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12 月議会一般質問 
 
平成 15 年度 12 月議会一般質問内容（クリックすると内容がご覧いただけます）： 

１． 下水道使用料改定案に関連して 
２． 合併問題について 
３． 大垣市民病院の問題について 
４． 平成１６年度予算編成で次の２点を予算化してください 
 
１． 下水道使用料改定案に関連して 
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 この 12 月議会に下水道使用料の改定案が出されました。これに関連して、５点について

質問いたします。 
 下水道使用料の改定案では、基本使用量０～１０㎥は、１０００円で変更なし。使用水

量が１１～１００㎥の使用料は 1 ㎥：５０円から７０円へ、１０１㎥以上の使用料は５５

円から８０円に引き上げるというものです。そしてこの値上げの理由は、下水道債残高が

３５７臆円に達し、その償還額が増えているため、一般会計からの繰り入れが増加してい

るため、というものでした。 
 これについて、市民の方からご意見をいただいておりますので読上げます。 
 
・「値上げの理由として、使用料収入が伸び悩み、設備施設の維持管理費の増加や下水道債

の元利償還額の増加に追いつかないとあるが、そもそも使用料がどのように推移し、維持

管理費や償還額がどのように増加するか予想していたのではないか。その計画性に問題が

なかったか、検証が必要」と言うご意見です。 
 
そこで、以下の点について質問いたします。 
 
１．下水道使用料の値上げ案に対する理由として、元利償還額が年々増加しているためと

ありますが、なぜこんなに償還額が増えたのですか。 

回答：本誌の下水道事業は、昭和 30 年 3 月に事業認可を得て整備に着手し、数次にわたる

変更事業計画により、平成 14 年度末には整備面積 2,504.9ha、人口普及率 69.0％となりま

した。平成 15 年度からは、第 8次変更事業計画に基づき、整備区域の拡大に努めておりま

す。 

 これらは、市民の皆様の強いご要望により、市の重点施策の一つとして整備拡大を図る

とともに、下水流入量の増加に伴う平成６年度からの処理場の増設などにより、下水道債

の借入額が増加してまいりましたので、現在、元利償還額が増えております。 

再質問：今回の使用料値上げ案の理由は H５年から 11 年にかけて積極的に下水道建設工事
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を行ってきたため、その元利償還金が開始され、借金返済が膨れてしまったためというこ

とです。 
その当時、政府は景気高揚策として公共事業に補助金をどんどん投入していた時です。そ

の結果,大垣市のその当時の下水道建設費は当初予算より大きく膨らみ、下水道債も当初予

算より大きく膨らんでいました。例えば平成 ６ 年度の当初予算では下水道債が 19 億 5
千万円  と計上されていましたが、決算では 27 億 9800 万円 と 8 億 5 千万円 も上

積みされていました。こういったことが数年続いたわけです。その借金の返済が始まり、

汚水処理費の資本費の割合が増えてきたわけです。この状態が改善されるには、今しばら

くかかるわけです。なぜなら平成 21 年度まで下水道建設は続くわけで、下水道債は増え続

きます。 
一方、使用料収入は、ここ数年の水洗化率の低下からみて、下水道を整備しても 7 割程

度の人しか加入していない状況があります。主に経済的な理由ということですが、すぐに

は利用料収入が好転するとは考えられず、しばらくこのような状態がつづくことが予想さ

れます。 
こうした状況の中で、下水道債元利償還金である資本費の財源をどこに求めるか、とい

う問題になります。資本費の中には、割合は多くないかも知れませんが、光ファイバー工

事の金額も含まれます。この事業で直接下水道事業に関わるのは、工場排水の自動監視装

置による水質検査ぐらいで、光ファイバーの容量からするならば、極一部です。しかも一

般家庭の利用料に転嫁させる対象ではないと考えます。光ファイバーを多目的に活用し、

そこからの収益を下水道債の資本費の財源にあてるというのはいかがでしょうか。 
 
２．下水道債の中には光ファイバー工事費が入っていますが、光ファイバーを接続したと

ころはどこですか？また、光ファイバーの工事がなぜ下水道債に含まれ、使用料で賄う対

象にするのですか。 

回答：下水道光ファイバーにつきましては、平成 8 年度から旧建設省の「下水道管理高度

情報化モデル事業」として、特定事業場排水の水質監視、下水道施設の監視制御用として

整備したものでございます。本施設は、単に下水道事業としての活用だけでなく、教育・

防災情報に利用されております。 

 

３．「使用料収入の伸び悩み」についてですが、資料１の下水道整備人口と水洗化人口の推

移という図をご覧ください。これは市がだしている「市政のあらまし」の下水道の普及状

況の資料から図に表したものです。この折れ線グラフですが、水洗化率が年々下がってき

ています。水洗化率とは下水道管が引かれている地域の人口に対して下水道を利用してい

る人口の割合です。年々下がって平成 13 年度は 80％に落ちています。棒グラフはその年に

下水道管を布設した地域の人口と下水道に接続した人口です。ここ数年は下水道に切り替

えている人口は 7割程度にとどまっています。その理由はなんですか。 
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回答：毎年実施しております未水洗化世帯に対するアンケートや、下水道普及員による聞

き取り調査によりますと、「工事資金の不足」「資金確保が難しい」等、経済的理由が最も

多くなっております。 

 

４．一般家庭の小口使用者と企業など大口使用者の料金の問題です。資料２をご覧くださ

い。くぉ９月の議会で、大垣市の下水使用料は県下でも一番安いと、資料が提示されまし

たが、確かにこの資料をみると、県下の他の市と比べると大垣市は一番安いところにラン

クします。しかし、使用水量３０㎥までの一般家庭と使用水量５００㎥の企業など大口使

用者との差をみると、累進率は大垣市が一番低いわけです。２０㎥使用者の料金差は５０

０円程度ですが、５００㎥の大口の利用者の使用料金が大垣市は２７５００円ですが、岐

阜市で５４６５０円、高山市で８１２５０円、多治見市で１０３８００円と大口の使用者

は大垣市の何倍も高い料金を払っています。料金改定を行うなら、大口使用者に対しせめ

て他市なみの累進率にしてはいかがでしょうか。 

回答：大量排水については汚水処理経費の増加要因になることを考慮し、累進使用料体系

を採用しているところでございます。現行の下水道使用料体系は、基本水量 10 ㎥までを覘

き、100 ㎥までは 1 ㎥ 50 円と 101 ㎥からは 55 円で、累進度は 1.10 でございます。改正案

では 1㎥あたり 70 円と 80 円とし、累進度を 1.14 に引き上げるものでございます。 

再質問：大垣市は工場排水など大口利用者の使用料が他の市と比べると大変安く、利用料

金の改定については、大口利用者の料金、特に工場廃水についいては、せめて他市並の料

金に調整すべきと考えます。 
 

５．汚水処理経費とその財源の問題です。資料３をご覧ください。平成 14 年度の汚水処理

経費とその財源をあらわしたものです。下水道課の説明では「汚水処理経費（維持管理費

と資本費）は原則的に使用料ですべて賄う」とありますが、ランニングコストである維持

管理費は使用料で賄うのは妥当と考えますが、資本費（つまり下水道債の元利償還金）ま

で使用料ですべて賄うというのはいかがなものでしょうか。企業会計になっている岐阜市

の下水道事業の財政計画をみますと、資本的支出と収益的支出を分け、資本的支出の財源

には直接使用料収入は入っていません。 

資料３の図は、平成１４年度の下水道事業の支出である汚水処理経費（維持管理費と資

本費）とその財源の内訳ですが、これをみると、維持管理費は使用料収入の範囲内で押さ

えられています。また、一般会計からの繰り入れの中には、下水道整備などを目的とした

都市計画税が当てられているはずです。財務課で聞きたのをもとに計算したのがこの金額

です。一般会計からの繰り入れ金の約５０％ちょっとが都市計画税になると思います。 

下水道や合併処理浄化槽など汚水処理事業は、きわめて公共性の高いものです。社会の

インフラ整備としての資本費の財源は、使用料負担というよりは、都市計画税と一般財源

等の適正な配分で行なうべきと考えますがいかがなものでしょうか。 
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回答：国の第 5 次下水道財政研究委員会の提言に「汚水処理経費のうち、公費で負担すべ

き費用を除き、使用料対象費用とするべきである」とあり、下水道使用者負担の原則に沿

って、使用料で賄うものと考えております。しかし、現状では難しく、都市計画税を含め

一般会計からの繰り入れを得ており、少しでも繰り入れを減少させるために使用料の改定

をお願いするものでございます。 

再質問：一般会計の繰入額が大きくなっている点についてですが、一般会計の繰入額は都

市計画税と一般財源等で占められています。税金の使い方で問題になるのは、この「一般

財源等」の割合が増えることです。資本費が負担の大きいここ何年間は都市計画税の割合

を増やすなどで対処されることも必要と考えますがいかがでしょうか。 
 

 

２． 合併問題について 
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合併に伴い、住民のサービスや負担の格差の調整が進められていますが、ここでは市民に

とって大きく影響がある国保料とごみ問題について質問します。 

 

１．まず、1点目として、国民健康保険料ですが、調整案では国民健康保険料の賦課方式を

「所得割と均等割の２方式とし、所得割５０％、均等割５０％にする」というものです。

現在、大垣市は４方式で、応能負担６５％、応益負担３５％の割合です。今回の調整案で

国保料のシミュレーションを行いますと、資料４で明らかなように、低所得者で家族が多

いほどアップ率が高くなります。国保料の滞納者は年々増加しており、短期保険証や資格

証明書の発行が増えており、この調整案ですます矛盾を深めるになりませんか。 

 次に、市民に直接影響あると思われるごみ問題ですが、今はごみ無料の処理券が配布さ

れていますが、調整案では指定ごみ袋を買うための引換券が配られるということです。こ

の引換券で購入できるごみ袋の枚数は、今配布されているシールの枚数より、多くなる家

庭もあり、ごみ減量化にはつながりません。また、定着してきたゴミだしのシステムを変

えることにより、新たな手間と時間がかかります。 

 以上の問題を大垣市としてはどう対処していくおつもりかお答えください。 

回答：国民健康保険の取扱いにつきましては、低所得者や世帯人数が多いほど、負担が多

くなるのではないかとのご指摘でございますが、軽減制度もございますので、必ずしもそ

のようになるとは考えておりません。また、ごみ処理の方法につきましては、指定ごみ袋

制を導入し、袋代の実費負担をいただく調整内容について、協議が進められているところ

でございます。本市といたしましても、これまで取り組んでまいりました、ごみの減量化、

再資源化などを校了しながら、慎重に協議をいたしております。 

 

２．新市まちづくり計画（案）の中から、新市主要施策について、 

 １２月２０日より、合併に関する住民説明会が始まります。と、先日の合併協建設小委
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員会でこの説明会に提出するため新市建設計画案や財政計画案が審議されていました。こ

の小委員会でも問題になっていましたが、新市の主要施策の事業名が出されていましたが、

これを実施するのにどれだけのお金がかかるのかまったくわかりません。財政計画で出さ

れている費用で可能なのか、具体的に事業名と費用を明らかにしてください。特に、大垣

市として合併協議会に出した、建設事業名と費用の概算を明らかにしてください。  

回答：まちづくり計画（案）の主要施策につきましては、各市町がそれぞれ計画する主要

事業をもとに、新市建設計画小委員会において、新市の主要施策として検討されているも

のであります。その実施にあたりましては、新市において、総合計画の策定の中で事業費

等を含め、具体的な検討がされることになると思います。 

 

３．１００人委員会の答申がでました。その中では「「小さな自治」のしくみとその実現方

法」という提言がだされましたが、大垣市長はこの提言をどのように受け止められたか、

お聞かせください。 

回答：「小さな自治」の仕組みにつきましては、地域の均衡ある発展を推進するための地域

審議会とともに、合併にともなう広域的なまちづくりへの対応からも、大切な検討課題で

あると思います。 

 
 

３． 大垣市民病院の問題について 
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 大垣市民病院の問題については、多くの市民の方から意見が寄せられています。この中

から、今回は、付き添いにかかわる問題と差額ベッドの問題、そして退院時の問題につい

て、お聞きします。 
 
 
１．まず、付き添い家族の問題です。 

ある市民の方から、市民病院に家族が入院したとき、「完全看護なのに付き添いを要求さ

れた」と訴えがありました。そして、「また「８１歳の患者さんに７５歳の妻が付き添う老

老介護の姿をみた」といった話もありました。 
大垣市民病院の事業概要を見ますと、２：１の基準看護を取得した平成 12 年の看護師の

数が７１８名と最高ですが、その後の推移をみますと、この３年間で３９人も減っていま

す。まさか、看護師の数が２：１の配置基準に満たしていないということはないと思いま

すが、最高の配置基準で、付き添いを前提とした実態がまだあるのであれば問題です。そ

こで、お尋ねしますが、現在付き添い人はどれだけいますか、お答えください。 
また、付き添い家族の駐車場ですが、無料駐車場が３箇所あってもいつも満車で、有料

駐車場に入れたため４０００円支払ったという話があります。付き添いのなかには月ぎめ

で独自に駐車場を借りているといった話もききます。・・・ 
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付き添い家族の駐車場はどれだけ確保されていますか。先ほど紹介しました事例のよう

に、無料駐車場がなく、有料駐車場を利用したとき、払い戻しはできませんか。お答えく

ださい。 
回答：付き添いに関わる問題についてでございますが、重症の患者さんや小児の患者さん

で、家族から付き添いの申し出があった場合には、主治医が判断し許可しておりますが、

12 月 3 日現在では、55 人でございます。付き添い者用を含めた無料駐車場は、194 台確保

しておりますが、この駐車場は、来院者がどなたでも利用できますので、満車の場合もご

ざいます。やむを得ず有料駐車場を利用された方の駐車料金を無料に、とのご提言でござ

いますが、お見舞いの方と、付き添い家族との区別がつきにくい状況もあり、今後の検討

課題とさせていただきます。 
再質問：今回、取り上げたのはすべて市民の皆さんの声からでしたが、その背景には、市

民病院に入院している患者さんの多さ、それに対応する病院側の現状と問題などが少し見

えてきました。 
平成 14 年度の大垣市民病院事業報告書では、一般病床の利用率９７．２％とあります。

これは何を意味するかといいますと、一般病床８４２ベッドのうち８１８ベッドが常時ふ

さがっていて、空いているのは 2４ベッドだけということです。これは、各科の病棟で空い

ているベッドは１床か２床のみで、まず大部屋のベッドは満床、有料の個室しか空いてい

ないことになります。 
更に、この平成１４年度の事業報告書を見ますと、患者さんの入院日数、平均して１８．

９日です。厚生労働省は平均入院日数を１７日におさえるように言っているそうですが、

この３年間、年々入院日数が短くなっており、大垣市民病院はこの目標に近づいていると

いえます。これは、ベッドの回転率や利用率が大変よく、効率の良いベッドの使い方をし

ています。その分、患者さんの入れ替わりは激しく、そこで働いている看護師さんの負担

は相当なものと予想できます。このような状況下で、付き添いの問題や差額ベッドの問題、

そして退院をせまられる問題が起きてきているということです。 
さて、付き添いの問題ですが、ご答弁では、市民病院の付き添いの数は５５名というこ

とですが、これは付き添い願の書類を書いた人のみで、書類を書かないで、毎日通いで付

き添っている人を数えるとこの数ではすまないでしょう。ある人は、術後１週間は付き添

って欲しいといわれたということです。先の事例で紹介した４０００円の駐車料金を払っ

た方も、術後 2 週間は娘と交互に付き、その後は、毎日病院に通っていたということです。

もちろん、付き添い願いといった申請書は出してはいません。現在、別の病院に転院して

おられますが、そこでは家族の付き添いに限り、病棟のナースステーションで証明書を発

行してもらい、駐車料金は無料とのことでした。 
家族としては、看護師さんたちが忙しく走り回っていると、見るに見かねて、付き添わ

ざるを得ないというのが実状のようです。 
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２．差額ベッドの問題です。これも、訴えが出ていますので、紹介します。 
事例１）集中治療室から出たとき、ナースステーションに近い２人部屋を進められ、差額

ベッド代を請求された。 
事例２）こどもが高熱で痙攣をおこし肺炎だということで、入院を勧められるが、個室し

かないといわれ、有料の個室に入る。 
事例３)もう 1 人の方も緊急入院になった例ですが、この状態では自宅に帰すわけにはいか

ないと、部屋がないから個室を勧められ、後から請求書がきて、9000 円の部屋だったと分

った。 
厚生労働省は、差額ベッド代を請求できない基準を明らかにしています。①同意書によ

って、患者さんに確認をとっていない。②「治療上の必要」で移したとき。③病棟管理な

どの必要から患者の選択ではなく、移したとき。の３つの場合は、差額ベッド代は請求で

きません。「治療上の必要」とは、救急患者、術後患者など病状が重篤なため安静を必要と

する人。また、常に監視が必要で、適時適切な看護や介助を必要とする人。また、免疫力

が低下して、感染症にかかるおそれのある人、集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦

痛を緩和する必要のある終末期の人。これらの場合同意書があっても払う必要はないとし

ています。 
そして、病棟管理の都合とは、「ほかのベッドが空いていない」と個室を勧められたとき

などです。今紹介しましたこれらの事例は、この厚生省の通知に照らして、「病棟管理上」

「治療上」の必要で個室に入室させたケースに当てはまるのではありませんか。 
回答：当院では、差額ベッド、いわゆる個室などの特別室については、現在 257 床を所有

し、入院患者さんのご希望で、「特別室使用申込書」の提出を受けて、ご使用いただいてお

ります。ご指摘いただきました事例については、特別室の使用にあたって、職員から患者

さんへの説明が十分なされなかったものと推察いたします。したがいまして、この事例を

十分認識し、今後は、特別室の使用にあたっては、十分な説明を行い、納得のうえ使用し

ていただくよう、職員に徹底してまいりたいと存じます。 
再質問：ベッド利用率がこれだけ高い状態では、入院時の説明不足という問題ではなく、

急に入院となっても、受け入れるベッドが確保されていない、残っているのは差額ベッド

しかないというのが、現状です。ですから、重症部屋とは別に、緊急対応のベッドを確保

することが必要ではないでしょうか。 
 
３．退院時の病院対応について 
事例）脳梗塞で入院、ようやくリハビリまで漕ぎつけたところで、突然看護師から治療が

終了したので「退院」を通告され、パニックになってしまった。リハビリだけでは入院で

きないので次のところを探してと言われる。ソーシャルワーカーにもあまり相談にのって

もらえず、あちこちの病院を自分で探し回った。医師からも退院時の説明はなかった」と

いうものです。 
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大垣市民病院は急性期治療を行う病院として、入院日数を１７日以内に抑えることを目標

としていると言われます。しかし、病院としての治療は終わっても、大部分の患者さんは

リハビリや介護など様々な問題を抱えているわけですから、病院としての治療が終わった

から退院してくださいといわれても、困るわけです。退院時の対応をどのように行ってい

るのか、明らかにして下さい。 
回答：急性期の治療が終わり、症状が安定した患者さんに対しては、主治医の判断で事前

に退院の予定をお知らせしております。また、患者さんから転院等について相談があった

場合には、医療福祉相談室のソーシャルワーカーが他の病院・診療所・老人福祉施設など

を紹介する体制をとっております。今後は、さらに、医師、看護師、ソーシャルワーカー

が一体となって医療相談機能の充実を図ってまいりたいと存じます。 
再質問：病院にとっては急性期治療が終了すれば、病院の役割はおしまいとなっても、患

者さんや家族にとって問題解決したことにはなりません。リハビリはどこで行うのか、慢

性疾患の患者さんはどこで療養をするのか、介護を必要とする方の受け皿はあるのか等な

ど、地域との連携や今後の見通しを明らかにしないと、安心して退院などできるものでは

ありません。そして、これらの実態を一番つかめる位置にいるのが病棟の看護師です。 患

者さんの状態や家族の生活実態をつかみ、必要に応じてケースワーカーや相談室を紹介し

たり、予後に不安のある人、退院後の介護で困っている人などなどそれぞれの事情に応じ

て対応する要にいるのが看護師ですが、やはりこれも病棟にゆとりがないとチェックでき

ないわけです。 
大垣市民病院のように高度医療の中で治療を受けていた患者さんが、在宅で療養といって

もそれを支える社会資源が不十分である現状では、患者さんや家族が不安に陥るのは当然

と考えます。それゆえに、担当医師・病棟の看護師や相談室・ケースワーカーなどそれぞ

れの部署で丁寧な対応が求められるのではないでしょうか。 
 

 
４． 平成１６年度予算編成で次の２点を予算化してください。 
8 

 
１つは、乳幼児医療費助成制度の就学前までの実施についてです。今や、この西濃地域の

中で実施していないのは大垣市だけです。そして、大垣市の第４次総合計画の２００４年

までの前期基本計画の主要施策で「乳幼児医療費助成制度の見直し」とはっきりうたって

あります。何よりも最優先で実施すべき内容ではないかと思いますがいかがでしょうか。 
 
２点目は、少人数学級の件です。せめて、来年度予算で小学校１・２年生だけでも３０人

程度学級を実施してください。少人数学級の必要性については、９月議会で話しましたの

で、あえて言いませんが、この間の国の動きとして、文部科学省は、２００４年度から少

人数学級を編成した場合、増員した教員の給与を国庫負担の対象とする方針を明らかにし
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ました。この大垣市においても実施できるよう、あらゆる関係機関に働きかけるとともに、

必要な予算措置をとって下さい。 
回答：乳幼児医療助成制度が、子育て支援の一環として大きな役割を担っており、第四次

総合計画の中でも「見直しを検討する」といたしております。しかしながら、本年 4 月に

成立いたしました、健康保険法及び岐阜県福祉医療費助成制度の改正は、本市が実施して

おります、福祉医療費助成制度全体に大きな影響を及ぼし、一般財源は、前年度との比較

で、およそ 6,800 万円の増額が予想されます。また、就学前までに拡大した場合には、現

行制度に比較して、およそ 1 億 6,400 万円の増額が必要と思われます。このため、現在の

財政状況のもとでは、市単独事業として助成対象年齢を拡大することは、きわめて困難な

状況にございます。これまでも県に対し、県の補助基準の拡大をお願いしてまいりました

が、引き続き要望してまいりたいと存じます。 
 
 
 

請 願 
 
９月議会から継続審査になっていた「３０人以下学級の実現と義務教育費国庫負担の堅

持の意見書提出を求める請願」と、この１２月議会に出された「治安維持法犠牲者への国

家賠償を求める意見書の請願」の紹介議員になりました。 
 
「３０人以下学級の実現と義務教育費国庫負担の堅持の意見書提出を求める請願」（総務委

員会） 
自民クラブの意見 
 「子どものためとはわかっているが、これ以上出費はできない。大垣市議会で採択して

国へ意見書を提出すると市で独自でやらなければならなくなる。単独事業ではやれないの

で無理。」 
 
 請願は大垣市独自でやって欲しいという内容ではなく、国に意見書を求めているにすぎ

ません。また、国に意見書を出したからといって、その事業を市独自でやれと国が言って

きたこともありません。マニフェストに３０人学級の実現を掲げている民主党の委員も含

め、全員一致で不採択となりました。 
 
「治安維持法犠牲者への国家賠償を求める意見書の請願」 
自民クラブの意見 
 「自民党としては、中央で保留にしているので不採択。」「他の自治体も採択していない。」 
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民主クラブの意見 
 「このような内容は地方議会で審議するべきものか。」 
 

紹介議員となった私が「保留にしている理由は何ですか」と聞きましたが答えがないま

ま採決が行われ、不採択となりました。 
 

解 説 治安維持法犠牲者は、戦前の天皇制の政治のもとで主権在民をとなえ、侵略戦争に

反対したことを理由に、弾圧を受けを受けた人達に謝罪と賠償を求めるものです。ドイツ、

イタリアで、韓国では謝罪と賠償を行っています。否決はあの侵略戦争を肯定する態度だ

と言えます。 
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