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パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

　少子高齢化時代をむかえ、地域医療センター病院における患者実績からも高田地域の利用者が外
来32.6％、入院28.1％と圧倒的に利用数が多い現状からも南部地域のまちづくりの拠点的な役割も強
いことから、現在地での改築が適地であること。

　ご意見のとおり、センター病院の外来患者数については、高田区の利用者が多いことを把握していま
すが、建設場所の選定に当たっては、①地域医療構想を踏まえた「機能と規模の持続性」、②医療・介
護・福祉の連携による「病院を拠点としたまちづくり」、③持続的なサービスの提供を可能とする「経営
の安定性」の3つの視点で総合的に検討し、現在地での改築方針を決定したところです。

上越地域医療センター病院基本構想（案）

　新病院の整備基本方針の一つに「上越地域の回復期・慢性期機能の中核を担い、病病連携、病診
連携の要としての役割を果たしながら、地域住民に必要とされる医療を提供します」と定めました。さら
に、在宅医療や開業医をバックアップするため、一時的な入院や緩和ケアを積極的に行っていくととも
に、リハビリテーション機能の拡充にも取り組んでいくこととしています。
　また、医師の確保は、病院経営の根幹であり、引き続き関係大学との連携を一層推進しながら取組
を強化するため、例えば、修学資金の貸与などの新たな制度について検討することとしています。

記載済

41ページ

　センター病院は新潟県の第二次保健医療機関として回復期・慢性期・終末医療、リハビリテーション
科などの病院としての機能を更に強化していただきたいこと。更に医師確保・看護師などの病院スタッ
フの確保に万全を期していただきたいこと。

記載済

37ページ～38ページ

　センター病院の特長をいかしながら、医療・介護・福祉の連携を発展的に強化し、センター病院を中
核とする地域包括ケアシステムの構築を推進していくために、より一層地域に根差した運営に取り組む
こととしています。

37ページ～38ページ

　高齢化が進行する中で、要介護人口が増加する傾向にある。平成30年4月からセンター病院が地域
包括支援センターを併設し、65歳以上の訪問在宅医療、在宅介護支援の南部19町内会が担当地区と
なっていることからも現病院との連携を一層強めていただきたいこと。

記載済
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記載済

　建設場所の選定は、財政負担の軽減も視点のひとつに加えて検討し、現在地で改築することとしたと
ころです。

41ページ

　センター病院の工事費も84億円程度試算されているが、市の企業債決算書を見ると残金が16億円
近くあり後年度財政を圧迫しないように、前倒ししてでも返還の計画を立てられるべきと思うこと。移転
で土地購入する余裕は全くないと思うこと。

記載済

　人口減少と高齢化が進む中、医療等のサービスを継続的に提供していくためには、経営の安定性と
確実性を確保することが重要と考えます。改築事業費の抑制に努めながら、市民が利用しやすく、ま
た、病院職員が働きやすい、より良い病院づくりを目指します。
　なお、起債償還については、財政上の利点がないことから前倒しで実施することは考えていません。

　ご意見のとおり、南病棟を活用し、現在地で改築することとします。
　なお、南病棟の一部改修については、病院職員から意見があり、今後、検討を進めていくこととしてい
ます。

記載済

　平成14年11月に建設した南病棟は16年が経過しているがリハビリ棟として充分に活用可能できると
思われる。市の財政上から一部修正を加えて有効利用することが望ましいこと。

38ページ～39ページ

37ページ～38ページ

　新病院建設に伴う財政面から考えて現在地の場合、国から10億5千万円の交付金が見込めること。
南病棟の活用で20億円とすると30億円の節減ができることは市民の財政負担を軽減することになるこ
と。
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記載済

　センター病院は、地域で最大規模のリハビリテーションセンターを有しており、その機能拡充を図る取
組の一つとして、屋外における「リハビリコース及び菜園の整備」を検討することとしています。

44ページ

　新病院建設スケジュールは今年度の基本計画づくりから平成36年度の新病院開設まで7年間を要す
ることになっているが、建築資材の高騰からも、建設費の増加が懸念されるが工期の短縮について技
術面からも再検討されたいこと。

記載済

　現在地での改築では、工期の長期化が課題の一つとなることから、短縮に向けた工夫を検討すると
ともに、患者の利便性や職員の働きやすさにも配慮します。
　基本構想をさらに具体化する基本計画の策定過程において、デザインビルド方式（設計・施工一括発
注）など、最適な整備手法について議論し、選定することにより、工期短縮や事業費縮減につなげてい
きます。

32ページ

　新病院建設にあたり、土壌汚染の地質調査などで汚染物質が懸念されるが適正な処理をして、市民
に安心安全な病院となるように留意いただきたいこと。

記載済

　他の公立病院の改築事例から、敷地は土壌汚染対策が必要となることが多く、センター病院につい
ても同様と考えています。土地の形状を変更する際には土壌調査が必要になります。また、アスベスト
については、建物解体前の分析調査が必要です。
　病院の改築に当たっては、土壌汚染等の法的問題を適正に処理した上で、安全に作業を行うことは
もちろん、できる限り早期に調査を実施し、事前に工期設定などへ反映していきます。

17ページ

　現在地には市有地空き地及び隣接する私有土地があるが、リハビリテーション機能の拡充にある屋
外リハビリコースの公園化や農園などに整備促進いただきたいこと。
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3ページ

　平成30年4月1日から一般財団法人（上越地域医療機構）となって、「上越市が出資し赤字になったら
市が責任をとる」と言明されてきたが公立病院としての機能を高めるとともに病院の健全経営にむかっ
ていただきたい。将来的に民間移譲などとならないような経営方針を市民にお示しいただきたいこと。

記載済

　平成30年4月以降は、センター病院の管理運営を目的に市が設立した一般財団法人上越市地域医
療機構を指定管理者として指定しています。
　今後も、公設民営を基本とし、上越地域における病病連携、病診連携の要としての役割を果たしなが
ら、地域住民に必要とされる医療を提供していくこととしています。

反映

　現在地での改築には、工事に伴う騒音や振動等の課題があり、その軽減を図ることができるよう、基
本計画の策定時に最大限考慮するとともに、病院職員や患者等にも理解と協力を求めていく必要があ
ると考えています。
　いただいたご意見を踏まえ、基本構想44ページ③に以下のとおり追加します。

　現在地は住宅地に近接していることから、工事が周辺の住民生活に大きな影響を及ぼすことのない
よう、着手する際には、その概要を地域住民に説明し、理解をいただいた上で進めていきます。

44ページ

　出入り口道路のアクセスの悪さが指摘されているが、北側道路の拡幅と南側の和田地区からの出入
れ道路の整備の方向性を示していただきたいこと。

記載済

　病院へのアクセスの改善については、現在の北側からのアクセス道路を拡幅する方法や南側からの
アクセスとして、道路や橋を新設する方法があり、基本計画の策定過程で検討を進めることとしていま
す。

　工事にあたって騒音・振動など医療面での不具合が予想されるが、病院職員・患者などの理解と協
力が得られるようにされたいこと。更に近隣住民への理解をいただくことや事故防止対策について説明
責任を果たしていただきたいこと。

44ページ
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反映

　いただいたご意見を踏まえ、基本構想の44ページ②を以下の下線部のとおり修正します。

　センター病院を中心とする医療・介護・福祉が連携した魅力あるまちづくりに向け、民間資金の活用も
視野に入れながら、現在地の広大な敷地の利用について、地域住民の意見をお聴きする機会を設け
て検討を進めます。

44ページ

　現在地で改築する方向に強く賛同します。
　現在地は南高田駅から徒歩数分のところにあり、最寄バス停の「地域医療センター入口」を経由する
バス本数も多く、何より高田地区の住民にとっては自転車や徒歩でも行けて、悪天候時には南本町の
雁木伝いに医療センター入口までアプローチできる便利な場所にあり、高田地区住民の通院や入院見
舞いには最適な場所に立地しています。
　課題とされている自動車でのアプローチについても、既に２か所の道路がありこれを拡幅する、ある
いは南側に拡張する予定の用地の工事用道路として、そよかぜ倶楽部方向からのアプローチ道を建
設する、本町通りを南本町小学校方向に延長する都市計画道と一体的に整備する等の方法により、比
較的容易に解決できるものと考えます。
　何より、病院南側至近距離には老健（そよかぜ倶楽部）と特養（太陽と緑の家）、サ高住（絆の家）が
立地しています。現在、特養の駐車場で行き止まりになっている道路を、せめて自転車・歩行者だけで
も、青田川の土手と行き来できるように歩行橋を架けるだけで、センター病院との道のりが大幅に近く
なります。センター病院内に地域包括支援センターが開設されたことも相まって、医療・介護の連携に
とっても最適の立地だと考えます。
　また、平成14年に新築された南病棟は、まだまだ新しく十分に使用できます。南病棟の活用で、建築
費が約20億円も節約できるのも大きなメリットのひとつです。
　課題とされる自動車道のアプローチ道を建設して、ぜひ現在地での改築を進めるよう強く希望しま
す。

記載済

　病院へのアクセスの改善については、現在の北側からのアクセス道路を拡幅する方法や南側からの
アクセスとして、道路や橋を新設する方法があり、基本計画の策定過程で検討を進めることとしていま
す。

44ページ

　まちづくりの視点に民間活力による施設整備とあるが、どのようなことを模索されようとしているのか、
まちづくりのためにどのような方策なのか市民に明らかにしていただきたいこと。同時に地域住民との
意見交換なども検討いただきたいこと。
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37ページ～38ページ

　センター病院の患者実績からも、高田地区住民の利用者が、多いことからも、現在地での改築が他
の地域での新築より、一番おさまりが良いと考える。

記載済

　ご意見のとおり、センター病院の外来患者数については、高田区の利用者が多いことを把握していま
すが、建設場所の選定に当たっては、①地域医療構想を踏まえた「機能と規模の持続性」、②医療・介
護・福祉の連携による「病院を拠点としたまちづくり」、③持続的なサービスの提供を可能とする「経営
の安定性」の3つの視点で総合的に検討し、現在地での改築方針を決定したところです。

41ページ

　県の二次医療機関病院として、さらに機能を強め、質の良い医師の確保、既存の病院職員の意向を
尊重し、活気があり、品質サービスの高い、病院を確立してほしい。

記載済

　より良い病院づくりを目指し、新病院の整備基本方針を以下のとおり定め、改築を進めていきます。
①上越地域の回復期・慢性期機能の中核を担い、病病連携、病診連携の要(かなめ)としての役割を果
たしながら、地域住民に必要とされる医療を提供する。
②医療・介護・福祉の連携を強化し、センター病院を中核とする地域包括ケアシステムを構築する。
③改築後においても、将来にわたり必要とされる医療を持続的に提供できるよう安定経営に努める。
　なお、今後も随時、病院職員との意見交換の場を設けていくこととしています。

44ページ

　道路アクセスについて、上越南インター線から直接センター病院へ入れるようにしていただきたい事。

記載済

　病院へのアクセスの改善については、現在の北側からのアクセス道路を拡幅する方法や南側からの
アクセスとして、道路や橋を新設する方法があり、基本計画の策定過程で検討を進めることとしていま
す。
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41ページ

　上越市の財政負担の軽減をお願いしたい。建設費用抑制、完成後の健全経営等

記載済

　人口減少と高齢化が進む中、医療等のサービスを継続的に提供していくためには、経営の安定性と
確実性を確保することが重要と考えます。改築事業費の抑制に努めながら、市民が利用しやすく、ま
た、病院職員が働きやすい、より良い病院づくりを目指します。

44ページ

　地域住民の意見が少しでも反映される様お願いします。

反映

　いただいたご意見を踏まえ、基本構想を以下のとおり修正します。

44ページ②を下線部のとおり修正
　センター病院を中心とする医療・介護・福祉が連携した魅力あるまちづくりに向け、民間資金の活用も
視野に入れながら、現在地の広大な敷地の利用について、地域住民の意見をお聴きする場を設けて
検討を進めます。
　
44ページ③に追加
　現在地は住宅地に近接していることから、工事が周辺の住民生活に大きな影響を及ぼすことのない
よう、着手する際には、その概要を地域住民に説明し、理解をいただいた上で進めていきます。
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15ページ

　P49①診療科の開設を検討するとありますが、ぜひ新診療科の増設をお願いします。医師や看護師
等の人員等の確保も大変難しいと思いますが、将来に良い方向に行くと思います。他にいろいろ要望
等あると思いますが、まとめるのが大変と感じています。充分の検討をお願いします。

記載済

　診療科については、現在、開設している内科（総合診療科含む）、外科、整形外科、リハビリテーショ
ン科、肛門外科、児童精神科、麻酔科の7科を維持するとともに、地域に不足する医療等を踏まえなが
ら診療科の設定を検討することとしています。

37ページ～38ページ

　現センター病院の患者数は高田地区住民が32.6％と多く、南病棟を利用することで建設費用の負担
が軽減され、現在地改築の場合は国から10億5千万円の補助交付金があるので、健全経営（市・病
院）をするために現在地での改築を望みます。

記載済

　ご意見のとおり、センター病院の外来患者数については、高田区の利用者が多いことを把握していま
すが、建設場所の選定に当たっては、①地域医療構想を踏まえた「機能と規模の持続性」、②医療・介
護・福祉の連携による「病院を拠点としたまちづくり」、③持続的なサービスの提供を可能とする「経営
の安定性」の3つの視点で総合的に検討し、現在地での改築方針を決定したところです。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№22 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

7-1

№23 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

8-1

44ページ

　上越地域医療センターの件でパブリックコメントとして意見を書かせていただきます。冊子をみて、改
築後も197床を維持するということで改築したからといって急に規模拡大、受け入れ人数急増ということ
はなさそうだな、と安心しましたが、私がかねがね危険だと思っていた交通事情について書かせていた
だきます。センターへ行くとき、いちばん東側の入口（上越大通りに一番近い側）がとても危険です。
　【※提出意見書には図あり】右図で①のように車が入ってくるとき、②のように走ってくる自転車とぶつ
かる危険が大です。この入口はちょうどゆるやかなカーブになっていて、①の車からしても見通しは良く
ないはずだと思うのですが、あまりスピードをおとさず、しかも右へのウインカーもつけず（あるいは曲
がるときにウインカーをつける、というのも多い）、入ってくる車が目につきます。この直前に右へ入る路
地があるために、ウインカーをつけるタイミングがおくれがちになるのはわかりますが、それなら徐行す
べきところです。しかし、そういう車は、あまり見かけられません。私が②のように走っていて、そのまま
「自分の走ってきた道を行くつもりだな」と思っていると、急にウインカーをつけてセンターに入っていく
車を何台か経験したので、運転者のマナーの悪さに腹が立ちつつも現状がこれですから私としてはで
きれば別のところにセンターを移転してほしいと思っています。新聞報道では、議会の答弁で市長が
「現在地での改築」を考えているようで、そのさい議員から南側の道路新設をというようなことも言って
いました。上越高田ICから来る道路から入れるようにしようということなのか。もし現在地で改築ならそ
の南側の入口からのみにしてほしいと思います。

記載済

　病院へのアクセスの改善については、現在の北側からのアクセス道路を拡幅する方法や南側からの
アクセスとして、道路や橋を新設する方法があり、基本計画の策定過程で検討を進めることとしていま
す。
　その際には、ご意見の北東側の道路の改良についても検討します。

―

　創造行政研究所の意見は？
　創造行政研究所の所長に、小菅淳一氏が就任されている。上越市のシンクタンクとしての役目は大
変重要と受け止めているが、どれだけ取り組めていたか。そして調査研究が、数十年単位である病院
造りにどれだけ反映されているか、意見を聞きたい。

その他

　病院改築については、平成27年度から市内部において検討を進め、平成28年度からは病院の在り
方を検討する組織を設け、それ以来、外部の大手コンサルタント会社にも委託し、全国的な病院を取り
巻く現状を把握し、センター病院の改築に向けた課題や論点の整理を行ってきました。
　また、このたびお示しした基本構想（案）は、基本構想策定委員会の報告書を基に、担当の健康福祉
部のみならず、企画政策部、財務部、都市整備部等の関係課職員による検討チームや各部の調整担
当副課長、政策監などで横断的に検討を重ねた上でとりまとめたものです。それぞれの検討プロセス
の中で、外部のコンサルや関係機関の知見も十分に参考にしたものであり、市における新たな政策や
事業の立案を行う際と同様に、慎重に検討を進めてきたところです。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№24 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

8-2

№25 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

8-3

№26 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

8-4

37ページ～38ページ、41ページ

　診療圏の範囲からして、現在地での建設でよいのか？
　①大合併されている上越市において、通勤や通院の交通アクセスは重要であるが、その担保はなさ
れているとは思えない場所。

反映不可

　救急搬送や通院の車両が多く出入りする高度急性期あるいは急性期を担う病院では、自動車による
交通アクセスが特に重視されますが、センター病院は、改築後も回復期・慢性期機能を中心に担って
いくことから、3か所の建設候補地の間でアクセスの優位性には大きな差はないものと考えます。

37ページ～38ページ、41ページ

　②土壌汚染対策等を考えると、コストの拡大、工期の長期化が最も懸念される。【参考】P32～33、
P37～38

反映不可

　現病院の敷地で土壌汚染が確認された際は、現在地改築、移転改築いずれの場合であっても、除去
するための手続きと費用が必要になるものと考えています。
　なお、現在地で改築する際に、土壌汚染が確認され、除去作業を行う場合は、改築の全体工期が長
期化することも見込まれますが、それを考慮した上でも、現在地での改築は総合的に優位性が高いと
考えています。

37ページ～38ページ、41ページ

　③少ないデータで比較検討されているが、ベストな状況とは言えない。理解しようにも困難である。
【参考】P33～35
　特に、事業費に対してのコスト比較が適正かどうか不安だ。【参考】試算結果P34

反映不可

　基本構想策定委員会における建設候補地の検討に当たっては、検討の視点と資料を提示し、これを
基に議論が重ねられ、委員の求めに応じて必要となるデータも追加しながら、各候補地についての理
解を深めていただくよう努めてきました。この段階においてお示しする客観的なデータとして不足はな
く、公平性も保たれていたものと認識しています。
　事業費は、建物本体の工事費を１㎡当たり45万円と設定するなど、一定の条件の下で試算した概算
額を示すものです。したがって、今後の物価、賃金等の動向により、事業費の概算は変動する可能性
がありますが、いずれにしても、３か所の建設候補地の比較において、南病棟を活用できる現在地改
築が事業費の面で優位にある状況は変わらないと考えています。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№27 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

8-5

№28 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

8-6

―

　病院関係者に対しての意見は？【参考】P31
　市民のためにより良い病院を造ることに制約や前提を設けて発言を制することは、あえて行わなかっ
たとしているが、果たして結果はそうであったか。
　医師を含めた病院職員は、これからのサービスを支える根幹である。意見をしっかり聞き、新たな関
係を築いていくべきと思うが、そのことが今度の結果にどれだけ反映されているのか。

その他

　基本構想策定委員会には、当初からセンター病院の病院長が、また、9月からは副院長が委員として
参画し、病院の現状や今後求められる機能や規模などについて、病院職員を代表して、病院職員の率
直な意見を発言していただきました。さらに、医療、介護、福祉分野の他の委員を交えて、公開の場で
の議論が重ねられる中で、センター病院の改築に係る課題について顕在化させることができ、結果的
に、市と病院職員との間で、現状や課題、今後の方向性について共有することができたと考えていま
す。今後の基本計画の策定過程においても、これらの課題解決に向けて、病院職員の意見を聴きなが
ら検討を進めていくこととしています。
　また、市では、本年1月に一般財団法人上越市地域医療機構を設立し、センター病院の指定管理者
として指定したところです。病院職員は全て機構に移行していただき、病院長を始めとする幹部職員か
らは機構の役員にも就任していただきました。この機構を通じて、これまで以上に市と病院側が一体と
なって経営に取り組むことはもとより、病院改築についても取り組んでいくことを双方で確認し、既に実
践しているところであります。今後も、随時、病院職員との意見交換の場を設けながら、ハード、ソフト
の両面から、良質なサービスの提供に努めていきたいと考えています。

―

　結論は出されていないと思うが？
　策定委では、現地にせよ移転にせよ解決すべき問題はあると言っている。しかし、終結されている現
状に違和感を覚える。まだまだ議論を続ける必要があると思うが。

その他

　基本構想の策定に当たっては、「上越地域医療センター病院の改築に向けた在り方検討委員会」に
おける市と病院関係者による議論に始まり、基本構想策定委員会では、病院や診療所の医師、福祉
や介護の現場の方々をはじめ、センター病院の基本構想を策定する上で必要となる専門性や優れた
高度の知見を有する方々を委員に選任して、公開の場でセンター病院の役割や診療機能、建設場所
について議論を重ねていただきました。その後も市内部において、担当部局のみならず、横断的な組
織で検討を進めてきたところであり、それぞれのプロセスにおいて、医療系コンサルなどの専門的な知
見を得ながら、丁寧に、十分な時間をかけて、調査、検討、議論を行ってきたところです。
　現在は、行政の責任において、基本構想を策定し、実施段階へと向かっていくところであり、議論等
の蓄積により、課題は十分整理できたと考えていることから、今後は、課題解決に向けた具体的な対
応を進めていくこととしています。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№29 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

9-1

№30 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

9-2

37ページ～38ページ、41ページ

　建設地は大和6丁目が適している。
①交通アクセス
　電車、バス、車、どれをとっても利便性が一番高い。

反映不可

　救急搬送や通院の車両が多く出入りする高度急性期あるいは急性期を担う病院では、自動車による
交通アクセスが特に重視されますが、センター病院は、改築後も回復期・慢性期機能を中心に担って
いくことから、3か所の建設候補地の間でアクセスの優位性には大きな差はないものと考えます。

37ページ～38ページ、41ページ

　建設地は大和6丁目が適している。
②まちづくり
　民間活力による整備が期待でき、上越市全体を考える時、波及効果が大きく全市民の利益につなが
る。

反映不可

　建設候補地として、大和6丁目が上越妙高駅に隣接しているという優位性があることは認識していま
す。基本構想策定委員会においても、3か所の候補地について、それぞれの優位性や課題を挙げなが
ら、闊達な議論が行われました。その結果、同委員会からは、いずれの候補地も一長一短があり、一
か所に絞り込むまでには至らないため、市が責任をもって建設場所を決めるよう求められたところで
す。
　センター病院を始め、大規模な病院には、患者のみならず様々な方が大勢訪れることから、周辺地
域は活性化し、まちづくりの拠点になる可能性があると考えています。このため、市の内部においても、
担当の健康福祉部だけでなく、企画政策部、財務部、都市整備部等の関係課職員による検討チーム
を編成し部局横断的な検討を進めるとともに、政策監会議においても慎重な議論を重ね、センター病
院の改築を進める上での整備基本方針を以下のとおり定めました。
①上越地域の回復期・慢性期機能の中核を担い、病病連携、病診連携の要としての役割を果たしなが
ら、地域住民に必要とされる医療を提供する。
②医療・介護・福祉の連携を強化し、センター病院を中核とする地域包括ケアシステムを構築する。
③改築後においても、将来にわたり必要とされる医療を持続的に提供できるよう安定経営に努める。
　また、平成28年度に持続可能なまちの構築、いわゆるコンパクトなまちづくりに向けて策定した「上越
市立地適正化計画」との整合も図りながら、建設場所については、将来にわたってセンター病院を拠点
とするまちづくりを持続していくため、「機能と規模の持続性」、「病院を拠点としたまちづくり」、「経営の
安定性」の3つの視点を踏まえ、総合的に判断し、現在地での改築方針を決定したところです。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№31 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方
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№32・№33 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方
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11-2

№34 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

11-3

37ページ～38ページ

　各候補地から市に寄せられた要望書等の写しを基本構想策定委員会へ提示し、委員の皆さんから
は、関係者の皆さんの思いを受け止めながら、真剣に議論を重ねていただいたものと認識しています。
　また、建設場所の選定についても、検討の視点や資料を基に議論が重ねられ、必要となるデータも
追加しながら、各候補地についての理解を深めていただくよう努めてきたところです。

―

　現病院所有地を活用するに伴い、建設費用等の削減もできることをふまえ現在地での改築について
賛成であります。上越地域医療センター病院は、今まで以上の病院になることを念じます。

記載済

　建設場所については、①地域医療構想を踏まえた「機能と規模の持続性」、②医療・介護・福祉の連
携による「病院を拠点としたまちづくり」、③持続的なサービスの提供を可能とする「経営の安定性」の3
つの視点で総合的に検討し、現在地での改築方針を決定したところです。

―

・改築候補地に挙げられた３地区について、検討委員会の中で地域の思いを直接聞くプレゼンテーショ
ン的な場面を設けられた方が良かったのではないか。

・検討委員全員に現地説明の機会を設けるべきだったと思うがどうか。

その他

　「立地適正化計画」の策定により、上越妙高駅周辺での病院は誘導施設（高次都市機能）として補助
対象施設になっているが、ここに病院を移転した場合の補助額の検討を行われたか。

その他

　「立地適正化計画」においては、病院を誘導施設に位置付けていますが、誘導施設が必ずしも補助
対象施設になるものではありません。
　病院を補助対象施設として唯一活用が見込まれる都市再構築戦略事業では、現在の採択要件の一
つとして国勢調査の結果に基づく人口集中地区（DID）内であることが示されており、上越妙高駅周辺
は人口集中地区（DID）に該当しないことから、大和6丁目については交付金の対象にならないことを確
認しています。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№35 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方
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№36 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

12-2

№37 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

13-1

―

　検討委員会に出席したが、委員会の進め方に「何とも言えない変な雰囲気を感じた」、また、「違和
感」もあった。これは私だけではなかったと思う。今後、多くの市民が参加する検討委員会の方法・進め
方を検討すべきではないか。

その他

　基本構想策定委員会については、地域医療の関係者、関係行政機関の職員、公募委員で構成し、
基本構想の策定に向けて、多面的に様々な立場で、幅広い見識から検討いただきたいとお伝えし、す
べて公開で実施しました。
　各種審議会や委員会等では、事務局案を基に検討いただくのが一般的ですが、本策定委員会にお
いては、現状や課題等をお示しする中で、建設場所を含めて闊達な議論を重ねていただいたものと認
識しています。

―

　後半の検討委員会では、「場所ありき」の議論で進んでいたように感じた。広く意見やデータの表示が
あっても良かったと感じた。

その他

　基本構想策定委員会においては、先に建設場所を決めるべきという意見もありましたが、まずは診療
機能等を熟議いただくことが重要であると繰り返し委員にお伝えし、議論に必要となるデータを随時お
示ししながら、丁寧な議論が重ねられたものと認識しています。

―

　パブリックコメントで市民の意見を聞くことは良いことと思いますが、過去の事例でどの程度の意見が
出されているのですか。仮に今回100件くらいの意見が出され、現在地での改築ではなく、移転すべき
との意見が多かった場合、市の方針と異なることになりますが、その場合市の方針はどうなるのでしょ
うか。パブコメは提出される意見が少ないと思われます。その場合、少ない意見をまとめて、それを根
拠に20万市民が纏まったといえるのでしょうか。パブコメの意義は何なんでしょうか。

その他

　パブリックコメントは、公正で開かれた市政運営に役立てるために行っているもので、市の基本的な
計画、重要な条例等の立案等の段階において、その案を公表し、市民の皆さんから広く意見を求める
とともに、寄せられた意見を検討し、その結果と市長等の考え方を公表する制度です。
　意見は、その賛否の多寡にかかわらず、一つ一つの意見を尊重し、市としての意思決定の参考にさ
せていただきます。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№38 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

14-1

№39・№40 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

14-2
14-3

№41 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

14-4

―

　重症心身障害者グループホームへの訪問看護等による医療支援、障害者相談支援事業所機能の
付加など医療、介護、福祉の連携にあたっての構想（案）ありがとうございます。
　①現在、医療的ケアを必要とする児、者の緊急時のショートステイができません。緊急ショートステイ
の枠を作ってほしいです。

その他

―

　④常勤の神経内科の先生をお願いしたいです。

その他

　緊急ショートステイについては、今のところ、職員体制を確保できないために対応できませんが、利用
される方のニーズを踏まえ、福祉分野の取組の拡充を図る中で関係者と協議を行いながら、受け入れ
体制について検討を進めます。

―

　②グループホーム等に通所施設、医療的ケア児放課後等デイサービスなどの他の事業も作ってほし
いです。
　
　③（放課後デイサービスを実施するのであれば）医療的ケアを必要とする児、者の送迎の問題が深
刻となっているので、看護師同伴の移動支援サービスを考えてほしいです。

その他

　センター病院では、医療・介護・福祉の連携の取組の拡充に向けた新たな取組として、重症心身障害
者グループホームへの支援について検討を進めることとしています。
　今後は、上越市障害者福祉計画等の方向性を踏まえながら、グループホームの整備事業者、グルー
プホームに併設する機能等、具体的な取組内容については、関係者と協議を進めていく必要があると
考えています。

　現在、センター病院では、リハビリテーション科における小児リハビリテーションとして、神経内科の専
門医が非常勤医師として月4回の外来診療を行っています。医師確保は大変厳しい現状にあります
が、神経内科医の診療日数の増加と常勤化に向けて、患者や利用者のニーズを踏まえながら今後も
取り組んでいくこととしています。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№42 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

15-1

№43 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

16-1

37ページ～38ページ、41ページ

　何故、現在地での改築なのか良くわかりません。お金のことは確かに差がありますが、新幹線の傍で
はいけないのでしょうか。将来の発展が期待できるのではないでしょうか。

反映不可

　建設候補地として、大和6丁目が上越妙高駅に隣接しているという優位性があることは認識していま
す。基本構想策定委員会においても、3か所の候補地について、それぞれの優位性や課題を挙げなが
ら、闊達な議論が行われました。その結果、同委員会からは、いずれの候補地も一長一短があり、一
か所に絞り込むまでには至らないため、市が責任をもって建設場所を決めるよう求められたところで
す。
　センター病院を始め、大規模な病院には、患者のみならず様々な方が大勢訪れることから、周辺地
域は活性化し、まちづくりの拠点になる可能性があると考えています。このため、市の内部においても、
担当の健康福祉部だけでなく、企画政策部、財務部、都市整備部等の関係課職員による検討チーム
を編成し部局横断的な検討を進めるとともに、政策監会議においても慎重な議論を重ね、センター病
院の改築を進める上での整備基本方針を以下のとおり定めました。
①上越地域の回復期・慢性期機能の中核を担い、病病連携、病診連携の要としての役割を果たしなが
ら、地域住民に必要とされる医療を提供する。
②医療・介護・福祉の連携を強化し、センター病院を中核とする地域包括ケアシステムを構築する。
③改築後においても、将来にわたり必要とされる医療を持続的に提供できるよう安定経営に努める。
　また、平成28年度に持続可能なまちの構築、いわゆるコンパクトなまちづくりに向けて策定した「上越
市立地適正化計画」との整合も図りながら、建設場所については、将来にわたってセンター病院を拠点
とするまちづくりを持続していくため、「機能と規模の持続性」、「病院を拠点としたまちづくり」、「経営の
安定性」の3つの視点を踏まえ、総合的に判断し、現在地での改築方針を決定したところです。

40ページ

　約74億円から84億円程度の建設費、借入金残16億円残存、これだけでも100億円、さらに解体工事
までの間の建築資材の高騰、消費税の増額、医療機械・器具の更新、新規購入等も想定され、返済金
額の増が見込まれる。診療報酬・介護報酬の増額改正が見込まれない中において、それら返済金捻
出の為に患者又は利用者への負担増にならない様に細心の返済見込計画を立ててもらいたい。

記載済

　事業費は、健全経営の観点を踏まえ、開院後数年をめどに病院経営（病院事業会計）が単年度の収
支シミュレーションで黒字化を実現できるよう上限を定め、さらに精査します。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№44 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

17-1

№45 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

18-1

№46 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

19-1

41ページ

　センター病院の起債残高がまだ16億円もある。現在地改築の場合、他の候補地より20億円から30億
円の軽減が試算されている。南病棟をそのまま活用できることから、費用が抑えられ更に10億円余り
の国からの補助金も活用できる。公立病院である以上、経営の安定性を最優先で考えるべきである。

記載済

　人口減少と高齢化が進む中、医療等のサービスを継続的に提供していくためには、経営の安定性と
確実性を確保することが重要と考えます。改築事業費の抑制に努めながら、市民が利用しやすく、ま
た、病院職員が働きやすい、より良い病院づくりを目指します。

20ページ、44ページ

　現病院所有地を利用することにより相当の経費が軽減できる事から現在地での建設は当然の事と思
います。
　又利用者の観点からできるだけ早く建設ができるよう特段の配慮をお願いしたい。
　新病院開院にあたっては、ぜひ人間ドックも実施できるようお願いします。

記載済

　現在地での改築では、工期の長期化が課題の一つとなることから、短縮に向けた工夫を検討すると
ともに、患者の利便性や職員の働きやすさにも配慮します。
　基本構想をさらに具体化する基本計画の策定過程において、デザインビルド方式（設計・施工一括発
注）など、最適な整備手法について議論し、選定することにより、工期短縮や事業費縮減につなげてい
きます。
　また、センター病院の医療資源を効果的に活用するため、周辺事業所を対象とした院内併設型の健
康診査に取り組むとともに、人間ドックの実施についても検討していくこととしています。

37ページ～38ページ

　上越地域医療センター病院改築について一言申し上げます。現状、上越市の財務状況が必ずしも健
全な状態ではなく、且つ今後高齢化による社会インフラに資金を投入せざるを得ないにも拘わらず移
転の構想が有る事に危機感を持っておりました。幸にもコスト面で最も効率的な現在地改築案に固まり
つつあることに安堵しております。医療、介護、福祉が連携し安心できるセンター病院を希望します。

記載済

　建設場所については、①地域医療構想を踏まえた「機能と規模の持続性」、②医療・介護・福祉の連
携による「病院を拠点としたまちづくり」、③持続的なサービスの提供を可能とする「経営の安定性」の3
つの視点で総合的に検討し、現在地での改築方針を決定したところです。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№47 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

20-1

№48 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

21-1

41ページ

　現在のセンター病院の企業債（借金）が16億あること、現在地改築の場合、国から10億円からの補助
交付金がある有利性を重視し、健全経営をはかっていただきたいこと。よろしくお願いします。

記載済

　人口減少と高齢化が進む中、医療等のサービスを継続的に提供していくためには、経営の安定性と
確実性を確保することが重要と考えます。改築事業費の抑制に努めながら、市民が利用しやすく、ま
た、病院職員が働きやすい、より良い病院づくりを目指します。

―

　今回3つの地域で対象地となり、委員会が結成されそれぞれに意見をまとめ、市に訴えてきたようで
すが、そこにこれから生きる若者達（20代～30代）の意見はどれくらいくんだでしょうか。現在地委員会
の顔ぶれでは10年後には自分が介護になり近くにあれば都合がいいという安易な考えはないでしょう
か。次世代の事をも考えてありますか。

その他

　基本構想策定委員会の委員については、病院や診療所の医師、福祉や介護の現場の方々をはじ
め、センター病院の基本構想を策定する上で必要となる専門性や優れた高度の知見を有する方のほ
か、公募による2人の市民を委員に選任し議論を進めてきました。公募委員も含めて20歳代、30歳代の
方はいませんでしたが、議論の中で、とりわけ財政面から、今の若い世代や孫の世代まで負担を求め
ることについての意見交換なども活発に行われ、次世代のことも考えた議論を行ってきたものと認識し
ています。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№49 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

21-2

№50 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

22-1

37ページ～38ページ、41ページ

　費用面が大きな違いがありますが、将来的に考えれば新幹線駅を中心とした大きな町づくりをしてい
く事で経済的に効果も出てくると思います。せっかくあれだけの立派な新幹線上越妙高駅ができたので
すから、それを活かす（生かす）も殺すも市全体の力ではありませんか。

反映不可

　建設候補地として、大和6丁目が上越妙高駅に隣接しているという優位性があることは認識していま
す。基本構想策定委員会においても、3か所の候補地について、それぞれの優位性や課題を挙げなが
ら、闊達な議論が行われました。その結果、同委員会からは、いずれの候補地も一長一短があり、一
か所に絞り込むまでには至らないため、市が責任をもって建設場所を決めるよう求められたところで
す。
　センター病院を始め、大規模な病院には、患者のみならず様々な方が大勢訪れることから、周辺地
域は活性化し、まちづくりの拠点になる可能性があると考えています。このため、市の内部においても、
担当の健康福祉部だけでなく、企画政策部、財務部、都市整備部等の関係課職員による検討チーム
を編成し部局横断的な検討を進めるとともに、政策監会議においても慎重な議論を重ね、センター病
院の改築を進める上での整備基本方針を以下のとおり定めました。
①上越地域の回復期・慢性期機能の中核を担い、病病連携、病診連携の要としての役割を果たしなが
ら、地域住民に必要とされる医療を提供する。
②医療・介護・福祉の連携を強化し、センター病院を中核とする地域包括ケアシステムを構築する。
③改築後においても、将来にわたり必要とされる医療を持続的に提供できるよう安定経営に努める。
　また、平成28年度に持続可能なまちの構築、いわゆるコンパクトなまちづくりに向けて策定した「上越
市立地適正化計画」との整合も図りながら、建設場所については、将来にわたってセンター病院を拠点
とするまちづくりを持続していくため、「機能と規模の持続性」、「病院を拠点としたまちづくり」、「経営の
安定性」の3つの視点を踏まえ、総合的に判断し、現在地での改築方針を決定したところです。

44ページ

　現在地での改築は資料を見る限り賛成です。
　①南側からのアクセス道路を新設、交通の利便性を図っていただきたい。病院玄関口は東側か南側
にすべき。

記載済

　病院へのアクセスの改善については、現在の北側からのアクセス道路を拡幅する方法や南側からの
アクセスとして、道路や橋を新設する方法があり、基本計画の策定過程で検討を進めることとしていま
す。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№51 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

22-2

№52 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

22-3

№53 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

23-1

44ページ

　②病院南側にある市有地（遊休地）に植生している樹木（50年～100年）を有効活用してほしい。

記載済

　基本構想をさらに具体化する基本計画では、センター病院を中心とする医療・介護・福祉が連携した
魅力あるまちづくりに向け、民間資金の活用も視野に入れながら、現在地の広大な敷地の利用につい
て、地域住民の意見をお聴きする機会を設けて検討を進めることとしています。

37ページ～38ページ

　③現在地は「立地適正化計画」に基づき国からの助成となっていますが「新病院と地域とのまちづく
り」が必要と考えます。

記載済

　コンパクトなまちづくりを目指し策定した「立地適正化計画」との整合を図り、「病院を拠点としたまち
づくり」を進めていくこととしています。また、センター病院の特長をいかしながら、医療・介護・福祉の連
携を発展的に強化し、センター病院を中核とする地域包括ケアシステムの構築を推進していくために、
より一層地域に根差した運営に取り組むこととしています。

44ページ

　現病院所有地を活用する事で、他の候補地より20億円から30億円の軽減が試算されているが、上越
市の財政計画から見ても現在地で建設される事は当然と思います。また、工事にあたっては、当然検
討し実施されると思いますが、病院の南側に橋及び道路の建設を優先していただきたく考えます。

記載済

　病院へのアクセスの改善については、現在の北側からのアクセス道路を拡幅する方法や南側からの
アクセスとして、道路や橋を新設する方法があり、基本計画の策定過程で検討を進めることとしていま
す。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№54 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

24-1

37ページ～38ページ、41ページ

　ただお金のことだけで病院の位置を決めてしまうのは、大変残念な気がします。新幹線の駅すぐ傍ら
なら、良いお医者さんも来られるでしょうし、将来への夢もあります。リハビリセンターを残しても、いず
れはまた改築しなければなりません。この際、一気に移転・改築した方が良いと思います。今現在の患
者さんへの工事期間中の配慮や工事期間を考えれば移転が好ましいと思います。

反映不可

　建設候補地として、大和6丁目が上越妙高駅に隣接しているという優位性があることは認識していま
す。基本構想策定委員会においても、3か所の候補地について、それぞれの優位性や課題を挙げなが
ら、闊達な議論が行われました。その結果、同委員会からは、いずれの候補地も一長一短があり、一
か所に絞り込むまでには至らないため、市が責任をもって建設場所を決めるよう求められたところで
す。
　センター病院を始め、大規模な病院には、患者のみならず様々な方が大勢訪れることから、周辺地
域は活性化し、まちづくりの拠点になる可能性があると考えています。このため、市の内部においても、
担当の健康福祉部だけでなく、企画政策部、財務部、都市整備部等の関係課職員による検討チーム
を編成し部局横断的な検討を進めるとともに、政策監会議においても慎重な議論を重ね、センター病
院の改築を進める上での整備基本方針を以下のとおり定めました。
①上越地域の回復期・慢性期機能の中核を担い、病病連携、病診連携の要としての役割を果たしなが
ら、地域住民に必要とされる医療を提供する。
②医療・介護・福祉の連携を強化し、センター病院を中核とする地域包括ケアシステムを構築する。
③改築後においても、将来にわたり必要とされる医療を持続的に提供できるよう安定経営に努める。
　また、平成28年度に持続可能なまちの構築、いわゆるコンパクトなまちづくりに向けて策定した「上越
市立地適正化計画」との整合も図りながら、建設場所については、将来にわたってセンター病院を拠点
とするまちづくりを持続していくため、「機能と規模の持続性」、「病院を拠点としたまちづくり」、「経営の
安定性」の3つの視点を踏まえ、総合的に判断し、現在地での改築方針を決定したところです。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№55 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

25-1

№56 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

26-1

44ページ

　このたびのセンター病院改築問題での話し合いでの関係者の皆さま、大変お疲れさまでございまし
た。さまざまな意見が出され、ご苦労されたことと思います。私にとっては現在地に落ち着くであろうと
いうことでホッとしているところです。歴史ある病院が、また郊外の地に建てられてしまうというのは、ま
た街中にポッカリと穴があいてしまうような気がしてなりません。車社会になった今、どこへ行っても同じ
という感じもしますが、年齢を重ねた時の通院への交通費の負担は大きいと思います。どうぞ道路状
況を見直していただき、通院のしやすい病院にしていただきたいと考えます。また、患者さんの具合を
判断するにあたり、総合内科的なところがあると嬉しいです。原因が分からず何か所もの病院に行って
みるのではなく、一つの場所で相談・診断が受けられるケアが充実した病院があると安心です。決して
病院経営は楽なものではありませんが、住民が元気で安心して暮らしていけるようお考えいただけると
幸いです。

記載済

　病院へのアクセスの改善については、現在の北側からのアクセス道路を拡幅する方法や南側からの
アクセスとして、道路や橋を新設する方法があり、基本計画の策定過程で検討を進めることとしていま
す。
　なお、ご意見の総合内科的な診療科については、平成27年6月から、総合診療科を標榜し現在に
至っており、今後もこの診療科を継続していくこととしています。

44ページ

　私は、現在、医療センターの内科外来の患者です。現在地での改築とのことで大変喜んでいます。改
築時に病院の周辺（青田川等の利用）を車椅子でも散策出来る様な遊歩道を整備していただければ入
院されている患者さんも心のリフレッシュ等も出来、喜んでいただけると思います。

記載済

　基本構想をさらに具体化する基本計画では、センター病院を中心とする医療・介護・福祉が連携した
魅力あるまちづくりに向け、民間資金の活用も視野に入れながら、現在地の広大な敷地の利用につい
て、地域住民の意見をお聴きする機会を設けて検討を進めることとしています。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№57 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

27-1

№58 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

28-1

44ページ

　現在地だと国より10億5千万円の金が出、現在地以外の場所での移転改築は、南病棟を活用する現
在地での改築に比べ、さらに20億円～30億円程度の事業費が必要になるという。また、今この病院は
16億円もの借財があり、これらを勘案すると、とても現在地以外の場所は考えられない、自明の理であ
る。南側からも入れるようにし、工事期間と病院運営を並行して進めることが、支障なく進めることが、
今後極めて重要である。

記載済

　病院へのアクセスの改善については、現在の北側からのアクセス道路を拡幅する方法や南側からの
アクセスとして、道路や橋を新設する方法があり、基本計画の策定過程で検討を進めることとしていま
す。

44ページ

　建設場所については、現在地の南側にある老人福祉施設等の存在もあわせ、総合的に考えると、現
在地での改築が妥当と考えます。ただ、国交省前の道路から病院敷地への道（3本あり）が狭く、どれ
か1本の拡幅が必要と思います。また、南側の老人福祉施設等へ通じる道の整備も必要ではないかと
思います。

記載済

　病院へのアクセスの改善については、現在の北側からのアクセス道路を拡幅する方法や南側からの
アクセスとして、道路や橋を新設する方法があり、基本計画の策定過程で検討を進めることとしていま
す。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№59 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

29-1

№60 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

30-1

44ページ

　工事にあたって騒音、交通障害等のない様に地域住民及び工事業者の協力を求めるのはもちろん
の事、工事用大型車両の通行量増加による地域住民の不安解消のため、特に周辺道路を通学等に
使用している児童・生徒の安全確保に充分留意してもらいたい。

反映

　現在地での改築には、工事に伴う騒音や振動等の課題があり、その軽減を図ることができるよう、基
本計画の策定時に最大限考慮するとともに、地域住民等にも理解と協力を求めていく必要があると考
えています。また、工事期間中については、周辺道路における歩行者の安全確保に留意します。
　いただいたご意見を踏まえ、基本構想44ページ③に以下のとおり追加します。

　現在地は住宅地に近接していることから、工事が周辺の住民生活に大きな影響を及ぼすことのない
よう、着手する際には、その概要を地域住民に説明し、理解をいただいた上で進めていきます。

37ページ～38ページ

　自家用車（自動車）で交通アクセス性は上中田が有利と考えると述べているが、他の二候補地での
交通渋滞もなく、時間的な差はなく三地点とも同じと考えられる。しかし、公共機関の利用においては、
現在地は、板倉区、牧区、清里区へのアクセスがあり、市内広範囲において利便性がよく、市民の地
域病院として税金の投入に理解が得やすい。また、自家用車を運転できない高齢者にとっても有意性
は高い。そして現在地に徒歩で通院できる人口も圧倒的に多いといえる。

記載済

　交通アクセスの優位性について、基本構想案では、「センター病院が改築後、急性期機能を拡充して
いく必要がある場合には、市内外からの患者数の増加を見込んでいく必要があることから、自動車で
の交通アクセス性が高い上中田が有利」との考えを示した上で、「センター病院は、改築後も現在と同
様に、回復期・慢性期機能を中心とした役割を担っていくことから、いずれの候補地も優位性に差はな
い」と結んでいます。
　ご意見のとおり、バス路線をはじめとする公共交通機関については、現在地の路線が一番多く、ま
た、地域別の外来患者数においては、近隣地区が多いことも認識しています。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№61 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

31-1

№62 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

32-1

№63・№64 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

33-1
33-2

37ページ～38ページ

　現病院所有地を活用することで他の候補地より20～30億円の軽減が試算されていますが、上越市の
財政からみても現在地で建設されることが当然の事と思います。

記載済

　建設場所については、①地域医療構想を踏まえた「機能と規模の持続性」、②医療・介護・福祉の連
携による「病院を拠点としたまちづくり」、③持続的なサービスの提供を可能とする「経営の安定性」の3
つの視点で総合的に検討し、現在地での改築方針を決定したところです。

17ページ、44ページ

　センター病院を利用される患者さんは、高田地区住民の利用者が多いことから、現在地での改築が
適地であり、青田川堰堤をきれいにし、リハビリ患者さんにも活用できたら良いと思います。

記載済

　現在地は青田川沿いに広大な敷地があり、センター病院を中心とする医療・介護・福祉が連携した魅
力あるまちづくりに向け、民間資金の活用も視野に入れながら、利活用について地域住民の意見をお
聴きする機会を設けて検討を進めます。
　また、センター病院は、地域で最大規模のリハビリテーションセンターを有しており、その機能拡充を
図る取組の一つとして、屋外における「リハビリコース及び菜園の整備」を検討することとしています。

37ページ～38ページ

　コンパクトシティーを目指す上越市として現在地で建設されることは望ましいと思います。
　現在地は、他の候補地より20億円から30億円の軽減がされているが、将来的に人口減少が見込ま
れる中、財政面からも現在地建設が適正とも思います。

記載済

　建設場所については、①地域医療構想を踏まえた「機能と規模の持続性」、②医療・介護・福祉の連
携による「病院を拠点としたまちづくり」、③持続的なサービスの提供を可能とする「経営の安定性」の3
つの視点で総合的に検討し、現在地での改築方針を決定したところです。
　この②「病院を拠点としたまちづくり」では、コンパクトなまちづくりを目指し策定した「立地適正化計
画」との整合も図っています。
　建設場所の検討の視点③「経営の安定性」においても、経営の収支が重要ポイントとなること、現在
地以外の場所での移転改築は、南病棟を活用する現在地での改築に比べ、さらに20億円から30億円
程度の事業費が必要となり、市民の皆さんの理解を得ることは難しいことから、現在地の優位性が最
も高いと整理したところです。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№65 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

33-3

№66 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

33-4

№67 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

34-1

41ページ

　軽減財源は新しい医療機器導入にも活用されれば患者のためにもなるのではと思います。

記載済

　医療機器の導入計画については、今年度策定する基本計画の中で具体的に検討を進めることとして
おり、人口減少と高齢化が進む中、医療等のサービスを継続的に提供していくためには、経営の安定
性と確実性を確保することが重要であることから、改築事業費の抑制に努めながら、より良い病院づく
りを目指します。

44ページ

　決定後は、工期の短縮に最大限の努力をいただきたいと思います。

記載済

　現在地での改築では、工期の長期化が課題の一つとなることから、短縮に向けた工夫を検討すると
ともに、患者の利便性や職員の働きやすさにも配慮します。
　基本構想をさらに具体化する基本計画の策定過程において、デザインビルド方式（設計・施工一括発
注）など、最適な整備手法について議論し、選定することにより、工期短縮や事業費縮減につなげてい
きます。

41ページ

　現在地での改築は、センター病院の企業債が16億ある事、又、現在ある施設及び所有地を活用し、
尚且つ現在地で改築する事で国からの補助金が交付されイニシャルコストの低減からも極めて当然の
ことだと思います。それに依り、ランニングコストを低く抑えるか又は医療機器の充実に資金を回すこと
ができると思います。現在地での優位性を生かして、健全な経営に努めていただきたいと思います。

記載済

　人口減少と高齢化が進む中、医療等のサービスを継続的に提供していくためには、経営の安定性と
確実性を確保することが重要と考えます。改築事業費の抑制に努めながら、市民が利用しやすく、ま
た、病院職員が働きやすい、より良い病院づくりを目指していきます。
　なお、医療機器の導入計画については、今年度策定する基本計画の中で具体的に検討を進めること
としています。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№68 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

35-1

№69 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

36-1

№70 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

36-2

41ページ

　南本町２丁目の城南長寿会（老人会）の大半の方が近くて便利なセンター病院を利用されている。親
切、丁寧で家庭的な接し方に安心して利用しているところでありますが、更に発展されるものと確信し
ております。少ない予算で現在地に改築されることにより、経費を医療の充実に当てることが出来るよ
うになればと思います。

記載済

　人口減少と高齢化が進む中、医療等のサービスを継続的に提供していくためには、経営の安定性と
確実性を確保することが重要と考えます。改築事業費の抑制に努めながら、市民が利用しやすく、ま
た、病院職員が働きやすい、より良い病院づくりを目指します。

44ページ

　工事期間中の交通安全について、朝・夕は多数の中学・高校生の通学路になっているので安全には
特別の配慮を願います。

反映

　工事期間中については、周辺道路における歩行者の安全確保に留意します。
　いただいたご意見を踏まえ、基本構想の44ページ③に以下のとおり追加します。

　現在地は住宅地に近接していることから、工事が周辺の住民生活に大きな影響を及ぼすことのない
よう、着手する際には、その概要を地域住民に説明し、理解をいただいた上で進めていきます。

43ページ

　高齢者が（診察終わった後、入院中の人、近隣の人等）気楽に立ち寄れるサロンみたいな場があれ
ば良いと思う。

記載済

　基本構想では、会議室やコミュニティスペースの整備について検討を進めることとしており、基本計画
の策定過程において具体化に向けた議論を行います。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№71 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

37-1

№72 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

38-1

№73 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

39-1

41ページ

　近くに病院があると、安心感があり、現在地での改築が一番だと思われます。又、上越市の人口減で
将来にわたって多額の借金を残すべきではなく、少しでも借金額が少なく改築してほしい。

記載済

　人口減少と高齢化が進む中、医療等のサービスを継続的に提供していくためには、経営の安定性と
確実性を確保することが重要と考えます。改築事業費の抑制に努めながら、市民が利用しやすく、ま
た、病院職員が働きやすい、より良い病院づくりを目指します。

44ページ

　改築スケジュールで、平成37年度完成の予定をもっと前へ短縮するよう最大限の努力してほしい。

記載済

　現在地での改築では、工期の長期化が課題の一つとなることから、短縮に向けた工夫を検討すると
ともに、患者の利便性や職員の働きやすさにも配慮します。
　基本構想をさらに具体化する基本計画の策定過程において、デザインビルド方式（設計・施工一括発
注）など、最適な整備手法について議論し、選定することにより、工期短縮や事業費縮減につなげてい
きます。

44ページ

　現病院所有地を活用することで建設費用の負担軽減が見込まれることは良いことと思います。更に
望むことは、道路が広くなり、交通の便が良くなる事です。道路アクセスで北側道路の拡幅と南側の和
田地区から青田川に橋を確保するよう新潟県とも協議を急いでいただきたいです。

記載済

　病院へのアクセスの改善については、現在の北側からのアクセス道路を拡幅する方法や南側からの
アクセスとして、道路や橋を新設する方法があり、基本計画の策定過程で検討を進めることとしていま
す。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№74 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

40-1

№75 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

40-2

№76 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

41-1

17ページ

　改築後のセンター病院概要の診療機能の充実を図る取組の中で2点。
　①リハビリテーション機能の拡充の通所リハビリテーションの実施をぜひお願いしたい。義母が存命
中、大腿骨骨折で中央病院で手術退院後、リハビリをしてくれる施設がなく、センター病院に相談しまし
たが受け入れてもらえず、その後デイサービスでのリハビリを見つけ通いましたが、最後まで義母はセ
ンター病院へ行きたかったと言っていました。まだまだリハビリをしっかり行ってくれるデイサービスは
少ないので、通所リハビリの実施には大きく期待しています。

記載済

　センター病院は、地域で最大規模のリハビリテーションセンターを有しており、その機能拡充を図る取
組の一つとして、「他の事業所とは異なる特色を持った通所リハビリテーションの実施」を検討すること
としています。

―

　②病児保育の実施で、病後児保育も合わせて考えてほしい。

その他

　病児保育については、市の北部1か所に限られていることから、市の南部に新たに整備する必要性
があると認識しており、センター病院に設置できないか、検討していくこととしています。
　病後児保育については、現在、寺町2丁目の福祉交流プラザに開設していることから、センター病院
に病児保育の設置を検討する際に、福祉交流プラザの病後児保育との連携の在り方を検討していき
ます。

44ページ

　病院の入り口道路（北側）がわかりにくくて狭い。立ち退きをしてもらい広い道路にすべき。南側も青
田川に橋を架けて救急車が入れるようにすべき。

記載済

　病院へのアクセスの改善については、現在の北側からのアクセス道路を拡幅する方法や南側からの
アクセスとして、道路や橋を新設する方法があり、基本計画の策定過程で検討を進めることとしていま
す。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№77 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

42-1

№78 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

43-1

№79 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

44-1

44ページ

　アクセス道路の整備について、病院北側の道路が狭く、冬季は緊急車両の通行に支障であることが
懸念されること及び和田、黒田地区等からのアクセス向上のため、青田川に架橋し、上越高田インター
へのアクセス道路に直結するルートを整備していただきたい。

記載済

　病院へのアクセスの改善については、現在の北側からのアクセス道路を拡幅する方法や南側からの
アクセスとして、道路や橋を新設する方法があり、基本計画の策定過程で検討を進めることとしていま
す。

44ページ

　完成時期について、計画では平成37年度完成予定となっているが、現在の建物は老朽化が進んで
いるので、なるべく早く工事を進めていただきたい。

記載済

　現在地での改築では、工期の長期化が課題の一つとなることから、短縮に向けた工夫を検討すると
ともに、患者の利便性や職員の働きやすさにも配慮します。
　基本構想をさらに具体化する基本計画の策定過程において、デザインビルド方式（設計・施工一括発
注）など、最適な整備手法について議論し、選定することにより、工期短縮や事業費縮減につなげてい
きます。

40ページ

　税収の増が見込まれない人口減少と高齢化社会では、健全経営が第一であります。上越市の財政
計画から見ても、現在地の建設で赤字とならない建設基本構想としていただきたい。

記載済

　事業費は、健全経営の観点を踏まえ、開院後数年をめどに病院経営（病院事業会計）が単年度の収
支シミュレーションで黒字化を実現できるよう上限を定め、さらに精査します。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№80 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

45-1

№81・№82 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

45-2
45-3

―

　小児科の設置と子供（幼児）リハビリテーションの更なる充実を図っていただきたい。

反映不可

　センター病院は、上越地域において小児を対象とするリハビリテーションを実施している数少ない医
療機関です。引き続き、ニーズを把握するとともに、医師をはじめとするスタッフの確保に努めながら、
さらなる充実が図られるよう検討を進めます。
　なお、診療科については、現在、開設している内科（総合診療科含む）、外科、整形外科、リハビリ
テーション科、肛門外科、児童精神科、麻酔科の7科を維持するとともに、地域に不足する医療を踏ま
えた診療科の設定を検討していきたいと考えていますが、小児科の新設は現時点では想定していませ
ん。

44ページ

　冬期間の除雪について
　①工事期間は工事用車両も多くなり、安全確保の為、特に歩道除雪をお願いしたい。
　②工事終了後も病院入口までの安定した除雪をお願いしたい。（現行は歩道除雪が十分でない為、
車道を歩く人がいる。）

その他

　市道中田原高田公園線の歩道除雪については、これまでも小型ロータリ除雪車のほか、幅が狭い歩
道はハンドガイド式小型除雪機械を使用して丁寧に除雪を行い、歩行者空間の確保に努めてきたとこ
ろです。
　異常降雪時には、車道を確保するため一時的に歩道を雪置き場とする場合などがあり、歩行者に不
便をおかけすることもありますが、センター病院の改築工事期間中についても、これまでと同様に、冬
期間の歩行者の安全安心の確保に努めていきます。
　なお、現在地は住宅地に近接しており、周辺の住民生活にも影響することから、工事に着手する際に
は、その概要を地域住民に説明し、理解をいただいた上で進めていくこととしています。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№83 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

46-1

№84 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

47-1

№85 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

47-2

37ページ～38ページ

　年々自分が高齢者となり身近な問題となりました。近年では義母が地域医療センターで最後をむか
える事ができた事、とても助かりました。毎日夫婦で顔を見に行けました。自分がだんだんそれに近づ
いていく中で、近くに病院、とても安心です。

記載済

　ご意見のとおり、センター病院の外来患者数については、近隣の方の利用が多いことを把握していま
すが、建設場所の選定に当たっては、①地域医療構想を踏まえた「機能と規模の持続性」、②医療・介
護・福祉の連携による「病院を拠点としたまちづくり」、③持続的なサービスの提供を可能とする「経営
の安定性」の3つの視点で総合的に検討し、現在地での改築方針を決定したところです。

―

　現地説明会を検討委員と地域住民合同で設けてほしかった。

その他

　各候補地から市に寄せられた要望書等の写しを基本構想策定委員会へ提示し、委員の皆さんから
は、関係者の皆さんの思いを受け止めながら、真剣に議論を重ねていただいたものと認識しています。
　また、建設場所の選定についても、検討の視点や資料を基に議論が重ねられ、必要となるデータも
追加しながら、各候補地についての理解を深めていただくよう努めてきたところです。

10ページ

　慢性期病床が不足することのないよう、特段の配慮をしてほしい。

記載済

　平成28年度に新潟県が策定した新潟県地域医療構想によれば、平成26年（2014）年の上越圏域全
体の病床数は2,373床となっており、あわせて、平成37（2025）年の必要数を2,136床と推計していること
から、差引237床が過剰となる一方で、機能別にみると、慢性期の病床数は、現状と将来推計との間で
大きな差はないとされています。
　現時点では、慢性期病床の不足は見込まれないものの、センター病院は、引き続き、急性期を脱した
患者の回復期・慢性期における受皿の役割を果たしていることから、これまで同様の機能を維持するこ
ととしています。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№86 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

48-1

№87 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

48-2

37ページ～38ページ、41ページ

　上越地域医療センター病院の基本構想については全く新しい発想がなく病院職員のモチベーション
アップ、効果的な病棟配置、工期、そして通院患者の公共交通機関を利用した利便性の配慮に欠け
る。

反映不可

　センター病院は、回復期・慢性期を担う病院として急性期病院や開業医から高い評価をいただいてい
ます。また、病院経営を取り巻く環境が厳しい状況にある中で、黒字経営を続けており、機能、経営の
両面で評価と信頼を得ているものと認識しています。
　したがって、センター病院は、改築後も、現在の機能を大きく転換する必要はなく、回復期・慢性期機
能を中心に担っていくことが肝要と考えています。また、地域最大規模のリハビリテーション機能を有し
ていることから、その機能の拡充を図るとともに、病院の特長をいかしながら、医療・介護・福祉の連携
を発展的に強化し、センター病院を中核とする地域包括ケアシステムの構築を推進していくこととしたと
ころであります。
　また、基本構想をさらに具体化する基本計画の策定過程においては、良質な医療と快適な療養環境
を提供していくため、現病院で課題となっている患者や職員の動線の改善を図るとともに、病棟配置な
ど各部門別の計画などについて検討を進めることとしています。あわせて、現在地改築において課題と
なる工期の短縮に向けた検討を進めるとともに、市民の利便性確保や、病院職員の働きやすさなど、
モチベーションの向上にも配慮しながら、よりよい病院づくりを目指していきます。

37ページ～38ページ、41ページ

　目先の経費だけを考え、長期的視野にたった立地条件に対する将来展望がない。

反映不可

　平成28年度に持続可能なまちの構築、いわゆるコンパクトなまちづくりに向けて策定した「上越市立
地適正化計画」との整合を図りながら、建設場所については、将来にわたってセンター病院を拠点とす
るまちづくりを持続していくため、「機能と規模の持続性」、「病院を拠点としたまちづくり」、「経営の安定
性」の3つの視点を踏まえ、総合的に判断し、現在地での改築方針を決定したところであり、改築事業
費の試算結果のみをもって決定したものではありません。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№88 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

49-1

37ページ～38ページ、41ページ

　３年前に北陸新幹線・上越妙高駅が開業しました。「新幹線時代の到来だ！」と大きな期待をしていた出来事で
したが、これまで駅周辺での主だった動きはあまり見られず、一部からは「新幹線効果はない」、「相変わらず何も
ない上越市」などと揶揄する声も聞こえていました。しかし現在、ホテルが開業し温泉施設が建設中です。フルサッ
ト商店街にはサポータークラブができ、駅周辺の土地所有者のところにはさまざまなオファーがあると聞いていま
す。いよいよ新幹線駅前としての機能が動き出しているようです。このような状況をみまして、私は「上越地域医療
センター病院」も上越妙高駅近くに建設されることが望ましいと考えます。その理由の一つは、病院という公共施
設の立地です。病気を治すため、検査のため、そしてリハビリのために入る病院は患者だけでなく、患者の家族、
親戚、知人などにとっても利用しやすい場所にあってほしいと思います。患者を連れて行く時、この先必ずしも車
の免許を持っている人が付き添いとは限りません。緊急だったり足の病気ならタクシーでしょう。それ以外ならバス
や電車。上越妙高駅へは上越市の路線バスや越後ときめき鉄道も乗り入れている。であれば、大きな病院は駅の
近く・バスステーションの近くにあってほしい。加えて、親は上越市で暮らしているけれど息子や娘は市外、県外で
家庭や仕事を持っているという家族もたくさんあります。その人たちにとっては新幹線の開業はとてもありがたいと
思います。その親たちが将来お世話になる病院が駅の近くにあったらもっと訪れやすくなるでしょう。自分たちが暮
らすまちに親を連れて行くことより、自分で見舞に来て、短期間でもお世話しに来ることを選ぶと思います。遠くか
ら親の安否を心配している人たちが何回も訪れることができ、その都度新しい上越に触れていただけるような受け
入れ態勢を作ったらどうでしょうか。次は病院へ訪れなくても、何度でも帰って来たくなる故郷を見せていく。そして
彼らが家族や友人を連れて訪れる、名物を取り寄せる、いずれ帰って来たくなる、という図式は考えられないでしょ
うか。また、上越市の観光面では高田の雁木とそこで逞しく生きた人たちが残した文化があります。高田城周辺で
育まれた歴史と文化。そして今や外国の方に人気があるといわれている「上杉謙信」春日山。新しい観光名所とし
ての直江津の水族博物館。これらの場所への誘客を見込むとしたら、その立地、アクセス、インフラ整備が完備し
ていると伝えることは大切なことであり、今後の上越市全体の経済効果にもつながっていくと思います。観光への
効果・交流人口の増加・交通機関の利用促進と多方面への効果が期待できるのは上越妙高駅の近くに建設する
ことが望ましいと考えます。駅の近くの病院は魅力的です。私はこの病院移転に関しての予算がどの程度あるの
か、それはどこから出ているのか、などについては全く勉強不足です。大潟のスポーツ施設が合併特例債というも
のを使って建設されることのメリットも昨年知りました。しかし、私のような普通の一市民だからこそ、自分が患者に
なって利用した時のことや家族や友人の利便性を最優先に考えます。たとえ他の候補地が金銭的に有利な場所
であっても、今後何十年間にもわたって利用される多くの方々の利便性を最優先にされるようお願いいたします。
私が病気をした時は県立中央病院に入院し、検査でセンター病院へ行くことがありました。入院中、窓から見える
景色の向こうに上越妙高駅が見え、新幹線が走っていました。隣のベッドにいたおばさんに「早くあれに乗ってお
孫さんのとこに行きたいね」と声をかけましたが、「あれってなんだね？そんな日なんか来ないわね。」と、実に悲し
い答えが返ってきました。新幹線のことを知らず、将来への希望も持てないのです。新しい「上越地域医療セン
ター病院」の窓から「新幹線」や「雪月花」が見える。入院患者やリハビリのお年寄りが「早く元気になって、こども
や孫と出かけたい」、「一度は乗ってみたい」と希望を抱き、勇気や元気を与えてくれるきっかけになる。そんな場
所に病院ができる日を楽しみにしています。

反映不可

　建設候補地として、大和6丁目が上越妙高駅に隣接しているという優位性があることは認識しています。基本構
想策定委員会においても、3か所の候補地について、それぞれの優位性や課題を挙げながら、闊達な議論が行わ
れました。その結果、同委員会からは、いずれの候補地も一長一短があり、一か所に絞り込むまでには至らない
ため、市が責任をもって建設場所を決めるよう求められたところです。
　センター病院を始め、大規模な病院には、患者のみならず様々な方が大勢訪れることから、周辺地域は活性化
し、まちづくりの拠点になる可能性があると考えています。このため、市の内部においても、担当の健康福祉部だ
けでなく、企画政策部、財務部、都市整備部等の関係課職員による検討チームを編成し部局横断的な検討を進
めるとともに、政策監会議においても慎重な議論を重ね、センター病院の改築を進める上での整備基本方針を以
下のとおり定めました。
　①上越地域の回復期・慢性期機能の中核を担い、病病連携、病診連携の要としての役割を果たしながら、地域
住民に必要とされる医療を提供する。
　②医療・介護・福祉の連携を強化し、センター病院を中核とする地域包括ケアシステムを構築する。
　③改築後においても、将来にわたり必要とされる医療を持続的に提供できるよう安定経営に努める。
　また、平成28年度に持続可能なまちの構築、いわゆるコンパクトなまちづくりに向けて策定した「上越市立地適
正化計画」との整合も図りながら、建設場所については、将来にわたってセンター病院を拠点とするまちづくりを持
続していくため、「機能と規模の持続性」、「病院を拠点としたまちづくり」、「経営の安定性」の3つの視点を踏まえ、
総合的に判断し、現在地での改築方針を決定したところです。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№89 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

50-1

37ページ～38ページ、41ページ

・参考図面によれば、新病院は現在地に於いて既存の南病棟を利用した配置計画で現敷地外に、新
供給棟を建設後、旧供給棟を解体し、新病棟も現敷地外跨がって建設する配置となっている。　このた
め病院は長期間、工事の影響を受けつつ医療体制を継続しる困難な、状態となる。
・病院が医療体制を継続しながら工事施工をする場合、工事箇所への進入路が確保出来ない。現在、
病院施設への進入路は、旧県道からの狭い２本の道路で、工事用大型車両が病院施設の近傍を、長
期間に渡り通行することは、医療関係者及び入院患者に耐え難い苦痛を与え、緊急時救急車の運行
の妨げとなり、高齢者の多い外来患者の受診に妨げとなる。
・現在の旧県道から建設用大型重機械や資材、大量に発生する建設廃材の搬出入路を近傍に設ける
事は困難である。
・工事用事務所設備、工事関係者駐車場、工事用仮設備等の設置の為の余地が少なく工事の円滑な
施工が困難である。
・この為、朱鷺鉄と上越大通り間の大和３丁目地内に建設を検討するべきではないか？
・この地区は新幹線上越妙高駅に近く、主要地方道上越インター線に接続も容易である。
・三郷、清里、牧、板倉地区等、上越市の東部地区からも交通の便利が良く、中央病院の負担軽減が
見込める。
・都市ガス、上水道も近傍に設置されており、敷地造成、病院建設に問題は無い。

反映不可

　3か所の建設候補地は、それぞれ固有の優位性と課題があり、建設候補地を絞り込むためには、そ
れらを整理し、検証する必要があることから、市は、基本構想策定委員会を設置し、具体的な作業を進
めていただきました。
　基本構想策定委員会においても、3か所の候補地について、それぞれの優位性や課題を挙げなが
ら、闊達な議論が行われました。その結果、同委員会からは、いずれの候補地も一長一短があり、一
か所に絞り込むまでには至らないため、市が責任をもって建設場所を決めるよう求められたところで
す。
　センター病院を始め、大規模な病院には、患者のみならず様々な方が大勢訪れることから、周辺地
域は活性化し、まちづくりの拠点になる可能性があると考えています。このため、市の内部においても、
担当の健康福祉部だけでなく、企画政策部、財務部、都市整備部等の関係課職員による検討チーム
を編成し部局横断的な検討を進めるとともに、政策監会議においても慎重な議論を重ね、センター病
院の改築を進める上での整備基本方針を以下のとおり定めました。
　①上越地域の回復期・慢性期機能の中核を担い、病病連携、病診連携の要としての役割を果たしな
がら、地域住民に必要とされる医療を提供する。
　②医療・介護・福祉の連携を強化し、センター病院を中核とする地域包括ケアシステムを構築する。
　③改築後においても、将来にわたり必要とされる医療を持続的に提供できるよう安定経営に努める。
　また、平成28年度に持続可能なまちの構築、いわゆるコンパクトなまちづくりに向けて策定した「上越
市立地適正化計画」との整合も図りながら、建設場所については、将来にわたってセンター病院を拠点
とするまちづくりを持続していくため、「機能と規模の持続性」、「病院を拠点としたまちづくり」、「経営の
安定性」の3つの視点を踏まえ、総合的に判断し、現在地での改築方針を決定したところです。
　ご意見にある現在地改築における工事等の困難さは認識していますが、平成14年にセンター病院の
南病棟（55床とリハビリセンター）を建設した際には大きな支障にはならなかったこと、県内の公立病院
においてももっと不利な条件で現在地改築が行われていることなどを踏まえ、十分に解決できるものと
考えています。
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パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№90 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

51-1

―

　有識者などの在り方検討委員会とは別に策定に向け、資料などを得ることを目的とした市民や職員
の新たなセンター病院に対する意見や要望などを把握するための事前アンケート調査などは実施され
ましたか？病院職員の思いは掲載されていますが。
　できることでれば無作為に配布できれば良いのでしょうけれども、費用などかかるでしょうからせめて
利用者、職員、各地域協議会へのアンケート調査などは必要ではないかと。
　無知で申し訳ないのですが医師のみならず介護施設における看護職員が足りないと聞くのですが、
今現在の病院は上越市内の看護専門学校や高校などの研修施設としての役割を果たしているので
しょうか？
安定的な人材の確保や定着へ向けて様々な面で対策を講じる必要があるのではないか。
　公共交通については利便性が比較的良い状況にある立地だと思いますが、高齢化社会の進展の中
で車の運転が困難な方が増えています。
　地域別の外来患者の割合なども変化することも予想されます。
　マイカーに過度に依存するライフスタイルそのものを変えていく意識啓発を含め、誰もが通院、看病、
お見舞い等ができるよう、地域の実情や変化に応じた公共交通サービスの提供とさらなる利便性の向
上を図るべきだと思います。
　病院や南高田駅にしましても、安全で快適な歩行者、自転車通行空間の確保、最低限のアクセシビ
リティやユニバーサルデザイン化への配慮は必要になると思います。
　新たな診療科目が追加されると聞いて気になったのですが、今現在は外来の待ち時間の短縮、プラ
イバシー、院内感染などの対策として予約システムの導入などなされているのでしょうか？

その他

　ご意見のようなアンケート調査は行っていませんが、議論の基となる資料やデータを得るために、入
院患者の入退院経路の動向や外来の地域別患者数、交通手段などを調査し、その結果を参考に基本
構想策定委員会で、センター病院の果たすべき役割や建設場所について議論をいただきました。
　看護師の研修については、市内の看護大学、専門学校から研修生を受け入れています。また、現時
点における看護職員については問題なく確保されています。
　まちづくりの観点からは、市の最上位計画となる「総合計画」に将来都市像として、「すこやかなまち
～人と地域が輝く上越～」を掲げるとともに、その実現に向け、まちの将来の姿や具体的な整備方針を
定めた「都市計画マスタープラン」、居住機能や福祉、医療、商業等の都市機能の立地、公共交通の
充実に関し、具体的に誘導すべき区域や施設を定めた「立地適正化計画」を策定し、まちづくりを進め
ています。
　このコンパクトなまちづくりを目指して策定した立地適正化計画との整合を図りながら、センター病院
の建設場所について検討を行い現在地で改築をする方針を決定しました。ユニバーサルデザイン化等
についてもより詳細な計画となる基本計画策定の際に十分検討していくこととしています。
　なお、センター病院を受診される際の予約については、原則として初診の場合は行っておりません
が、再診については行っています。



案件名 担当課
健康づくり推進課
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27ページ、33ページ、44ページ

　各地域の住民が身近に病院があればという思いでしょうが、選定にあたっての評価基準を定め公正
かつ透明性のある選定がなされたのでしょうが私個人の意見ですと今後の医療やまちづくりの観点か
ら考えますと交通の利便性が良い大貫周辺など中心市街地にある方が市民としても行政としても都合
が良いのではないかと思っていたのですが、ちなみに３候補地の他に候補地として挙がった場所はあ
りましたでしょうか？
　３候補地であれば現在地が無難でしょうが現在地で進めるにあたって特に何を重要として選定されま
したか？
　建設候補地はすべて要望があった土地とのことですが価格交渉を行った上で費用を比較されたので
すか？
　近年多発している大災害について。
　新たな病院は災害時の非常時に避難者や傷病者の受け入れが可能となる拠点的な役割は想定され
ていますか？
　現在地に建設することに対する懸念 としまして、周囲に木造住宅が多い、細い道路が多い、川が近
い。
　大規模洪水、火災、地震の発生の際は様々な障害も考えられますので被害を最小限に抑えるため
の整備も必要になるのではないかと。
　例えば、記載されておりますが南北二か所の病院へのアクセス道路の新設と拡張。
　災害に強い病院とする。電気設備や機器がパーになって医療機能が損なわれてはお話になりませ
ん。
　緊急時に使用できる自家発電設備、給水タンク、シャワールームなどの設置。
　病院や川の周囲に樹木を植えることでの洪水や火災の軽減など。
　立地を決めるうえで既に検討課題として議論されているでしょうが、様々な専門家によるシミュレー
ションを行うなどより慎重な検討が必要ではないかと。
　病院を拠点にした魅力あるまちづくりに向けてある程度余裕のある土地に建設し、増築や他の医療
関連施設などが建設できるような医療拠点的な整備が行えるような場所とすべきと考えるが現在地は
問題ないですか？
　500 平米以下の建築規制があるとはいえ先行的に土地を取得するなど新たな規制が必要になるの
ではないか。
　ただ近隣に商業施設がなく不便なとこもあるので場合によってはこの先臨機応変に対応する必要も
あるでしょうけれども。

その他

　建設候補地については、市内部及び平成28年度に設置した「上越地域医療センター病院の改築に
向けた在り方検討委員会」において、現在地を含め、市が保有する土地、また、要望があった複数の
箇所を建設候補地とし、その適正について議論、検証してきました。
　平成29年度に設置した基本構想策定委員会では、建設候補地の選定に当たり、最低限必要となる
面積を満たすことを条件として、現在地、上中田、大和6丁目の3か所を建設候補地と定めました。
　用地取得費の試算については、建設候補地が決まらない段階で土地所有者との価格交渉をすること
は適切ではないと考え、いずれも一団の土地として取得することを前提とし、上中田は分譲価格を、ま
た、大和6丁目は、路線価と取引事例価格を基に、それぞれ試算したところです。あわせて、現在地で
の改築も、現在の病院敷地の南側に接する私有地を追加取得する場合を想定し、他の候補地と同様
に用地取得費等を試算しました。
　災害時に傷病者を受け入れる病院としては、厚生労働省が定める「災害拠点病院」があり、市内では
県立中央病院がこの指定を受けています。センター病院では、災害拠点病院の指定は受けていませ
んが、非常用の自家発電装置などは備えてあり、改築に当たっては、洪水時に水没しないような配慮
などは当然検討していきます。なお、平成26年度に市が作成した洪水ハザードマップでは、現在地は
浸水深が0.5ｍ未満となっています。
　現在地においては病院の敷地として36,880㎡、南側に隣接する市有地が7,566㎡、さらに私有地が
7,822㎡あり、合わせて最大52,268㎡の土地があります。センター病院を中心とする医療・介護・福祉が
連携した魅力あるまちづくりに向け、現在地の広大な敷地の利用について、民間資金の活用も視野に
入れ、地域の皆さんの意見をお聴きしながら検討を進めていくこととしています。
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　周辺の景観と調和のとれた病院。某総合病院のように重苦しい外観にならないようにしていただきた
い。
　様々な面で最新の技術を 駆使した病院。
　アレルギー、防災、清掃の問題もあるので難しいかもしれませんが上越妙高駅の様に内装に上越地
域の杉材を使えないか検討していただきたい。
　安定的で迅速で適切な医療と、患者や家族の立場にたてる、寄り添える職員スタッフを確保、育て、
定着させるにはハードソフト含め、職員スタッフらが快適な環境で働ける、患者や看病する人が過ごせ
る病院を目指すことが大切です。
　勿論、地域や市民に求められる医療機能を安定的に供給することが最も重要ですので,財源や収支
など経営の観点からコストを抑えることも重要ですし十分理解できます。
　平成 22 年度から黒字を維持されていることは素晴らしいです。
　ただ心配なのが少子高齢化により人口の減少で病院の閉鎖が加速する懸念です。
　医師不足などもあり今後上越地域の病院がどの程度存続できるか予想が難しいです、長きにわたっ
て病院の機能が十分に発揮でき地域の中核病院として安定的な役割を担うことができる病院が求めら
れます。
　高齢者人口の増加や人口の減少などにしてもいつまで続くか分かりませんので時代、環境、ニーズ
の変化を的確に捉え対応のできる病院でなくてはならないと思いますので、どこの地域においても同じ
レベルの医療を受けられる体制を確立するためには合併後の人口動態を分析しそれらをベースとした
医療、介護、福祉その他医療関連サービスなどの供給体制の再構築が必要ではないかと考えます。
　現在も将来も、病院やまちが直面する課題を継続的に改善していくことができるよう持続可能な病院
とするにはどうすべきか？より慎重な議論を強く求めます。
　関係のない話かもしれませんが、労災の存続が危ぶまれていると聞いたのですが、労災に限らず病
院は地域にとって欠かせない存在です。
　どうか密に連携を図りこの危機を乗り越えていただきたい。

その他

　基本計画においては、本基本構想の内容の具体化に向けた検討を進めるとともに、基本構想におい
て課題になった事項等についても検討していきます。建物のデザインや構造などは、さらに先の基本設
計時に決定していくこととなります。
　将来の医療需要については、平成28年度に新潟県が策定した地域医療構想によれば、上越圏域全
体の病床数は、平成26（2014）年は2,373床となっており、いわゆる団塊の世代の方が75歳以上の後期
高齢者になる平成37年（2025）年の必要数を2,136床と推計していることから、差引237床が過剰になる
一方、機能別にみると、回復期病床は480床不足するなどと見込まれています。本基本構想の策定に
当たっては、これらの医療需要を踏まえて検討しています。
　また、平成14年に建設した南病棟は、今から23年後の平成53年に耐用年数を迎えることとなり、人口
減少が更に進行するとともに、地域の医療環境も大きく変わる可能性があります。南病棟については、
耐用年数を迎えた段階において、その時代に合った在り方を検討することにより、変化に応じた大規模
改修やリニューアル等が可能となります。
　人口減少と高齢化が進む中、医療等のサービスを継続的に提供していくためには、経営の安定性や
確実性は重要であることから、改築事業費の抑制に努めながら、市民が利用しやすく、病院職員が働
きやすい、より良い病院づくりを目指します。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№93 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

52-1

№94 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

53-1

№95 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

53-2

37ページ～38ページ

　センター病院の改築について現在地が最適です。
・建設費が一番安い事
・利用者が多い場所が現在地である事
以上で今回建設に関わる上越市の判断に賛成します。

記載済

　ご意見のとおり、センター病院の外来患者数については、近隣の方の利用が多いことを把握していま
すが、建設場所の選定に当たっては、①地域医療構想を踏まえた「機能と規模の持続性」、②医療・介
護・福祉の連携による「病院を拠点としたまちづくり」、③持続的なサービスの提供を可能とする「経営
の安定性」の3つの視点で総合的に検討し、現在地での改築方針を決定したところです。

37ページ～38ページ

　①財政面、利用実態から現在地改築が最も適している。

記載済

　建設場所については、①地域医療構想を踏まえた「機能と規模の持続性」、②医療・介護・福祉の連
携による「病院を拠点としたまちづくり」、③持続的なサービスの提供を可能とする「経営の安定性」の3
つの視点で総合的に検討し、現在地での改築方針を決定したところです。

44ページ

　②南側、北側からのアクセスについて十分に、また速やかに検討をすすめて頂きたい。

記載済

　病院へのアクセスの改善については、現在の北側からのアクセス道路を拡幅する方法や南側からの
アクセスとして、道路や橋を新設する方法があり、基本計画の策定過程で検討を進めることとしていま
す。



案件名 担当課
健康づくり推進課
地域医療推進室

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

上越地域医療センター病院基本構想（案）

№96 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

53-3

№97 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

53-4

№98 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

54-1

28ページ

　③駐車場の確保、駐車スペースについて、障害者高齢者の利便性を優れたものとしていただきた
い。

記載済

　駐車場については、外来患者数と職員を始め、入院患者の家族や業者の利用等も勘案した上で必
要な駐車台数を確保したいと考えています。あわせて、病院への動線を考慮した多目的駐車スペース
も整備するなど、利便性の高い施設となるよう検討を進めることとしています。

37ページ～38ページ

　ご意見のとおり、センター病院の外来患者数については、高田区の利用者が多いことを把握していま
すが、建設場所の選定に当たっては、①地域医療構想を踏まえた「機能と規模の持続性」、②医療・介
護・福祉の連携による「病院を拠点としたまちづくり」、③持続的なサービスの提供を可能とする「経営
の安定性」の3つの視点で総合的に検討し、現在地での改築方針を決定したところです。

　④今後も15町内との連携に配慮願いたい。

その他

　センター病院の特長をいかしながら、医療・介護・福祉の連携を発展的に強化し、センター病院を中
核とする地域包括ケアシステムの構築を推進していくために、より一層地域に根差した運営に取り組む
こととしています。
　15町内会との連携のみならず、引き続き上越地域医療センター病院促進協議会の68町内会の皆様
からのご支援とご協力をお願いいたします。

37ページ～38ページ

　上越地域医療センター病院の改築が現在地で行われるのは、センター病院の患者の実績が高田地
区住民の利用者が多いことからも近くに住む者にとっても誠に有難いと思います。

記載済


