月 日の 千葉 県議 会健 康福
祉常任委 員会において、日本共
産党・丸 山県議が、旭中央病院
の違法宿 日直により発生した不
払い賃金 問題等について質問し
ました。
丸山県 議は「医師の集団退職
が発生し 、大規模な救急患者の
受け入れ制限をせざる得なくなっ
10

月 日 には 、 「明 るい 会 」
と ともに 、県知 事要請 を行い ま
した。
永島書 記長は 県に対 し「旭 中
央 病院は 、規程 に基づ かない 分
限 免職、 不払い 賃金が 発生し て
い ること を労基 署に指 摘され て
も 当該職 員に支 払わな い、病 院
長 との名 刺交換 を求め る要請 団
を 警察を 呼んで 排除し ようと す
る など、 違法・ 無法の 限りを 尽
く してい る。公 的病院 である な

ているなど、旭中央病院の本 格
的な立て直しが必要になって い
る」と指摘をしました。その う
えで、「旭中央病院では、違 法
宿日直により不払い賃金が発 生
した。しかし、当該職員に過 去
分は未だに支払われていない 。
こうした明らかに本来払わな け
ればならなかった賃金は、当 該
職員にきちんと支払うべきだ 。
こういう違法行為が是正され な
いと、医療行為に影響が出る 」
と指摘しました。
県医療整備課長は「不払い 賃
金等の所管は労働基準監督署 に
なる。したがって、県として は
不払い賃金のことは把握して い
ないのでコメントは難しい」 と
逃げの姿勢を見せました。

ら 殊の外 、厳格 な法令 順守が 求
め られる 。千葉 県内の 公的病 院
が こうし た実態 である ことに 対
し て、千 葉県と して強 く是正 指
導 してい ただき たい」 と求め ま
した。続いて、宮本さん本人も、
声を詰まら
せながら、
収入が途絶
え、生活が
大変になっ
ている実態
12

しかし、
丸山県議の
「不払い賃
金含め、実
態をつかん
でいただき
たい」との
強い要請に、
最後は「働きやすい環境は 重要
だ。勤務状況、病院の対応 はう
を訴え、県に対応を要請しまし
た。
こ れに 対し 床並 ・ 商 工 労働
部次長は「個別の労使紛争に県
は関わらない」との見解を示し
ました。要請団は「そんな木で
鼻をくくったような回答をして
いる場合では
無い。旭中央
病院が病院と
して危機的な
状態に陥って
いるが、宮本
さんの事件に
見られるよう
に、病院の体
質によるものだ。県として真面
目に対応してもらいたい」と強
く求めました。
こ れに 対し 床並 ・ 商 工 労働
部次長は改めて「ご本人の要請
を含め、県として受けとめ、調
べたい。法律は守る必要がある」
との考え方を示しました。

月 日 時より、旭中央病
院との団体交渉を行いました。
労組 は「病院 は、宮 本さんに
問題行 動・傾向 がある ことを理
由にして分限免職にしているが、
病院と しての是 正をは かる研修
の実施 などがさ れてお らず、処
分のた めの処分 になっ ている。
旭市の 規程でも 、人事 院の指針
でも、 問題行動 ・傾向 があると
するな ら、処分 以前に 是正のた
めの研 修等の実 施が必 要とされ
ている 」として 、手続 的にも不
十分で 不当な処 分と改 めて撤回
を求めました。
病院 は「職場 の業務 中に、注

かがってみたい」と答 えざるを
得なくなりました。
千葉県は、旭中央病 院の事務
方のトップである事務 部長に、
県の職員を出向させて います。
また、旭市で取り組んでいる
「旭中央病院検討委員 会」の委
員として、医療整備課 長が参加

意・指導 はしてい る。研修 と銘
打ったものは実施していないが、
研修に準 ずる対応 はしてい る」
と強弁しました。
労組は 「『何を もって研 修と
するか』 等の空中 戦をやっ ても
埒が明か ない。具 体的にど うい
う対応を 取ったの か示して 検証
すべき」と求めました。
病院は 、これに 対し「見 せる
必要はな い」と拒 みました が、
労組の「 労組側が 、交渉の 中で
処分の手 続きとし て疑義を 表明
している 以上、誠 意を以て 実証
するのは 病院側の 義務だ。 誠意
を持って 交渉をす すめるつ もり
はないの か」との 追及に、 休憩
を取り労 組に示す ことを約 束し
ました。

していま す。「県は無関係」と
は絶対に言えないのが実態です。
千葉県 民の医療と健康を危う
くする、 旭中央病院の違法・無
法、デタ ラメな運営を改めるよ
う、千葉 県として責任を持って
是正指導 するよう、引き続き求
めていきます。
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10月10日
・地域チラシ百枚位戸別 配布
10月11日
・旭八時過ぎの駅前病院バス乗客、
運転手に対話とチラシ。チラシは1
0名七割方受け取り。病院の請負労
働者も組合に期待。(本日駅前で挨
拶して「団交」と告げると「頑張っ
て下さい」と両手で握手求められ
ました。)
・午前十日市場の新宅住宅地にチラ
シ80枚配布。
・昼、匝瑳市職労組にオルグ。病院
支部への日程取り次ぎお願いしま
した。
・午後、干潟駅より匝瑳よりにチラ
シ100枚位。対話二軒三名。子が
３月まで旭の検査科のお宅と対話

10

宮本隆ある日の活動日誌
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