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開催日／9月8日（土）・10月13日（土）
　　　　＊8月はお休みです。
時　間／いずれも午後1時30分～3時
場　所／豊田産業文化センター4階にて

豊田市議会議員　
おかだ耕一　090-1752-7529

弁護士に無料で相談できます。予約制ではありませんので、
しばらくお待ちいただくことがあります。ご了承下さい。あわせ
て、行政相談も実施しておりますのでお気軽にお越し下さい。

とよた市民の会 無料法律相談のご案内

お問合せ

・企画総務委員会　委員　
・公共施設機能検討特別委員会　委員
・議会課題検討特別委員会　委員　　
・海外視察検討委員会　委員　
・公選法運用委員会　役員

おかだ耕一　平成19年度議会役職

5月臨時会、6月定例会におきましてこれらに
選任されました。今年1年頑張ってまいります。

会派について
　おかだ耕一議員が所属していた新政クラブは、代表の篠田議員が勇退されたこと
により、3名以上という会派要件を満たさなくなり、会派は解消。このため、おかだ耕一
議員は今後、1人会派『とよた市民の会』として、活動する。「会派としての権利を認
められず、活動に制限はあるが、今まで同様、特定政党や既成組織に立脚せず、市民
の立場、市民の目線で考え、行動する無所属市民派議員としていいものはいい、悪い
ものは悪いと、はっきり主張する健全な批判・提言勢力を目指す」と力強く語った。

おかだ耕一議員へのゆるぎない支援を！
　さきの市議会議員選挙では、おかだ耕一に
対する格別なるご支援・ご尽力をいただき、立
派な成績で当選させていただきました。まこと
にありがとうございました。開票当時、みんなで

実感したあの興奮が、いまださめやらぬ思いがいたします。
　このうれしさは、ひとえにみなさまの温かいお支えの賜物にほ
かありません。しかし、今回の選挙結果に決して甘んじてはなりま
せん。そのためには、私たちは日ごろ疑問に思うことを、遠慮なく
彼にぶつけることがなにより肝要であります。このことが、さらに
彼を成長させる原動力となるからです。そして、彼の議員活動が
本格的に展開することによって、私たちの生活に密着した諸問
題がさらに進展することを期待したいと思います。これには、彼自
身のいっそうの研鑽、さらなる努力を求めるのは当然であります。
　おかだ耕一議員を私たちの真の代表として、これからも積極
的に支えていかなければなりません。私たちの「ゆるぎない支援」
が末永く持続されることを、お互いの合言葉とすることを誓い、
このたびの選挙のお礼にかえさせていただきます。ありがとうご
ざいました。

選挙対策本部長　中田重信

新政クラブから　とよた市民の会へ

３期目のおかだ議員に期待する
　まずは、3回目の当選おめでとう。7期28年間、
市議会で活動の場を与えていただいた立場
から、一市民の立場に戻り、これからのおかだ
議員の活躍に大いに期待しています。

　さて、私は長きにわたり、職域・地域の代表として、市民の立
場に立った市政改革、行財政改革を第一に考え、議員活動を
して参りました。
　しかしながら旧来から豊田市議会においては、こうした考え
は異端であり、少数派でした。私が一貫して取り組んできた豊
田市職員の給与水準の高さ是正や民間と比較し、あまりにも
高額な退職金問題、厚遇の市職員健康保険組合問題に対
してもそうです。今やこうした問題に対して私の後を引き継いで
取り上げてくれる議員は、おかだ耕一議員ただ一人となってし
まいました。
　私が直接、議会で市民の立場に立った市政改革、行財政
改革を取り上げ、改善を求めることはできなくなりましたが、私
の代わりに、おかだ耕一議員が頑張ってくれ、様 な々分野で豊
田市を改革されることを期待しています。

元豊田市議会　議長　篠田忠信

さらに変革する勇気と責任をもって3期目も挑戦し続けます！
　梅雨明けが待ち遠しい季節になりました。地域の皆様、後援会の皆様には、日ごろから議会活動、後
援会活動に対し、ご理解、ご協力いただきまして誠にありがとうございます。
　おかげさまで4月22日執行の市議会議員選挙には、多くの皆様のお世話になり4,342票という大変重
みのある票をいただき、3期目の当選をさせていただきました。ありがとうございました。
　今後も市民の目線で、市民の立場で考え、是々非々の立場を貫く、無所属の市民派議員として活動し
てまいります。今後ともご指導、よろしくお願いいたします。

　さて、改選後、初の定例会となる豊田市議会6月定例会が、6月8日から26日までの会期
で開催され、平成19年度豊田市一般会計補正予算など重要な案件が審議されました。
また、今後、市庁舎の建替え問題、地域医療センターの新築移転問題等、市民の皆様と
大いに議論しながら進めていくべき案件も多くあります。
　今後もさまざまな問題に対しまして皆様と一緒に考え、活動したいと考えております。
どうか今後とも、変わらぬご支援、ご指導よろしくお願いいたします。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田市議会議員　岡田耕一
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ようこそ  とよた市民の会へ
 ～ 変 革 す る 勇 気 と 責 任 ～

議会報告 No.27

1、新生児の命を救う救急医療体制を　　　　　　　（答弁は向井仲消防長、鈴木福祉保健部長）

質問

質問

質問

答弁

質問

答弁

答弁

答弁

質問

答弁

質問

再質問

再答弁

平成19年6月定例会
おかだ耕一議員の
一般質問とその答弁

　新生児の医療は、母子をともに守る周産期母子医療として支援がされている。
愛知県では、地域の医療機関と高次医療機関が連携した周産期医療情報シス
テムを整備・運用している。豊田市では、新生児集中治療室（NICU）18床、回復
期治療室（GCU）12床を持つトヨタ記念病院が地域周産期母子医療センターに
指定されている。妊婦、胎児・新生児の異常や緊急事態に最適な医療を確保する
ためには、産科・小児科の一貫した総合医療体制と適切な搬送体制が必要だが、
実態は搬送体制に不備な点がある。幼い命を救うためにも早急な整備を望む。

　以下は、本年4月にあった実話である。市内のある産科病
院で出産された新生児が呼吸困難になり、担当産科医はト
ヨタ記念病院（以下、T病院）に連絡したが、NICUが満床で、
受入れできなかった。次に春日井市の愛知県心身障害者コ
ロニー中央病院（以下、C病院）の新生児科に受入れ要請
したが、「NICUに余裕はあるが、C病院が保有する新生児搬
送専用救急車が出動しており、救急車は出せない。搬送して
もらえれば、受入れ可能」という回答をもらった。
　その産科医は、T病院が保有する新生児搬送用保育器（以
下、搬送保育器）を借用し、C病院へ搬送することを考え、T
病院に対して、搬送保育器の借用をお願いした。しかし、T病
院からは、貸出しできないという回
答で、「搬送保育器がないばかりに、
このままでは新生児の命を救うこと
ができない」と、悩まれた。結局は「搬
送保育器を貸せないが、まずは、新
生児を受入れる」というT病院の英
断により、事なきを得た。
　産科医は「こうした事態は、たま
たま起きたのではなく、今後も増え
る可能性がある」と指摘する。

新生児搬送の現状
　　　T病院でのH17年のNICU全入院患者数のうち院外
からの搬入数は86件だが、加茂病院への搬送も含め、豊田
市全体における最近の重篤な新生児の搬送状況は。
　　　本市におけるH18年の新生児の搬送人員は87人。
搬送先はT病院が70人、市外病院が17人。市外病院17人
のうち6人はT病院（5）、加茂病院（1）からの転院搬送。
　　　現在、本市では新生児搬送用保育器、および専用
救急車を保有していないが、今まで、必要はなかったのか。
　　　現在の搬送システムで新生児搬送の対応ができて
おり、専用の救急車や保育器の必要性はなかった。

豊田厚生病院の対応は？
　愛知厚生連加茂病院は豊田市にとって市民病院的病院
と位置づけられている。そして、移転新築工事も順調に進み、
まもなく豊田厚生病院として、開院する。

　　　加茂病院には現在、3床のNICUがある。近年の加
茂病院のNICUの利用状況、重篤な新生児の搬入状況、お
よび加茂病院での搬送保育器の保有状況は。
　　　延患者数は、H18年度は113人。他院から加茂病
院への搬入は、ほとんどない。搬送保育器は1台保有し
ている。
　　　市民病院的病院として位置づけられ、約100億円も
の補助金も出し、建設中の豊田厚生病院にもNICUが整備
されるが、産科病院等から新生児を搬送する場合、問題なく、
受入れられるか。
　　　重症児は、地域周産期母子医療センターに指定さ
れているT病院等との連携・役割分担している。豊田厚生
病院では、軽症で、2000g以上、かつ35週以上の新生児は、
受入れ可能だが、基本的に受入れができない。
　　　　地域周産期母子医療センターであるT病院の
NICUの受入れが困難な時には市民病院的病院である豊田
厚生病院のNICUに搬送できる体制がとられるべきだと思うが、
どうか。
　　　　想いは理解できるが、この分野は人材確保と機器
の確保など、専門性が高い。ご理解をいただきたい。

新生児搬送用保育器の配備を
　　　搬送保育器は携帯用の簡易なものから人工呼吸器
等を装着しているものまで様々な形態のものがあるが、重篤
な新生児のための搬送保育器を配備する経費は。またC病
院が保有する新生児搬送専用救急車の導入経費は。
　　　搬送保育器は、
その機能により150万円
から250万円程度。高規
格救急車は資器材を含
めて1台約3,000万円。C
病院がH17年に購入し
た新生児専用救急車は
バンタイプで約700万円。
　　　群馬県では、ぐんまこども未来プロジェクトで、搬送保
育器整備として、H19年度から2カ年で10の医療圏ごとに1
台ずつ整備する方針で今度は6台、900万円を予算計上して
いる。愛知県の搬送保育器整備計画は。

コロニー中央病院が保有する新生児用救急車

最新の新生児搬送用保育器　
写真提供：アトムメディカル社

この地区の地域周産期母子医療センターに指定されている
トヨタ記念病院



3

2、小児科医による休日、夜間診療の実施を　　　　　　　　　（答弁は鈴木福祉保健部長）
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答弁

質問

答弁

質問

答弁

質問

答弁

質問

答弁
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再々答弁

再質問

再答弁

　現在、本市では、豊田加茂医師会が運営される休日救急内科診療所において、休日の
９時から17時まで内科・小児科系の医療機関の医師が交代で診療している。しかし、必ず
しも子どもの患者が小児科医に診察されるとは限らないし、夜間は実施していない。小児
の２次救急は輪番制で加茂病院等が対応しているが、個人では実施医療機関がわからな
い。小児科医に話を伺うと、「具合の悪いお子さんを内科医が診療することは難しいので
はないか」と言う。岡崎市、豊橋市では、小児科医による休日、夜間診療を実施している。

休日診療所の現状
　　　現在、豊田加茂医師
会が運営される休日救急内科
診療所にて交代で診療されて
いる医師のうち、内科医、小児
科医はそれぞれ何人か。医師
はどのくらいの周期で担当が
廻ってくるのか。
　　　休日救急内科診療所で診療にあたる医師は68人。そ
のうち内科医は56人、小児科医は12人である。診療日数は、
年間70日程度で、平均年1回程度担当されると聞いている。

市に想いはあるのか
　　　豊田市として小児科医による夜間・休日の診療を実
現したいという想いはあるのか。また、その想いを医師会等へ
伝えたことはあるか。
　　　夜間や休日の急病、けがなどに対応する第1次救急
医療においても、小児科の専門医による診療を受けたいと
いう市民の要望は承知している。ただし、課題が大きく、実
現は大変困難な状況。医師会にも、市民の要望は伝わって
いる。医療対策懇話会等において、休日・夜間の時間外診
療をはじめとした救急医療体制の充実についての検討を
重ねているが、進展がない。
　　　岡崎市、豊橋市で実施し
ている小児科医による夜間・休日
の診療が本市で実施できない理
由は何か。
　　　医師、看護師などのスタッ
フの確保の見通しが立たないこと
が理由である。

　　　　ただいまの答弁では財政的な問題はないと理解した。
では、医師会サイドの協力が得られれば、実現したいというこ
とでいいのか。
　　　　ある程度の負担については覚悟している。看護
師については労働基準法が影響するので理解いただきたい。

　　　いきなり全ての夜間・休日の診療が無理なら、まず第
一歩として夜間だけ、または、休日だけの実施でも無理か。
　　　先ほどの回答と同様、人材に余裕がないと考える。

開業医、大学への協力要請は
　　　　現在、休日救急内科診療所の小児科医は12名で
年に1回程度、担当している。例えば、休日診療所の診療か
らは、小児科医は外してもらい、小児科のみ月に2回の日曜日
を開設する。そして、年に24日分を12名でまわす。これなら1
人あたり年に2回。毎週、開設なら年に4回の担当。こうした
お願いでもできないか。
　　　　ご意見については、豊田加茂医師会に伝える。
　　　　　本市が地域医療センターでお世話になっている
藤田保健衛生大学や加茂病院、トヨタ記念病院と関係の深
い名古屋大学にもお願いし、年間のうちに何日か、小児科医
を派遣してもらうようなことはできないか。
　　　　　いろんな関連がありますのでよろしくお願いします。

　　　県には搬送保育器を保有する計画はないが、現在、
地域周産期母子医療センターに指定されている病院が保
有している。
　　　福島県いわき市がH19年度予算として『子育て環境
の整備』のために新生児搬送用保育器設置事業として427
万円を計上。本市でも搬送保育器、または新生児用救急自
動車を配備すべきだ。本市の整備計画は。
　　　現在、本市として搬送保育器の整備計画はない。
現在の新生児の搬送システムと需要を考慮し、関係医療
機関からの借用等も含め、新生児搬送システムのあり方を
検討する。

　　　　市域、人口を考えれば、市の責任において重篤な
新生児のための搬送保育器を最低2台は、早急に配備すべ
きだ。幸い、財源としては県課税として計上していた大規模
償却資産の市課税分が20億円以上もある。トヨタ記念病院、
加茂病院からの借用シ
ステム構築とともに市に
よる配備をすべきだ。
　　　　借用も含め、
いろいろ研究し、必要と
判断すれば、取得したい。

診療所名

運営
診療時間

小児科医の確保・
派遣大学

小児科受診者数
市の財政負担

岡崎市医師会公衆衛生センター・
夜間急病診療所
岡崎市医師会
休診日なし。20時～23時

市内の開業医による輪番制および
名大、名市大、愛知医大から
小児科専門医
6,943人
6,081万円

豊橋市休日夜間急病診療所

市からの委託で豊橋市医師会が運営
休診日なし。平日夜間20時～23時
休日9時～19時
平日は小児科開業医による輪番制。
休日は開業医、
名市大から小児科専門医
14,936人
2億8,594万円

〈H18年度 小児科医による夜間・休日の診療状況〉

岡崎・夜間急病診療所内の小児科専用診察室

コロニー中央病院にて説明をいただく

常時小児科医がいるわけではない豊田の
休日診療所

小児科医配置を告知するポスター
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三菱東京ＵＦＪ銀行  豊田支店（普通） １１１３８１５　おかだ耕一後援会
郵便振替　口座番号 ００８２０-９-２０５０６１　おかだ耕一後援会

カンパいただいた方は通帳にはお名前しか表示されません。お礼を申しあげたいため、ご一
報下さるようお願い致します。※政治資金規正法により、おかだ耕一後援会は、企業・労働組
合等の団体からの寄付は受けられません。

おかだ耕一を支えるカンパは下記へお願いいたします

◆別表1

内容

選挙事務所費

通信費

ポスター印刷

はがき印刷

新聞広告料 

選挙カー看板

文具費・雑費

食料費

選挙カー借上料

実質支出

金額

628,492

21,260

69,930

52,500

105,000

100,000

61,495

104,956

22,050

1,165,683

　　　備考

借上料、電気工事他

電話料金

自己負担分　222枚

5000枚

地元紙2紙

両面テープ他

食材費、飲料水

公費負担差額

◆別表2　公費負担金　

内容

選挙カー借上

選挙カー運転手

燃料代

選挙ハガキ郵送

ポスター印刷

合計

申請額

107,100

87,500

19,868

100,000

182,070

496,538

上限額  

107,100

87,500

51,450

100,000

559,504

905,554

市議会議員選挙収支報告 後援会活動を除く選挙費用をご報告いたします（別表１）。また、選挙公営という選挙費用の
一部を税金で負担していただく制度もあり、（別表2）のように血税を使わせていただきました。

選挙期間を含め、多くに皆様にご浄財を頂戴いたしま
した。ありがとうございました。おかだ耕一後援会に計
上させていただき、今後の活動に使用させていただき
ます。19年度の後援会の収支報告は、20年4月頃を
予定しております。

 備考

7日分

149㍑

2000枚

578枚

　ひまわりの中継で岡田君の質問を観ていて、四男を救急車で
搬送してもらった時がよみがえってきた。自宅で、様子がおかしい
と気が付いても新生児を救急で診てもらえるか分からず、取り敢
えず市内の産科病院で産んだので自分で車を走らせた。受付で
様子がおかしいから早く診て下さいとお願いしても、診てもらえず。
呼吸も苦しそう…。医師にどうしてこんな状態になるのかと聞い
ても分からないと言われた。専門医にあとで四男のこの状態は
病気左心抵形成症候群のショック状態だと教えられた。産科病
院での処置が四男にとって良くなかった。加茂病院へ救急車で
行き、病気がわかり名古屋の中京病院へまた救急車でいった。
　岡田君が言っていた、搬送用の保育器がなかった…。女性
の医師が怒鳴る様に今すぐ空けて下さいと言っていた。産科病
院での対応とは違い、私はありがたい思いだった。一時間近くか
かる道のりを保育器をのせたストレッチャーが救急車のストッパー

とサイズが合わないので、救急隊員の人が二人でずっと支えてく
れた。心電図をチェックしたり、運転している人にどんな小さい段
差でも超える時は教えろと強い口調で言っていた。私も支えます
と言ったら、お母さんは声をかけてあげて、僕達がしっかり持って
支えるから何があっても離さないから任せて下さいと言ってもらえ
た。ストッパーが保育器用のストレッチャーだと合わない事も少し
驚いた。
　適切な病院へ最初から行き、搬送する時すぐに対応出来る
状態であれば助かる命もあると思う。新生児を過ぎても子供の
病気はやはり内科医では分からない事も多い。二男も10ヶ月の時、
流感で年末だったので小児科が空いてない時があり、内科医へ
行き状態が悪くなって死にかけた。頑張って、私みたいに子供を
亡くす人が少しでも少なくなる様にお願いします。

（美里　Sさん）

＊友人からメールをいただきました。本人の承諾を得て、固有名詞が特定
　されるものは一部手を加え、掲載させていただきます。友人からのメール

おかださん、
当選してからが本当の勝負ですよ
　　　　      三軒町　小笠原　輝美
　私はおかだ耕一さんが2000年に市議
に初当選する以前から、市政を考える仲

間としておかださんを応援してきました。そして、いつも思うの
ですが、おかださんの選挙は毎回大変です。大きな政党や組
織の支援がないので、地元の方や市内・市外の支援者の方
一人一人が必死になって、まさに「苦闘」といった感じでおか
ださんを支えてきました。それだけに見事当選を果たした時は、
心からうれしさがこみ上げてきました。
　しかし、議員は当選してからが本当の勝負どころです。4年
間という期間を市民のみなさんからいただいたということ、これ
は大変重みのあることです。また、おかださんは、すでに2期7

年間の議員活動を経験していますので、これを生かして、さら
に市民の立場で幅広く活動してもらいたいと私は強く思って
います。
　そのためには、私たち市民が、選挙の時だけでなく日常に
おいても、おかださんとともに活動し、支えていく必要がありま
す。私はおかださんを「先生」と呼んだことがありませんが、そ
れは今でも一緒に市政を考える仲間だと思っているからです。
私は、この会報づくり・配布にも関わっていますが、それは一
人でも多くの人に「おかだ耕一と一緒に市政を考える仲間」
になってもらいたいからです。地味な活動ですが、この思いは
着実に伝わってきていると実感しています。
　今後とも、この会報を通じて、市民のための市政をみなさん
と一緒に実現させたいと思います。

ご支援ありがとうございました。
　　　　　　　　選対スタッフ一同


