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 静岡英和学院大学講師  児玉 和人 

インフルエンザワクチンの助成・・・・・・10 

保険医協会        村山 俊一      

  

 地域医療構想についての懇談・・・・・11～12 

  地方自治研究所理事   志田 剛 

 

 ２０１６年リニア問題南アルプス調査・13～20 

  研究会副理事長     林  克 

 

  

会 中村 恵美子

青笹山 
市内には二つの青笹山がある。一つは安倍奥の有東木から登る青笹山。人気は高いが、標高は1550
ｍ。もう一つが井川の奥に聳える 2209ｍの青笹山。林道歩き約 1 時間。明確な登山ルートはな

く、4 時間余り赤布や踏み跡を頼りに山頂目指す。知られざる静岡の名山 
                           写真と文        静岡県地方自治研究所理事 村山 俊一 
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国保の都道府県化ってどういう意味ですか？ 

地方自治研究所主催第２回国保問題研究会 

 

 

５月２８日午後静岡国労会館を会場に静岡県地方自治研究会主催の第２回国保問題研究会を開催

し３０名が参加しました。前回は２５名でしたが、やはり市町自治体の差し迫った重要課題であるこ

とから関心の高さを示しました。 

 

 講師は県保険医協会事務局長の村山俊一氏が行いました。村山氏は、「国保都道府県化」導入まで

の経過にふれながら、地域医療構想と連動させながら２０２５年に向けて医療費抑制を県が担い強力

に推進していく国保の都道府県化のねらいを分かり易く話されました。都道府県化によって市町の役

割と保険料はどう変わるのか、参加者からも市町の現状ふくめ真剣な発言や質問が出されました。 

 一番大きく変わるのは、財政を県がにぎるということになります。市町の「国保特別会計」がどう

変わるのか、市町の一部負担金の基準など減免制度は県で「統一」となってしまうのか、市町の「運

営協議会」はなくならないのかなど今後県への要望をまとめ安心できる国保にするための取り組みが

求められます。 

２８日の研究会終了後に早速事務局に質問もあり、講師の村山氏にお願いし県にも確認して頂きま

した。市町の「国保特別会計」や「国保運協」は当面はなくならず、県国保会計との関係でいくと、

事業費納付金と保険給付費等交付金のやりとりだけになります。又一部負担金の減免基準についても

県に統一されるとしましたが、市町の要綱は生かされる（２０１２年５月に基準が作られた時点です

でに要綱が策定されていた５市）ことが確認されました。今後の働きかけが重要です。 

第２回研究会の場で県に対して早い段階で要望をまとめ市町の声を届けていくことを確認しまし

た。 

以下は当日の講演レジメを紹介します。

講師の村山俊一県保険医協会事務局長 発言する鈴木節子静岡市会議員 
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国保都道府県化ってどういう意味 
 

村山 俊一 静岡県地方自治研究所理事 
静岡県保険医協会事務局長 

1、初めに   

◎国民健康保険とは 
◇山形県の北部・最上地方に位置する山あいの村、戸沢村を訪れました。農村環境改善セ

ンター敷地内に立つ「相扶共済」の記念碑を見てきました。碑の裏面に「国保発祥の地」

となった経緯が刻まれ、碑の横にその文面が展示。交通の不便さと貧窮、無医村だったこ

とが保険組合の結成につながったようです。  
 
◇碑文        
  この地山形県最上郡戸沢村大字角川，旧角川村は僻地で交通の便も悪く医師のいない村

として民生の上にまことに困難を感じた村の人達がその対策としてできたのは角川村保険

組合で昭和十一年四月から発足した，昭和十三年七月国民健康保険法が施行されるまでに

なったので同年八月国民健康保険組合と改め設立認可第一号を以て全国市町村にさきがけ

し，国保本来の使命である相扶共済の精神を旨として実践現在に至ったものである。(中略) 
本年は創設以来二十周年を迎え発祥の地に記念の碑を建てこれを後世に伝える 

    昭和三十三年六月十七日 建之 
 
「相扶共済」→「相互共済」? 
 
◇国民健康保険制度になぜ国庫負担が導入されているのか。これ、一九三八年の戦前の国保

法の第一条では相扶共済の精神と書いてあるんですね。 
 それが、一九五八年の全面改正で社会保障及び国民保健の向上に寄与するとされているわ

けです。 
 つまり、この制度というのは、単なる相互扶助ではなくて社会保障であり、そのために国

が財政責任を果たすという趣旨だと私考えるんですが、大臣の基本的な認識はどうでしょう

か。(2015 年 5 月 19 日 国会質問) 
 

国保法 第一条  この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及

び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 
 
国民健康保険制度は、医療費の負担を軽くするために、加入者がお金を出し合い、病気やけ

がをした時の医療費に充てる相互扶助を目的とした制度です。(某県のＨＰより) 
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◎医療保険の問題(国保含む医療全体の問題) 

◇医療費の増加   
 ・日本の医療費  ・高齢問題  ・薬価問題 ・医療技術(ダビンチ) 
◇治療中断の実態  保険医協会の調査から 

2、「国保都道府県化」成立までの動き  

(1)どこで決まった 
 ◇都道府県化(広域化)を決めた法律の概要 ◇プログラム法 2013 年 12 月 5 日 成立 

・70～74 歳の窓口負担の見直し(1 割から 2 割負担 1900 億円、受診抑制 2100 億円) 
・高額療養費制度の見直し(上限負担の引上げ) 
・外来・入院に関する給付の見直し(定額負担・給食費引上げ) 
・国保の運営業務を財政運営を含め都道府県が担う 
・国保保険料の賦課限度額及び、被用者保険の標準報酬月額の引き上げ 
・後期高齢者医療制度は廃止せず存続 
・後期高齢者支援金の全面総報酬制 
・病床機能に関する情報の都道府県への報告制度の創設 
・都道府県による地域医療ビジョンの策定と実現のための措置 
・一定の預貯金・株のある施設入所者の居住費・食費の補助を外す 
・一定以上所得者の利用者負担の見直し 

 
プログラム法の狙い、これだけの負担増・給付制限をなぜ行った。 

 ◇2025 年問題 2012 年度から 2025 年度にかけて介護は 2.4 倍、医療は 1.5 倍増加すると

予測。 
  ・2015 年時点 国民医療費 39.5 兆円→54 兆円、介護 10.5 兆円→19.8 兆円と推計 
 ・高齢化のピーク 65 歳以上人口 3384 万人→3658 万人 75 歳以上が全人口の 18%。 
 ・総人口 2013 年 12,730 万人→2025 年 12,066 万人 

   
◇医療費を減らす、抑える、負担増させる。→ ピークを乗切る。そのために 
・医療・介護のながれを川上から川下へ 病院から在宅・施設へ 受け皿を作るた  め、

地域医療構想、医療費適正化計画を都道府県に策定させる。 
地域医療構想 
◇入院ベッドの削減(病床削減) 

   高度急性期 19.1 万床→13 万床    急性期 58.1 万床→40.1 万床  
回復期    11 万床→37.5 万床   慢性期 35.2 万床→24.2～28.5 万床  
全体で 16～20 万床削減 

  ・県地域医療構想では 
高度急性期 6,005→3,160=2,845 減   急性期  12,055→9,084=2,971 減 
回復期   2,581→7,903=5,322 増   慢性期  9,142 →6,437=2,705 減 
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総計  3,199 床減少 
 

(2)第 2 弾 プログラム法の具体化として 医療改革関連法 成立 2015 年 5 月 27 日 
正式名称 

◇「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律」 
・国民健康保険の安定化国保を都道府県化  
・後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入 
◎負担の公平化として 

  ・入院時の食事代 1 食 260 円から 360 円さらに 460 円(1 日 3 食、30 日で 41,400 円の

負担) 
  ・紹介状なしの大病院受診時定額負担 初診時 5,000 円、再診時 2,500 円 

・患者申出療養を創設(保険外併用療養の新たな仕組み) 
 
まとめ 医療・社会保障を抑制・削減するための政策の一つして組み込まれた。 

骨太方針では社会保障費の伸びを毎年 5000 億円に抑える。 
 

3、国保都道府県化の具体化はどのように進める  

1、いつから  
◎2018 年度より保険者は都道府県と市町村が行う。すでに準備段階。 

 
2、どのような手順で 
  「都道府県国民健康保険運営方針策定要領」から 
◎国保運営方針を策定する 
 財政運営、資格管理、保険給付、保険料率の決定、保険料の賦課・徴収、保健事業その他

の保険者の事務を共通認識の下で実施するとともに、各市町村が事業の広域化や効率化を推

進できるよう、運営方針を策定する 
手順 
①市町村等との連携会議における関係者間の意見交換・意見調整 
②①を踏まえて作成した国保運営方針の案について、市町村への意見聴取を実施 
③都道府県の国保運営協議会における審議と諮問・答申 
④都道府県知事による国保運営方針の決定 
⑤国保運営方針の公表 
⑥国保運営方針に基づく事務の実施状況の検証 
⑦国保運営方針の見直し（見直しの手順は①から⑤までの策定の手順と同様） 
 
運営方針に掲げるもの 
①国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 
②市町村における保険料の標準的な算定方法に関する事項 
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③市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項 
④市町村における保険給付の適正な実施に関する事項 
⑤医療に要する費用の適正化の取組に関する事項 
⑥市町村が担う国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項 
⑦保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関係施策との連携に関する事項 
⑧②～⑦に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が

必要と認める事項 
 
3、保険料は、どのように決める 運営方針②に該当 
 「策定要領」では 
◇「都道府県は、標準的な保険料算定方式や市町村規模等に応じた標準的な収納率等、市町

村が保険料率を定める際に必要となる事項の標準を定めるとともに、当該標準設定に基

づき、市町村標準保険料率を算定することとなる。」 
 ◇「各市町村の実態も踏まえて、市町村における標準的な保険料算定方式を定めること。」

とされている。国が提示する保険料算定方式に基づき、都道府県の標準保険料率を算

出する。さらに、事業費納付金をベースとして、市町村ごとの標準保険料率を計算す

る。 
 
  都道府県は 3 つの標準保険料率を計算する。 
  ・都道府県標準保険料率、全国統一の算定基準による当該都道府県の保険料率の水準（所

得割と均等割の２方式で計算する） 
・市町村標準保険料率、都道府県統一の算定方法による市町村ごとの保険料率の水 
     準 
・各市町村の算定基準に基づく標準保険料率 各市町村の算定方法（現行は４方式、３

方式、２方式があり、４方式が全国の 66.5％を占める）に基づき事業費納付金を納め

るための保険料率を示す 
   
都道府県は「標準的な保険料算定方式を定め」を示し、市町で検討し決定する。(予定) 

恐らく、4 方式（所得割・資産割・被保険者均等割・世帯平等割） 
 
4、国保財政運営は ①と③④に該当 
・都道府県に国保特別会計を設け、財政運営に責任を負う 

 ・これまで、市町が行ってきた財政運営から大きく変更。 
・都道府県は医療給付見込み、所得を加味した１年分の「事業費納付金」（年齢調整後の医

療費水準、所得水準で調整）を決定し、市町村に賦課する。市町村は 100％納付が義務

付けられる。(市町から県への年貢) 
・都道府県は必要な保険給付費を市町村に支払い、さらに保険給付の点検等を行う。 
・市町村独自の一般会計法定外繰り入れについては、厚労省は、「これまでどおり、市町村

の裁量でできる」と説明。 



7 
 

・ただし、「国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し」の項目には赤字解 消・

削減の取組み、目標年次等が述べられている。 
・「市町村において行われている決算補填等を目的とする一般会計繰入や前年度繰上充用に

ついては、今回の財政支援措置の拡充と都道府県から保険給付に要した費用を全額交付

する仕組みの中で、解消が図られる方向」 
・「市町村標準保険料率を賦課し、標準的な収納率分の保険料を徴収することができていれ

ば、基本的に赤字は発生しないことに留意。」 
 
◎都道府県化においては、国からは低所得対策として 1700 億円、さらに保険者努力支援制

度など財政支援として 1700 億円を投入(毎年)。→繰入金は解消する。 
◎国保財政では多くの市町が一般財源からの繰入で赤字を解消。(全国で年額 3900 億円) 
 
市町国保の現状 
 ・保険料率の格差 ・一般財源からの繰入状況 ・保険料滞納状況 ・収納状況 
 
 

4、静岡県の広域化支援計画 

 支援計画は平成 22 年に策定?  医療改革関連法より前に策定 
◇市町別医療費の高低 

   1 位 西伊豆町 354,284 円 最低 清水町 271,271 円(差額 83,000 円) 
◇医療費の動向 

   2025 年、一人当たり医療費、477,777 円 
◇保険料調定額の高低 

   1 位 御前崎市 116,317 円 最低 川根本町 71,502 円 (差額 44,815 円) 
  
広域化に向けた具体的施策 
 １ 保険者事務の共通化 ２ 医療費適正化策の共同実施 
 ３ 収納対策の共同実施 ４ 保健事業の広域的実施 
 
県内標準の設定の検討 
１ 保険者規模別の収納率目標の設定 ２ 標準的な保険料算定方式・応益割合の検討 
３ 標準的な保険料減免の基準等の検討 
 
まとめ 
都道府県に病床削減、給付費の総枠管理、国保財政の監督という 3 つの権限をもたせるこ

とで、医療機関の淘汰を促進し、医療費を抑制する仕組みを構築する。さらに医療費を競わ

せ、地域差を縮減させる。国保の財政状況によっては診療報酬の単価を都道府県が独自に策

定できることも検討されている。 
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「都道府県国民健康保険運営方針策定要領」では 
◎国保の安定的な運営が可能となるよう、国の財政支援を拡充するとともに、財政運営の広

域化を図る必要がある。 
◎地域医療構想の策定等の主体である都道府県が国保の財政運営の責任主体となることによ

り。都道府県が医療保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、良質

な医療が効率的に提供されるようになることが期待される。 
 
 
 

5、今後どのような取り組みが 

◎「運営方針」見直しは 3 年ごと 
◎県に「運営協議会」(又はその全身となる機関)を設置して検討を行う。 
 
①2016 年度後半の都道府県議会で国保運営協議会の条例制定が行われ、16 年度末に設置さ

れる。 
②都道府県と市町村の国保事務を円滑に進めるために「標準的な電算処理システム」が、国

と国保連によって共同開発されている。 
今秋以降、事業納付金や標準保険料率の具体的な試算が可能となる（市町村は 600 項目以

上のデータを都道府県に提示する）。 
③2015 年度から 1700 億円が全国の市町村に配分されており、国保料の引き下げに活用する

取り組み。2018 年度から都道府県に財政安定化基金が設置される。現在市町村が持つ基金

の在り方を 18 年度までに検討する。 
④都道府県と市町村が、どのような国保運営を行うのか、一般会計法定外繰り入れの継続、

国保料の徴収・条例減免、保険給付に関する事務などについて、何をどのように統一化・

標準化するのかなどが焦点となる。都道府県の検討内容を知るための資料や情報開示、ヒ

アリング等に取り組みとともに、地域住民と市町村の声を把握し、都道府県に反映させる。

(運営協議会委員の公選、公募、公聴)(ハブコメの実施) 
 
今後、さらなる医療費負担(受診時定額負担、入院時居住費負担、薬の保険はずし、自己負担

限度額の引上げ)  
 
◎何よりも社会保障充実の政治を 
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            川瀬憲子（静岡県地方自治研究所理事長代行・静岡大学教授） 

 

 
平成２７年（２０１５年）６月、適正な指定管理者制度を考える研究会は各自治体労働組合代表、大学

研究者で発足した。調査は事業主を対象としたアンケート調査、勤労者を対象としたアンケート調査を実

施することになった。指定管理者制度とは、公の施設の管理者について、「地方公共団体が出資している法

人、公共団体、公共的団体」という条件が撤廃され、地方公共団体の指定する者（指定管理者）が管理を

代行する制度である。本稿は調査結果の要約であり、正式な報告書を作成で述べたい。 
指定管理者制度導入 13 年を経過したが、それは住民サービスな向上、効率的な施設運営という目標が

達成されたのか。 一方、総務省自治行政局長は、指定管理者制度の現状に対する是正を求める通達を出

した。このような総務省通達の意味は何か。当初の見解と異なって、指定管理者制度の不備を認めたと言

えるだろう。その検証を実施されたのかと問えば十分と言えない。以上のような問題意識から調査を実施

した。 
 

 調査の方法は指定管理者として指定されている団体とはホームページ等で公開される事業者名簿から抽

出して、静岡県内３４７事業所を確定した。非公表の地方自治体は湖西市等の数か所の自治体がある。そ

の場合は調査対象から除外している。期間は平成２６年８月に調査票を郵送した。静岡県内で指定管理制

度が適応する３４７事業所に発送、１３０事業所、回収率３７．５％に回答を得た。 
 本調査から判明した問題点は、静岡県内では民間企業や団体の参入が少数にとどまった。運営事業者の

大半は公的な団体や法人で占められる。結論を先取りすれば、委託期間が長期化したいるが毎年運営費を

削減されている、職員数が慢性的に不足し、その担い手である職員の雇用形態は非正規職員である。指定

管理者を受託する事業者は持続的な経営が困難な状態まで追い込まれていると言える。事業者側が指摘す

る指定管理者制度の問題点としては、選定基準が経費節減、人件費削減が第一であること。事業主の大半

は、施設運営に関するノウハウ、経験や質的な内容を吟味せず、計量的な価格のみで決定していることに

大きな問題として指摘した。さらに、指定管理料は適切な金額でないために、指定管理料の削減を補完す

る方法で人件費や運営経費削減という点で補っているのである。たいへんに厳しい経営、労働状況が明ら

かになった。 
 
  以上のような調査結果を得た。しかし、課題も明らかとなっている。各施設の指定管理の特徴と評価

が異なること。指定管理制度の評価方法が地方自治体で異なっているが明らかとなった。さらに、議論を

積み重ねて指定管理者制度の問題を提起した上で正式な報告書を上梓する所存である。 
 

指定管理者アンケート調査の成果と概要 

       静岡英和学院大学短期大学部 准教授 児玉和人 

 

前号で紹介しました、適正な指定管理者制度を考える研究会で実施した「事業者アンケート」の

まとめの文章が出来ましたが、児玉先生にさらにコンパクトにまとめていただきました。紹介しま

す。同研究会では、「指定管理者制度・事業者アンケート結果」を小冊子にして事業主へお届けする

とともに、今度は労働者へのアンケートをお願いし今その回収とまとめに取り組んでいます。 
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協会では「子どもを対象としたインフルエンザワクチン助成制度」について市町の実施状

況をアンケート調査しました。調査では、助成制度の有無、接種費用、対象年齢などを伺い

ました。調査は 2 月中旬にアンケート用紙を市町担当課に送付、協力を依頼し、全市町から

回答が寄せられました。 
アンケート結果から、2016 年 3 月現在、富士市、焼津市、松崎町、川根本町の 4 市町が助

成を実施していることが判明しました。4 市町の実施状況は別記の通り。 
実施している市町のうち川根本町では生後６か月～13 歳未満までは年 2 回、13 歳から 19

歳まで年 1 回の接種費用を全額助成しています。また富士市でも満 1 歳から 12 歳 
までは年 2 回まで接種費用の一部を助成し、13 歳から高校 3 年まで年一回接種費用 1,000 円

を助成しています。 
広報については、3 自治体でホームページや広報誌等への掲載し、川根本町ではチラシを

全戸へ配付しています。 
助成制度は「こどものインフルエンザの重症化の防止および蔓延を防ぐとともに、保護者

の予防接種にかかる経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を提供することを目

的」(富士市)として実施されています。協会では今後、助成制度未実施の市町に対し、こど

ものインフルエンザワクチン接種費用への助成制度創設を求めて行く予定です。 
 

                       文 静岡県保険医協会 村山俊一 

 
 
 
＊アンケートの結果は最後のページ２１にあります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもを対象としたインフルエンザワクチン助成 

市町アンケート結果について 
4 市町(富士市、焼津市、松崎町、川根本町)で助成実施 
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 静岡自治労連と地方自治研究所の連名で「医療

構想についての説明会開催と事前質問について」

の申し入れ書を３月はじめに提出し、３月２９日

に県医療政策課との懇談が実現しました。 
 林委員長を先頭に静岡自治労連から３名、地方

自治研究所から２名が参加し、医療政策課からは

石田医療政策課課長以下４名が参加、懇談は１時

間ほど行われました。 
 まず石田医療政策課課長から静岡県地域医療構

想の策定に至る経過や策定の視点が報告され、続

いて申し入れ書に対する回答もありました。申し

入れに対する回答（概略）は以下の通りです。 
 
１ 策定にあたり留意した視点は？地域住民・医療

関係者の意見をいかに反映するか 

「医療構想は２０２５年に向けて地域の効率的

で質の高い地域医療の確保、地域包括システムの

構築の２つの柱が求められており、その方策のひ

とつとして策定されたもの」で、２０１３年の診

療報酬を分析し全国一律の“推計ツール”を使っ

て２０２５年の必要量を出したものでこの数字を

もとに地域の課題も出してもらいながら協議・策

定した。また「新聞報道などでも”たくさん削減す

る”との報道がされているが、地域の自主的な取り

組みを県が支援していくもので無理むり病床を削

減するものではありません」と繰り返し回答。 

今後は２次医療圏ごとにある”地域医療協議会”
のもとに作業部会を設置しいろんなご意見をいた

だいて協議していくことになります。出来上がっ

てそれで終わりというものではないということで

した。 
 
２ ２０１４年の病床機能報告数を基礎に急性期・慢

性期病床数を大きく削減するのか？ 

 基準にした”病床報告”は平成２６年７月の実績

を１０月に報告してもらったもので、１年間に一 
 
日でも稼働していれば稼働として報告を受けたも

のでより実態に近いということで”稼働病床ベー

ス”を採用した。全国一律のやり方で推計を出した

ものであるが、あくまで病床を削減するものでは

なく、地域包括システムづくりもあわせて協議し

ていくことになると。どうして患者が一番少ない

７月なのかの質問に対しては、「国がそうしたも

の」と明確な回答はありませんでした。 
 
３ 在宅に在宅にというが結局新たな医療難民を生

み出すことになるのでは？ 

 「あくまで参考値」として出したもので大ナタ

をふるってバッサバッサ切るというものではない。

どういう患者さんが居てそのためにどう提供体制

を築くのか、各地域での「調整会議」で検討して

いく。地域でまとまったのであればそれに沿って

もらうことになると回答がありました。 
 
４ 新公立病院改革ガイドラインが出されたが、統廃

合など画一的な対応ではなく地域になくてはならな

い自治体病院にふさわしい位置付けを 

 「地方交付税については言う立場にはありませ

ん。医療構想自体はマクロ的に推計値を出したも

ので個別の医療機関の位置づけをだしているもの

ではない。自治体病院に対して特段位置づけはし

ていない」などと回答がありました。 

「静岡県地域医療構想」について県医療政策課と懇談 
               ３月２９日静岡自治労連・地方自治研究所でヒアリング 
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  地方自治研究所と静岡自治労連は、県に対し

て、「地域医療構想」は２０２５年に向けて医療

費抑制のために病院から地域・在宅へ押し出し

そのために病床削減が打ち出されており、その

ために国の必要病床算定にあたって使用した”推
計方法”は意図的に入院を在宅にカウントしたり、

経済的理由などで受診できていない人を需要か

ら除外するなど、そもそも実態を無視している

もので国に改善を求めてほしいこと、これから

の２次医療圏ごとの具体化では地域の実態に即 
 
 
 
 

して協議を進めていくこと、自治体病院につい

ても「新公立病院改革ガイドライン」では、地

方交付税措置の見直しが明記されており、許可

病床ではなく今後はあくまで稼働病床に対して

交付され、「再編・ネットワーク」に重点をおい

た配分がされるなど、地域医療を守る視点で必

要な対応をするよう求めました。 
 



１３ 

 

2016 年リニア問題南アルプス調査       林 克副理事長 

リニア問題を考える静岡県民ネットワークは、2016 年 5 月 25 日、26 日の両日、リニア問題で南ア

ルプス現地調査を実施した。3月末に「静岡県 中央新幹線環境保全連絡会議」において、ＪＲが

残土置き場計画案が示す中、燕沢付近を中心に行ったもの。 

◇燕沢付近の残土置き場 

燕沢付近は、南北約 1キロ、幅数百メートルの縦長のほぼ平坦な地形、中央に東から稜線から崩れ

落ちる燕沢があり、土石は大井川まで到達するほどの量だ。林道から土石をせき止める堰堤がつづ

いているのが見える。 

 

写真 1 林道から燕沢を見上げる 

 

図 1 燕沢付

近の地図 

 

 

 

 

 

 

 

燕沢からの土石は、縦長の平坦値をほぼ二分している。

ここに JR はリニアの残土を置く案を 3月 28 日の「静岡

県中央新幹線環境保全会議」において説明した。それは環境アセスで示された 360 万トンの残土(こ

れはその後の扇沢への残土置き場不採用など、条件の変化によって若干の量の入り繰りが予想され

る)について、主に燕沢を対象とするものである。JR は「土砂流出シミュレーション」、「日常的

な視点場による景観変化の予測」により、この残土置き場を論じている。 

まず JR が示した「発生土置き場案」を図で見ておこう。以下に示した図である。先に示した地形

図と縦横が逆になっていてわかりづらいが、この平坦地の北半分に残土を詰め上げるというものだ。

これまで長さ 1キロ、高さ 50 メートルとされて来たが、燕沢以北の半分強、高さ 70 メートルに積

むという案だ。70 メートルというのは、下に示された断面図の海抜 1365 メートルから河岸近くの

1295 メートルを引いた数値だ。 



１４ 

 

 

図 2 JR が示した「発生土置き場案」 

これによって来た半分に巨大な残土の山が積み上げられ、林道は大きく河岸に迂回することとな

る。これはおそらく批判が強かったドロノキの群落を避けるためと考えられる。ドロノキは、柳の

仲間であり、河岸の風景の特徴的な植生で絶滅危惧種といわれるオオイチモンジの幼虫の食料とな

るものである。 



１５ 

 

 

写真 2 川沿いのドロノキの植生 

 

 
写真 3 オオイチモンジの成虫 

◇地滑り地形の危険な位置 

この燕沢付近の位置がいかに危険であるかは、2014 年の調査で河本さんの説明を記憶している。

南アルプスの地質は総じて砂岩と泥岩が交互にある地層といえ、この地では西を下にして層が重な

っているとみられる。したがって東側の燕沢は地層の傾斜が地形の傾斜に対して交差している「受

け盤」と見られ、斜面崩壊が起こっている。 

一方対岸は、地層の傾斜が地形の傾斜に対して同一方向に傾斜している「流れ盤」と見られ、地

滑りを起こしている。対岸に大きな地滑りが見られるが、今ある地滑りだけでなく山の稜線付近に

地面が露出しており、たいへん危険な場所に思われる。 

 



１６ 

 

 

写真 4 対岸の地滑り 

 

 

写真 5 いちばん大きな地滑り 

 

 
写真 6 上部の地面の露出 



１７ 

 

この地は東海地震のような何かのきっかけがあれば、大量の土石が大井川に向かって地滑りを起

こす可能性があるのではないか。そしてそれが大井川をせき止める要因になるのではないかと考え

られる。大井川がせき止められれば、水量の減少はより深刻なものとなる。そしてダムの決壊によ

って下流への危険がますこととなる。 

それに対して JR は「土砂流出の数値シミュレーション」を行っているのだが、これは上千枚沢

の深層崩壊について 85 万立米の土石が流出することが中心であり、この対岸の評価をしている訳

ではない。JR の説明でもこの地点がたいへん危険なところであることは払拭できない。 

 

図 3 JR シミュレーション結果 

◇安全弁塞いでしまう! 

もし大規模な地滑りが起きたとき、土砂が大井川に到達したことはこれまでもあったに違いない。

ドロノキの育成具合からして過去には流れが変わっていたことが考えられる。そのときには大井川

の流れは東側に流れを変えて来たことは容易に想像がつく。現在平坦地になっているところが実際

の流路になっていたことは写真 7、8によっても明らかではないのだろうか。 



１８ 

 

 

写真 7 流路跡か? 

 

 

写真 8 流路跡か? 

こうした流れの遊びの部分に、JR の計画では残土がうずたかく積まれることになり、地滑りに

よる土砂の流出に対して、せっかくの安全弁を自ら塞いでしまうことになる。これは大井川の流れ

の安全にとって由々しきことである。 

◇とてつもない景観破壊 

ここはユネスコのエコパークの移行地帯である。ここに残土高さ 70 メートルを積むことは、景

観においてもとてつもない自然破壊をもたらすこととなる。JR はドロノキを避けたことを強調す

るが、実際に残土が積まれる場所の景観を見てもらおう。 

 



１９ 

 

 

写真 8 河岸から針葉樹林を見る 

 

 

写真 9 鬱蒼とした唐松林 

  

 
写真 10 ここに 70 メートルの残土がおかれる 



２０ 

 

写真を見ただけで、こんなにも豊かな自然が失われるなと思われると思う。ドロノキだけではな

い河岸の景色から東の山側には鬱蒼とした針葉樹林、唐松を中心に植生が続いている。明治の終わ

りにこの辺りの木々が伐採され、その後に植えられたものかどうかは不明である。しかし 100 年に

も上る木々の風格を見てほしい。写真 10 の手前の木が 10 メートルくらいの高さだが、南アルプス

エコパークの直中のこれらの自然、これを 70 メートルの無粋な残土で失っていいのだろうか。 

燕沢を中心にリニア建設に伴う問題を指摘して来たが、静岡県民共有の自然破壊のリニア新幹線建

設、静岡県には百害あって一利無しだ。 

 

編集後記 

・第２０回静岡県地方自治研究集会の実行委員会が４月にスタートしました。早いもので研

究所総会も６月１２日に予定しています。所報６９号は総会前の発行となりました。 

総会の様子と総会決定は後日お送りすることに致します。 

・７月は参院選挙があり大変忙し時期となりました。そんな中恐縮ですが、「地域再生」や

「国保問題」など地方自治体にとっても重要な問題が山積し日夜ご奮闘のことと思いま

す。是非日頃の政策的な成果や問題点を事務局にお寄せ頂き県内の交流を風通しのいいも

のにしたいと思います。 

・会員の皆様からのホットな情報や真の地方自治の取り組みのニュースもあわせて投稿 

お待ちしております。(事務局 志田) 
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市町名 実施状況 接種対象者 助成内容(助成金額など) 広報について

1 静岡市 実施していない

2 浜松市 実施していない

3 沼津市 実施していない

4 熱海市 実施していない

5 三島市 実施していない

6 富士宮市 実施していない

7 伊東市 実施していない

8 島田市 実施していない

9 富士市 実施している
①満１才から１２才　　　　　　　助成回数年２回
②１３才から高校３年生相当年齢　助成回数年１回

接種費用の一部を助成
助成額 1,000円

広報誌、ＨＰ、地方紙に掲載、
市作成の子どもの予防接種ｽｹｼﾞｭｰﾙ記載

10 磐田市 実施していない

11 焼津市 実施している 未就学児
接種費用の一部を助成
助成額 1,000円×2

広報誌、ＨＰに掲載

12 掛川市 実施していない

13 藤枝市 実施していない

14 御殿場市 実施していない

15 袋井市 実施していない

16 下田市 実施していない

17 裾野市 実施していない

18 湖西市 実施していない

19 伊豆市 実施していない

20 御前崎市 実施していない

21 菊川市 実施していない

22 伊豆の国市 実施していない

23 牧之原市 実施していない

24 東伊豆町 実施していない

25 河津町 実施していない

26 南伊豆町 実施していない

27 松崎町 実施している ０才から１５才　助成回数年１回
接種費用の一部を助成
助成額 1,500円

広報誌、ＨＰに掲載

28 西伊豆町 実施していない

29 函南町 実施していない

30 清水町 実施していない

31 長泉町 実施していない

32 小山町 実施していない

33 吉田町 実施していない

34 川根本町 実施している
①生後６か月から１３才未満　 　助成回数年２回
②１３才から１９才未満　　　　 助成回数年１回

全額助成 チラシ(全戸配布)

35 森町 実施していない

　　　　　静岡県保険医協会 地域医療部会

子どもを対象としたインフルエンザワクチン助成に関するアンケート


