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日本医労連自治体病院部会 



はじめに 

 
 自治体立病院はいわば、「前門のトラ、後門のオオカミ」といった状況に置かれてい

ると言えます。一方における医療費抑制と医療提供体制の縮小再編、他方の自治体財政

の窮迫です。 
このような中で、広域再編や経営形態の変更の攻撃がかけられてきています。すでに

自治体病院部会では中央執行委員会の承認の下に、「自治体立病院に関する緊急要求と

取組み」をまとめ、当面する情勢の分析と考え方、そして闘い方を提起しています。 
その中で当局側の攻撃のねらいと本質を的確に分析し批判すると同時に、労働組合、

住民サイドからの病院政策、地域医療政策の積極的な提案とそれに基づく合意形成の重

要性を指摘しています。 
自治体病院部会では、2000年に「『自治体病院政策』つくりへの提案」を発表してい

ますが、情勢の深化を踏まえ、政策の発展即ち、自治体立病院の理念、役割の再定義と

それを基礎にした具体的な個別の病院政策の提起が求められています。 
今回全面改訂を行った「経営分析の手引き」に基づき経営の実態と問題点を分析し、

この「『自治体立病院政策』作りの手引き」（2000 年「提案」の改訂版）に基づき病院
のあるべき方向性についての提案を労働組合として積極的に行っていきます。 
めざすべき方向性は標題に凝縮されています。自治体「立」病院であることに安住せ

ず、「住民の病院」「住民のための病院」になる努力をすることが重要です。「住民のた

めの」の中身は、病院だけを見ても明らかにはなりません。自治体行政が憲法や地方自

治法に規定された住民の幸福や福祉の向上をどうとらえ、自治体立病院（診療所）をど

う位置づけるのかを明確にさせる必要があります。 
「効率」は大切ですが、それは「病院の収支」だけで判断されるべきものではなく、

住民の福祉の向上の観点から総合的に把握されるべきものであり、地方公営企業法にい

う「経済性」は「公共性」を如何なく発揮させるためのものでなければなりません。 
 新たな情勢の中で自治体立病院とそれを設置運営する自治体の役割が問い直されて

いるのであり、当局が「公」を投げ捨てよいとしている今こそ、私たちがそれを救い上

げ、再構築していくことが求められています。 
 私たちが求めるのは、①理念中心の経営、②理念に基づく分母型の積極的な経営、③

住民参加・職員参加の民主的で開かれた経営です。 
 積極的な政策提案を含む「合意・協力型」の労使関係を築き、自治体立病院が住民の

ための病院として役割を発揮できるよう力を尽くすことが求められています。 
 このことは、「攻撃は最大の防御」というにとどまらず、私たち医療労働組合、とり

わけ自治体立病院労働組合の本来的な使命です。 
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１．自治体立病院の使命、役割の危機 

 
１）公私の役割分担を前提に税金投入 

 従来から言われていきた自治体立病院の役割は、次の二つに集約できます。 
まず、第一は、政策的な医療（行政的な医療）であり、①僻地医療、②精神、③結核、

④救急（１次）など、採算が合わないため民間資本の参入が期待できない医療が挙げら

れます。 
第二は、高度不採算医療（高度・特殊・先駆的医療）であり、①救急（３次）、②ガ

ン、③循環器、④臓器移植、⑤小児・周産期、⑥リハビリテーション、⑦難病など、投

下資本（モノ・カネ・人・技術）の巨大化もあり、私的資本に期待できない医療が挙げ

られます。 
採算性の点で地域に不足しがちなこれらの分野を中心に自治体立病院が、設置・運営

されてきました。公私の比較的明確な棲み分けを前提に、①不採算の医療を担う、②政

策的判断から公で行う必要があることから税金投入が当然視されてきました。 
 
２）公私の役割分担の不明確化による税金投入の根拠の希薄化 

 従来公私の棲み分けが比較的明確であった分野に、 
①投下資本の合理化、人件費削減等による採算化、②経営上の政策判断（病院の理念・

性格、企業イメージ、医師の招聘、患者吸引効果等）からの「全体での採算性」判断、

③診療報酬による保障、補助金による採算化、などの理由で民間病院が参入してきてい

ます。 
また、医療機関の機能分担と連携が進み、「自己完結型の医療」から「地域完結型の

医療」への変化が生じ、民間病院が地域連携の役割を担うケースが出てきました。 
これらにより公私の医療機関の役割分担が不明確になり、「税金を払いながら医療を

行う病院」（民間病院）と他方では「税金をもらいながら運営される病院」（公立病院）

との不公平感が広がり、公立医療機関の存在説明がつきにくくなってきたといえます。 
 
３）「合理化」手法による「存在理由」の掘り崩し 

公私の棲み分けの不明確化を背景に、医療費抑制による経営難、国・自治体の財政難

に加え、新自由主義的政策（規制緩和・市場原理優先）により、自治体立病院は民間移

譲を含む「合理化」圧力にさらされているといえます。 
地方交付税の削減、一般会計からの繰入の削減により、診療収入による「独立採算」

が機械的に求められる状況にもなっています。 
それへの「対応策」として、不採算部門の切り捨て、民間的「合理化」手法の採用（業

務の下請け、臨時・パートの多用、労働条件の切り下げ、賃金の引き下げ等）が行われ
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ています。 
不採算部門の切捨ては、まさに税金投入の従来の根拠自体を掘り崩すものであり、民

間手法による「合理化」は、公立病院に期待される「信頼性」、「安全性」を危うくする

ものです。自ら「民間との違い」を否定し、「民間化」して行っているといえます。 
 「生き残り」のため方策が、実は公立病院としての存在基盤を自ら掘り崩していって

いるのが現状です。 
 

２．私たちが目指す自治体立病院－公共性の再構築を 

 
１）公共性と効率性の再構築をめざす 

  
効率性（経済性）を強調する主張に対して単に公共性を対置し強調するだけでは、情

勢の深化に見合った効果的な反撃とはなり得ません。情勢の変化に応じた公共性の再定

義が求められています。それは言葉を換えれば、公共性を如何なく発揮させるための効

率性、即ち効率性の再定義でもあります。 
 自治体立病院における効率性とは単なる採算性であってはなりません。公共性を高め

るためのものであり、収支・労働条件・患者サービスの同時充足という採算性の考え方

の総合化が必要です。前提にあるのは住民の幸福・福祉に対する理念の確立です。 
 自治体立病院が公共性を維持し自己の存在を再確立するためには、理念の確立と理念

を実現するための目標と組織の構築が必要です。 
 
２）重要な理念の確立－理念中心の病院運営へ 

 

自治体立病院の場合、一般行政の一環としての自己規定が求められます。 

自治体立病院は当然ながら設置者は自治体であり、自治体行政の一環として運営され

るものです。自治体立病院が理念を確立するためには、その前提として自治体自体の理

念が明確でなければなりません。その上ではじめて、行政の一環としての自治体立病院

の理念が明確になります。 

自治体と自治体立病院には、憲法２５条の生存権と地方自治法第１条の２の「地方公

共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本とし」という規定を前提にしながら、そ

れを再構築する新たな理念が求められています。 
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自治体立病院の理念 

 自治体立病院の理念の共通項としては、 
①自治体行政の一環としての位置づけ（○○病院は、住民福祉の向上を目指す○○

市の行政施策の一環として存在する） 
②地域住民の生活・福祉・幸福の中での位置づけ（○○病院は、市民の健康な生活を

支える中心的な役割を果たす） 
③他の医療・福祉施策・機関との関連での位置づけ（○○病院は、地域の包括医療を

担い、地域の医療機関との連携の下に地域医療の向上に貢献する） 
④自治体立病院あるいは職員としての姿勢（○○病院は、医療の使命に情熱を燃や

す職員の集団であるべし）にまとめることができるでしょう。 
  
３）目指すべき役割－医療連携の中心へ 

 
以上の理念を基礎とした病院のあり方としては、 
①不採算医療の実施 

②信頼性の高い医療の実施－医療の「規範性」 

③地域医療福祉連携のコーディネーターの役割発揮 

④利害関係者（地域住民、患者、取引先、職員、労働組合）への情報開示と民主的運営。

住民によるチェックに加え、運営への地域住民の関与 
が挙げられます。 

 不採算医療の範囲をどう考えるのか、保健医療福祉の連携、民間の医療機関等との連

携をどう構築するのかは、地域の実情によると同時に、まさに自治体自体の理念のあり

方、行政の方向性が問われる問題です（「どの分野」を受け持つのか）。 
 ②の医療の「規範性」は、受け持った分野を「どのように行うのか」とい問題です。

自治体立病院の独自性は、従来「受け持つ分野」の独自性に重きが置かれてきましたが、

公私の分野の混在が進行する中、「信頼性」、「安全性」、更には「（情報の）開示性」と

いった「どのように行うのか」の規範性がより重要視されなければなりません。特に、

医療情報の「開示性」は「（患者と医療者が）共同して病気を治す」という患者の権利

と主体性をより重視する方向につながるものであり、「信頼性」と「安全性」を支える

前提でもあります。 
 また、「どの分野」を受け持つのかの課題も単独で特定分野を受け持つというより、

「連携して受け持つ」比重が高まっていますし、自治体立病院としては「コーディネー

ター」としての役割が強く求められています。 
更に、地方自治（自治体自治、住民自治）のあり方の深化に伴い、徹底した情報開示

と住民によるチェック、運営への意見反映や参加が求められます。健康作り、病院運営

への住民参加は、自治体立病院の本来的な運営方法であるといえます。 
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４）病院組織の再構築 

 
 理念確立と同時にそれを支える組織と人材の確立・養成が重要です。現在の運営形態

（地方公営企業方の一部適用と全部適用）で、優秀な病院管理者集団を確保するために

は次の点が重要です。 
 ①自治体の責任を明確にする 

・設置者あるいは事業管理者としての理念と方針、責任を明確にする。 
・事務長など幹部職員は、設置自治体の責任を明確にし行政としての一体性を保持

する意味で、当面本庁から派遣する。派遣期間は、指導性を発揮できる適当な期

間が必要である。 
 ②病院自体の管理運営能力の向上を図る 

  ・自治体・病院の理念を理解する管理者、病院長の確保（理念に基づく選任。理念

の浸透）。 

  ・管理者、病院長、事務長を支える事務職員の育成（事務職員については基本的に

病院採用とし、経験の蓄積、研修の実施を計画的に行う） 

 ③医療連携のための機構の確立 

  ・地域包括医療推進のための本庁・病院一体の組織整備（本庁の保健・福祉部門と

の一体性） 

  ・地域連携室の設置（地域の医療機関との連携、在宅介護支援センター・居宅介護

支援事業者的機能） 

④民主的な運営のための組織 

  ・労使協議機構の設置、衛生委員会、医療安全委員会などの実質的民主的な運営 

・病院運営委員会、評価委員会の設置 

自治体立病院における組織上の最大の問題は、「責任の不明確さ」です。首長、院長、

事務長のどこに最終責任があるのかが不明確で、誰も責任を取ろうとしない組織風土と

なりがちです。そのような中で「意思決定機構」が不在になり、日常業務の指示ルート

が何本にも分かれ存在し、それがあたかも「意思決定機構」であるかのようになってい

るのです。これらの欠点を改善するどころか逆手にとって、「経営形態の変更」を持ち

出すことは、本末転倒といわなければなりません。 

業務ルートの整理・再編と同時に、意思決定機構、意思伝達機構を確立する必要があ

ります。次の点が重要と考えます。 
 ①自治体首長（管理者）の決定すべき事項、病院長の決定すべき事項を明確にする 

②病院内における意思決定機構を確立する（明確にする） 

例えば管理者会議（構成メンバー、決定事項等） 

 ③意思伝達機構を確立する 

  例えば運営委員会 
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５）医師の安定的確保 

   

  医師不足が、自治体立病院再編成の大きな「理由」となっています。それを許さな

いためにも、抜本的な医師確保対策の要求を明確にする必要があります。柱は、行政

に医師確保の責任を果たさせること、同時に開設者・病院当局に自助努力を求めるこ

とです。 

 

・深刻な医師不足に対応した養成計画の推進 

・県単位での医師確保対策の確立 

・理念に基づく大学への派遣要請の姿勢（大学側の窓口一本化含む） 

  ・多様な医師確保の方策の検討（研修指定病院の取得、公募制等） 

   

 北海道、東北地方に典型的に見られる深刻な医師不足は、行政施策の失敗に基づく

ものであり、行政の責任です。いま、国がすすめている医師の需給計画の見直しは縮

減ではなく養成増の方向にすべきですし、特に深刻な地域については入学定員に占め

る地元枠の拡大など特別施策の検討が同時に必要です。 

 医師の確保は、自治体立病院と関係大学医局との「1 対 1 の人事」では限界がある

ことは明らかです。当面、大学側の「窓口一本化」を図ることが重要です。県行政と

して地域医療の確保の観点から大学側に要請すべきです。 

 また、県行政として県単位での医師確保へ向け、県独自の奨学金の整備や医師のラ

イフステージ・研修意欲に沿った人事制度を確立するため県での一括採用などの検討

もすべきです。 

地域医療に関する関係省庁連絡会が各都道府県に設置を指示している（04 年 2 月

26 日）医師確保のための「医療対策協議会」での議論を住民、医療関係労働組合の代

表も入れ、公開で実りあるものにしていくことが重要です。 

行政の責任と同時に開設者・病院当局の責任も重大です。理念を前面に「行きたく

なる」、「研修したくなる」、「働きがいのある」魅力ある病院作りをめざすことが重要

です。理念に基づく大学当局への医師派遣の要請、研修指定病院取得による独自の医

師養成・確保対策、公募による確保などを広く検討することが求められます。 

 

４．自治体立病院の評価方法の確立 

 

自治体立病院の評価にあたって単なる経営上の収支のみでの判断が横行しています。

労働組合として総合的な評価方法の確立が課題となっています。 
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１）総合的な観点の確立の重要性 

 自治体立病院は行政の一環としての役割を担っていることはすでに見たとおりです。

従って、自治体立病院の果たしている役割を評価する際、自治体行政全般の中での役割

を総合的に見ることが重要です。 
 総合的な評価方法の視野に入ってくる指標には、次のようなものが考えられます。 
 ①住民である患者の何割が開設する自治体立病院を利用しているか。 

また、住民である患者の何割が自治体内の医療機関を利用しているか。換言すれば

自治体立病院と他の医療機関との連携は充分行われているか。 
＊背景として国保加入者と職域保険の加入者との比率、地域の高齢化の状況はどうか。 

 ②保健・医療・福祉（介護保険）の連携（地域包括医療）はできているか。連携を図

る中心組織はあるか（どこか）。自治体立病院が連携の要を担っているか。 
 ③地域包括医療推進の効果は現れているか。健康診断（国保の）の受審率はどうか。

国保財政の状況、国保保険料、国保の一人当たり医療費の動向はどうか。介護保険

財政、介護保険料等の状況はどうか。 
 ④病院会計への繰入額は、自治体予算の何割か（交付税を除く真水では何割か）。 
 ⑤住民の健康指標（健診受審率、各種死亡率等）の動向はどうか。 
 ⑥住民の生活満足度、健康認知度（健康であるという認識）は高まっているか。 
 ⑦保健・医療・福祉関係の労働者数は何人で、自治体内就業者の何割か（経済波及効

果）。 
 以上のような指標を基に自治体立病院の果たしている役割を総合的に評価する必要

があります。それは、病院収支だけでは、決して計ることのできないものです。 
 

２）病院収支の見方－自病院の現状の総体を把握する 

病院収支の労働組合サイドからの見方（経営分析の方法論）の研究も総合的な評価

の確立の一部です。経営分析で明らかにすべき点は次の通りです（詳細は「経営分析の

手引き」参照」）。 
①病院事業が成長段階にあるのか、停滞、下降局面にあるのかを判断する。 
 ⇒収益（他会計からの繰入金除く。入院・外来・介護事業別）状況から判断。患者

数、単価の動向とその原因（患者負担増、診療報酬など外的要因か診療体制など内

的要因か） 
②病院経営のバランスを判断する。 
 ⇒収支の均衡（赤黒だけではなく、投資額・病床数に対する収益性等）、支出の適

切性（人件費特に退職給与費、材料費、減価償却費、利子負担等） 
③他会計からの繰入の適切性を判断する。 
⇒収益的収支、資本収支別の繰入額、繰入比率の比較検討。純収支率（繰入除く） 

と繰入後の収支率の比較。自治体に入る交付税額と自治体から病院への繰入額の比較。 
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 最も重要な点は、これらの分析から自病院の基本性格の現状を総合判断することです

（急性期病院なのか、地域の中核的な病院なのか、地域の下駄履き病院なのか、老人病

院化しているのかなど）。そして、その現状が経営収支とどのように関係し、地域の医療要

求に適合しているのか（地域に不足する医療はないのか、地域の他の医療機関との機能

分担と連携は整合性がるか）を判断することです。 

 単に収支率の動向を追うだけでは意味がありません。理念を確立し、その理念との

比較で現状（経営収支に表された）を総括する視点が重要です。 
 
３）病院経営「効率化」の手法を問い直す 

現在、各自治体立病院で行われている「効率化」は、採算目的の「合理化」と言えま

す。収益の向上が目的となり、労働強化・人員削減と患者負担増・サービス低下を伴っ

ています。収益向上と言っても主な手段は、経費の削減、とりわけ人件費の削減です（人

員減、賃金の引下げ、不払い残業等）。収入増対策はせいぜい、入院日数の短縮や紹介

率の向上、検査増、院外薬局化などであり、患者の負担増・サービス低下につながるも

の、あるいはつながりかねないものです。 
私たちが、「効率化」の必要性を問題にする場合の中身は、上記のものとはまったく

異なることは言うまでもありません。いわば、「理念実現のための合理化」「効率化」で

す。その場合の指標は、「患者負担の軽減・患者サービスの向上」、「労働の軽減」、「収

益の向上」が、並び立つという点です。 
 同じ「電子カルテの導入」にしても、「医療の質は上がったか」「経営的な効果はあが

ったか」「患者さんからのクレームはないか」「医師、看護婦たちスタッフは満足してい

るか」の問いに対する答えは、分かれると思います。それを分けるものはやはり「病院

の理念」であり、理念の実現のための「効率化」であるかどうかです。目的の違いが、

結果の違いをもたらします。 
 理念ぬきの「効率化」「合理化」は、患者負担の増大・患者サービスの低下と労働環

境の悪化・労働意欲の低下をもたらし、「殺伐とした職場」にしてしまいます。 
 

５．政策活動における具体的な取組み（単組段階での） 

  
地域医療に関する関係省庁連絡会は自治体立病院の「再編・ネットワーク化」を進

めるための「検討会」の設置を各都道府県に支持しています（04 年 2 月 26 日）。今後

県主導で再編成が推進されることが予想されますが、議論に流されないためにも自治

体、病院独自の理念と役割の確定がきわめて重要です。 

以上の検討を踏まえ、単組段階での政策活動における具体的な取組みとしては以下

のことが考えられます。 
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１）要求、チェック機能の発揮 

  
労働組合は「企業の病気を知らせる神経」といわれます。すべてではないにしろ役割

の重要な一つです。病院執行部の「独断専行」、「政策的な誤り」、「不正」、あるいは「不

作為（必要な手を打たない）」を労組として監視し、チェックする必要があります。 
 チェックの場としては、①団体交渉、②事務折衝等、③労使協議機関、④法定の各種

機関（労基法上の衛生委員会、診療報酬上の医療安全委員会等）が考えられます。 
 まずは、要求を出し、交渉を行う基礎的力量が必要ですし、その上でチェック機能を

果たすには、情報を出させる（開示させる）力関係と分析力が必要です。 
 「合理化提案は突然やってくる」、ということのないよう「要求闘争」、「チェック機

能」を普段から発揮することが求められます。「要求機能」、「チェック機能」が発揮さ

れ、その上でこそ「政策提言機能」は発揮されます。 
しかし、政策提言機能を発揮するといっても労働組合は、もともと大きなハンディー

をおっています。 
①情報格差、②権限（政策を実行に移し、正しいかどうかの検証が可能）の格差、③

経験（経験による知識の蓄積、試行錯誤による経営の感の養成）の格差です。 

 従って、基本は要求闘争、チェック機能を通じ、労組としての基本的視点（考え方）

を対峙することから始めざるを得ません。しかし、それがむしろ有効であるといえます。

なぜなら、「提言集」をまとめたとしても、それを実現する場が一過的な提出と説明の

セレモニーだけだとすれば、当局への影響力は小さいからです。「要求」を「政策」に

まで高める日常普段の努力が重要です。その延長線上で情勢と運動の発展に応じて、「提

言」としてまとめることが必要になってくるでしょう。そのときこそ「提言」の威力が

発揮されます。 
＊チェック機能の雄は議会です。議会との連携は欠かせません。 

情報の収集という点でも、正面からの情報開示要求と同時に議会筋との連携が重要です。日頃から

の広範な会派との関係構築が重要です。個人レベルの関係だけでなく、病院担当の常任委員会の議員

との懇談も追求しましょう。 

＊建設費に対するチェックが極めて重要です。当局は病院収支の赤字額や繰入額には細かい注文をつけ

る一方で、病院の建設費については交付税で措置される（H15年度事業からは起債の元利償還額の 3

割。それ H14 年度以前は 4 割）という考えがあるのか大雑把な傾向があります。単年度収支につい

ては「独立採算」を機械的に求めながら、病院建設に関しては公共投資的な発想になっているといえ

ます。その結果、過大投資（ゼネコン向けの高単価含め）となり、これが後年度の収支に減価償却費

や利子負担、光熱費の増として重くのしかかってくることになります。また、資金繰りを窮屈にし、

資本収支への他会計負担の増をもたらします。建設・投資計画にあたっては、長期の損益収支計画と

資本収支計画を出させ、厳しくチェックする必要があります。過大投資の付けは結局、安直な人件費

削減にいきつきます。 
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２）政策提言を意識した要求闘争（対開設者、病院長）の展開 

  

  政策提言を意識し、自治体、病院当局の基本姿勢を明らかにさせるような要求闘争

を展開します。 
 
①自治体（開設者）の理念を明確にさせる。 
②病院の理念、将来方向を明らかにさせる（提案する）。 

   病院の性格付け（現状の機能、地域住民が求めるもの、実現妥当な機能）の明確

化を迫る。 
 ③保健・医療・福祉（介護保険含む）の一体的な推進を求める。その推進システム、

中心機関を設置させる。その中での自治体立病院の位置づけを明確にさせる。 
 ④行政の理念に基づき行政の責任が明確になるような運営形態を堅持させる。 
  また、病院内での理念実現のための組織の構築を求める。 

＊運営形態を考える場合、民間に近づけば近づくほど労働基本権は強化されます。しかし、それは公

務員の労働基本権を制限した現行の法体系の後進性によるものであり、それをもって運営形態の良

し悪しの判断基準にはなりません。ただし、強行された場合のたたかい方の土台ではあります。 
 

３）政策提言の討議とまとめ 

 
  自治体首長や病院管理者との交渉や独自の検討作業を通じて理念や自病院の基本

的性格、目指すべき方向が明らかになってきたら、添付の【個別病院政策のモデル(案)】

も参考にしながら、それを一つの政策にまとめます。更に、執行委員会や職場で討議

し内容を深めます。必要があれば、日本医労連本部や自治体病院部会の援助も仰ぎな

がら、検討会や医療実態調査なども実施します。最終的にまとまったらそれを当局に

提言し、労使協議などの中で実現をめざします。 
 
４）建設的な労使関係の構築をめざす 

  

一方的な「合理化」、賃下げ、首切り提案に対しては、抵抗闘争の形をとらざるを得

ませんし、それが有効な闘争方法といえます。 

しかし、現下の自治体立病院のおかれた状況を考えた場合、可能な状況下では新たな

労使関係の構築をめざすことが求められているといえます。組織力量の強化の上に積極

的な要求闘争を展開しながら、それを土台に政策提言活動の展開をめざします。 

さらに、組織力量と労使関係の状況によってはそこから一歩進んで、情報開示と労使

の「一定の信頼関係」を基にしながら、労使協議を通じた恒常的な意見反映を展望すべ

きではないでしょうか。「（協議）合意・協力型の労使関係」といえます。 
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 これは、組織力量がなければできない試みですが、同時に力があっても待ちの姿勢で

は実現しないものです。それは、「妥協」が目的ではなく、一方的な「合理化」、賃下げ、

首切り提案を防ぐためでもあります。自治体、自治体立病院の理念を明確にさせ、住民・

患者の生活・健康・福祉の向上を目的にした労働運動の展開に適合した闘争形態である

といえます。 

 地方分権、情報開示、住民参加の大極的な流れと「対」をなすものであり、今こそ積

極的に運動の理念を掲げ、新たな労働運動の地平を切り開く時期です。 

 

６．政策活動を中心とした今後の課題の整理 

 
１．日本医労連・自治体病院部会がやること 

 ①自治体立病院をめぐる諸問題・諸課題に関する考え方の整理、政策化 
②情報の収集、運動の交流と教訓化、運動の指導 
③県医労連、自治体病院労組の政策活動の援助指導 

＊経営分析、政策づくりのための「手引き」の普及と活用、研修会の開催などが課題。 
④政府関係機関への要求闘争 
⑤自治体病院協議会等との懇談、協議 

 
２．県医労連がやること 

 ①県下の自治体立病院の情報の収集、運動の交流と教訓化、運動の指導 
  ＊特に地域住民と連携した運動の組織化が課題。 
②個別病院・地域医療に関する政策化 
＊政策能力の向上等が課題。 

 ③自治体交渉等の実施 
＊自治体首長、病院長との話合いの場の確保、一定の信頼関係醸成が課題。 

  ＊全県的な政策課題での県行政との話し合いの実施。 

 
３．単組でやること 

 ①組織の基礎力量の強化（組織の拡大強化、要求闘争の強化、経営分析・政策立案能 
力向上のための研修等） 

 ②情報の収集と分析、政策化と提言 
 ③地域住民、議会議員等との関係・共闘の強化 
 ④県医労連、日本医労連への情報の集中と結集の強化 
  以   上 
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