 

市民病院としての経営努力を重ねていくことはもちろんであります

が、将来も経営的にバランスの取れる病院運営を続けていくことが重

要であり、新病院を建設した後の減価償却なども含めた将来の再投資

に備えることのできる経営力をつけていきたいと考えております。 
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（４） 

岡谷市では現在様々なまちづくりが進められているが、病院を軸にし

た新しいまちづくりを推進しても良いではないか。病院とまちづくり、

一見唐突な発想と思われるかも知れないが、県内では早くから佐久病院

の例もある。佐久市とは生い立ち、条件が相違するかも知れないが、長

年の積み上げで結果的に、地域活性化に繋がったことは紛れもない事実

だ。 

 しっかりした魅力ある病院を中心部につくれば、周辺から人が集ま

り、新たに移り住む人達も期待できる。まちづくりに繋がる新しい病院

づくりは、決して無意味なことではない。 

 

（４） 

 高齢化の進展など、今後の社会構造の変化を見据えますと、公的な

医療機関に通院しやすい生活環境を提供していくことは、まちづくり

としても大変重要なことではないかと考えております。 

市役所をはじめ、文化会館や商業施設なども集積しているまちの中

心部に市民病院を建設することで、住みよいまちとしての魅力を高め、

まちの活性化にもつなげてまいりたいと考えております。 

 

10 「岡谷市民病院 基本方針」は、どのようにして各院内従事者に徹底さ

れるのかを示してほしい。 

 

＜経営推進室＞貴重なご意見をありがとうございます。 

岡谷市民病院の基本理念、基本方針は、平山病院事業管理者の考え

方を元に、平成２２年７月に制定したものでありまして、「思いやり」

を中心とする患者サービスの実現により、地域の人々に信頼され、親

しまれる病院を目指しております。 

この理念を浸透させるため、病院事業管理者が全部署の朝礼に赴い

て、直接、その想いを全職員に伝えたほか、内部会議を開催する都度、

理念に触れてまいりました。また、外部講師による講演会、患者サー

ビス委員会における研修やグループワークなども行い、周知を図って

いるところであります。 

 今後も引き続き、職員一同、患者さんに対して「思いやり」をもっ

て接することができるよう、努力してまいりますので、よろしくお願

いいたします。 
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11 ・新病院が市民に提供できない、提供しない主な機能は何か、市民はそ

れをどこに求めるべきなのかを明確にしてほしい。 

 

＜経営推進室＞貴重なご意見をありがとうございます。 

新病院建設基本構想（案）の３ページ、「3.諏訪医療圏の状況」に記

載しましたとおり、この諏訪地域では、長野県第５次保健医療計画で

示されている救急医療の体制に基づき、諏訪赤十字病院が高度先進的

な医療（三次医療）を担い、岡谷市民病院や諏訪湖畔病院などの病院

が入院治療（二次医療）を、診療所等が外来診療（一次医療）を担う

役割分担を図っております。 

これによりまして、一次医療を担う診療所等では提供できない機能

や疾病は、二次医療を担う病院へ、病院で対応できない機能や疾病は

三次医療を担う諏訪赤十字病院へ、さらに難しい場合は信州大学医学

部附属病院で対応するなど、一つの医療機関で全てを担うのではなく、

地域全体で必要な医療が提供できる体制を構築しております。 

こうした体制の中、岡谷市民病院におきましては、新病院建設基本

構想（案）の１４ページから１６ページ、「4.市民病院の果たす役割」、

また「5.機能及び規模」に記載しましたとおり、幅広い疾病に対応し、

通院から入院治療、救急受入、予防医療まで担う「総合病院」として

の機能を、「（3）診療科目」に掲げました診療科により維持してまいる

ものでありますが、ここに記載のない診療科目、あるいは高度専門的

な治療を必要とする疾病に関しましては、他の病院や諏訪赤十字病院

との連携により対応してまいります。 

いずれにいたしましても、それぞれの病院が特徴的に担っている診

療科、あるいは疾病、医療機器などがありますし、症状の度合により

ましても対応の可否が変わってまいりますので、岡谷市民病院では地

域医療連携室を設置しまして、患者が適切な医療機関を受診できるよ

う支援をしておりますし、市民からの相談にも対応しているところで

あります。 
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12 ・医師確保の現状と今後の具体策について明確にしてほしい。 

 

＜経営推進室＞貴重なご意見をありがとうございます。 

現在、医師の確保に関しまして、特に地方部におきましては、大学

医局でありましても医師が不足するなど、非常に厳しい状況と言われ

ております。 

こうした状況の中、岡谷市病院事業では、医師確保のための取り組

みとしまして、信州大学を始めとする関連大学への訪問、民間の医師

斡旋業者への求人登録、県のホームページへの求人情報の登録、県ド

クターバンクへの登録、病院ホームページでの募集などを行ってまい

りました。 

今後も引き続き、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

さらに、こうした厳しい状況の中、安定的に医師を確保し、あるいは

体制を維持していく上では、職員が働きがいを感じられるような職場

づくりが大切となり、そのためには快適な施設、最新の設備はもとよ

り、患者また地域との固い信頼関係が不可欠となりますので、現在、

岡谷市民病院基本理念に掲げました“思いやり”を中心とする患者サ

ービスの向上に取り組んでおります。 

 

 

13 ・建設後の市民アンケートや市民との定期的意見交換の場なども考慮し

てほしい。 

＜新病院建設準備室＞貴重なご意見をありがとうございます。 

今後も市民の皆さんの期待と信頼に応えることのできる市民病院と

なるよう努力を重ねながら、市民の皆さんからも愛され、育てていた

だけるような病院づくりをめざしてまいりたいと考えております。 

そのためには、市民アンケートや市政懇談会など様々な機会を通じ

て、市民の皆さんのご意見をいただける機会なども設けてまいります。 
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14 ・提言書の提言がよくまとまっているので重視してほしい。 

 

＜新病院建設準備室＞貴重なご意見をありがとうございます。 

新病院建設基本構想策定検討委員会より提出をいただいた提言書に

つきましては、今後の建設計画の推進はもとより、日々の病院運営を

実践していく上でいずれも重要なものでございます。 

提言書に反映していただいた委員の皆さんの新病院への想いや期待

に沿えるように今後とも取り組んでまいります。 

 

 

 

 


