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◇ 三浦ロータリークラブ

会 長 鈴 木 正 孝

副会長 吉 田 重 穂

会長ﾉﾐﾆｰ 鈴 木 康 仁

幹 事 芹 川 直 行

◇ 会報.雑誌 .IT委員会

委員長 加 藤 文 幸

副委員長 内 騰 隆 之

委 員 星 野 雄

◇ 例会日 毎 週 木曜日１２ 時３０ 分点鐘

◇ 例会場 三浦商工会議 ３ 階 ホール

◇ 例会場所＆事務所住所
〒238-0243三浦市三崎2丁目22番16号

◇ Tel 046(881)5111 * Fax 046(881)3346

◇ Website * http://www.miura-rc.jp

◇ 点 鐘 １２時３０分

◇ ロータリーソング『それでこそロータリー』

◇ ゲスト・ビジター紹介

三浦市議会議長 土 田 成 明 氏

◇ 鈴木正孝会長

皆様こんにちは。 土田議長、

お忙しい中、今日は例会にお出で

下さりありがとうございました。

今日はお話を楽しみにしており

ます。後ほど宜しくお願いします。

先週はガバナー公式訪問、その

前はガバナー補佐訪問と2週連続の

緊張感ある例会が終わりほっとしています。

当日はいつも出席されるベテラン会員の方々が欠席

され非常に心細く例会を迎えました。しかし皆様のご

協力のおかげで、滞りなく終了いたし安心致しました。

今だからお話します。実は例会前にガバナー・ガバナー

補佐と私・芹川幹事の4人で１時間程 事前の打合せを

しました。当初経験豊富な芹川幹事からは「軽く雑談

をして終わり」と聞いていたので気楽に出席しました。

話は大違いでした。小佐野ガバナーは事前によく三浦

クラブについてホームページや事業計画書をよく読ん

でからお出でになりました。特に予算については細部

にまで私に質問されました。私はうまく説明ができず

冷や汗をかき、言葉はしどろもどろ。しかし頼りにな

る人はいるものです。芹川幹事がスラスラと答えてく

れました。さすが内科医です。毎日患者さんに病状を

説明・納得させているので、その受け答えには素晴ら

しいものがありました。おかげで窮地を脱することが

でき、改めて芹川幹事を見直しました。

ありがとうございました。そして皆様のご協力に感

謝いたします。

◇ 芹川直行幹事

※例会場変更のおしらせ

横須賀北ロータリークラブ

※お礼状・結果表

三浦市陸上競技協会

※回覧中

１１＆１２月例会食事予定表

１２月２０日シーボニアにて

開催予定のクリスマス夜間家族例会出席予定表
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◇ 岩野 整委員長

会員総数３１名 本日出席１２名

本日欠席１６名 出席率４２．８％

ＭＡＫＥ ＵＰ

岩野会員 松崎会員 高木会員

菊池恵会員 笠倉会員 芹川会員

秋本会員 星野雄会員 本山会員

柳澤会員 鈴木正孝会員 佐藤会員 川﨑会員

により出席率は８９．２％となります。

◇ 川﨑 昇委員長

鈴木康仁 1,000円 本日早退のお

詫びとして。

村山智城 4,000円 二週欠席のお

詫び。

相澤静夫 1,000円 前回欠席のお

詫び。

加藤文幸 1,000円 前回２週欠席のお詫び。

鈴木正孝 1,000円 土田議長、本日はよろしくお願

いします。そして、三浦をもっと良くして下さい。

村山智城 1,000円 米山BOX

吉田益夫 1,000円 米山BOX 前回欠席のお詫び。

本 日 前回迄 累 計

ニコニコ 8,000円 233,000円 241,000円

財 団 0円 52,000円 52,000円

ポ リ オ 0円 22,000円 22,000円

米 山 2,000円 49,000円 51,000円

周 年 0円 10,000円 10,000円

計 10,000円 366,000円 376,000円

◇

皆さん今日は、三浦市市議会議長

の土田でございます。

今日、此処で皆様のお顔を拝見致

しますと、三浦市の行政、議会に対

して深いご理解を頂いている方々で

すし、地域でご活躍されている皆様

であると言うことで本当に有難うご

ざいます。

今日は卓話を３０分ほど話して欲しいと、鈴木会長

からお話がありました。 初は病院の話をと言われま

したが、議会と言うところは議員さんが１８名居られ

ますが一人一人の考え方が総て違います。その中で議

長を務めると言うことは、議長としての発言と、個人

での発言にはギャップが出る可能性がありますので、

そこのところはお許しを頂きたいと思っております。

まず 初に、三浦市の財政が非常に厳しいと言はれ

ている現状ですが、１７年度の経常収支比率は100％

で、全くお金に余力が無い状態に陥りました。

１８年、今年に入りまして経常比率が98.9％の見込

みに成っております。これは決算も通過しましたので、

これで収まったと致しますが、わずか1.1％の余裕し

かない結果に成っております。

実質公債比率と言うのは、あまりお聞きになったこ

とは無いと思いますが、夕張市が倒産に至る数値であ

りまして、実質収支比率であります。これが三浦市の

場合、3.8％と成っております。これはどう言うもの

かと申しますと、次年度の繰越金があります。17年度

は０でしたが今回は1.1％繰り越せる訳です。

それから公債費、借金等総てをひっくるめまして赤

字になっているかどうかが実質収支比率であり、これ

がマイナスになっていると夕張と同じように倒産に至

ります。三浦市は大体一番良かった時で7％ぐらい、

今は3％前後のところを行っていますので未だ其処ま

でには至っておりません。ただ、総務省から一般会計

以外の病院、水道その他を合算した連結決算等等、色々

新しい方式が出てまいりましたが、 近出てきた方式

は実質公債比率20％がクローズアップされているよう

です。三浦市の場合、14.5％ぐらいですので、クリア

は出来るかと思います。ただ、数字的にはクリアして

いるだけで、三浦市の場合苦しいのには変わりはあり

ません。その内、何が一番厳しいのかは、一般会計か

らの繰出し金、いわゆる下水道、水道、病院、国民健

康保険等に支出する繰出し金です。一番大きいのが下

水道です。約6億から7億が繰出されており、三崎地区

に下水道を完備すると、この約倍のお金が一般会計か

ら支出される事になり、14億のお金は現在の三浦市に

はございません。次に上がりますのが国民健康保険で、

約4～5億円ございます。健康保険は国の施策でもあり

市民の健康を守るためには続けなくてはなりません。

そして次が病院です。3億4千万が繰出されておりま

すが、私的な意見にはなりますが救急の場合横須賀の

病院があるから良いではないかと言うご意見もありま

すが市民の生命を守るためには行政として第一義的な

役割だと思っておりますので、病院というものは救急

の患者に対して、しっかりとした対応が成されなけれ

ばならない。そのためにも三浦市には病院は絶対に必

要であると考えております。そのための繰出しであれ

ば有意義であろうと思いますが、その中で病院には色々

な問題が言われておりますが、その一つ一つを感じな

がら病院の経営を考えていただくよう病院長にはお願

いをしております。先日、議会の方で全国自治体病院

経営都市市議会協議会が毎年開催されておりますが、

初めて三浦の市会議員18名の内、15名が出席して頂き

ました。これは厚生省がどれだけ厳しい方式をとって

いるのか実感して頂き、大学病院の教授からのお話な

どを聞き、これからの市立病院の方向性を議員各位が

真正面から議論するためにも行って頂きました。これ

は初めての事です。この中で厚生省はお役人ですので
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こうすればこうなる方式の話で、簡単に申し上げれば、大学

の医学部の定員を5人から１０人増やし、その内５名（5人増

やした場合全部）を自治医大病院の形で病院の中で地域医療

に10年間参画しなければならない縛りを持って学生を育てる、

その代わり奨学金を出してゆく制度にすれば、各都市の内で、

年間5人プラスアルファの医者が自治体で持てる、その医者

を県内で回せば良いのではないかとのお話がありました。10

年間で50人のお医者さんが確保されればと厚生省の方は即効

性のある方式だと前置きまでしたおっしゃっておりました。

しかし、現在お医者さんは非常に少なく、我われは待って

居れませんので、代案をぶつけて行かなければ自治体間競争

しか有りません。医者の数は決まっています、決まった数し

か居ませんので、自治体間競争しなければなりません。

そこで私が考え、議員の方々にお話をしているのが横須賀、

三浦、逗子、葉山、鎌倉までを含めての広域医療制度を持っ

て欲しい、その中で横須賀市の中に中核病院を備えて頂きた

い、其処にお医者さんを呼べるような体制を創るためには、

良い事に横須賀三浦地区からは前総理大臣まで出しており、

しかも、その総理大臣が創った特区制度がございます。その

制度を利用して広域医療特区を三浦半島に組むんだと提案を

させて頂いております。そうでもしないと、いわゆる5人か

ら10人と言う自治体で集められるお医者さんを横須賀三浦で

集めることは出来ません。横須賀の共済病院が一番良くお医

者さんが集まると言われていましたが、その共済病院ですら

医者が減少していると言われております。お医者さんの出処

は総て一緒の横浜市大病院ですから減るに決まっています。

今は、東京の方へ医者は向かっていると言われています。

厚生省は東京の医者も人口10万人当たりでは減少している

と言っていますが大島、八丈島も東京都です。私は、その人

口比率ではデータ的には信用は出来ないと思ってお話をして

まいりました。

三浦市の病院については、私の個人的な意見ですが、市民

の生命財産を守る崇高な目的からも市立病院で在っていただ

き、ぎりぎりであっても、診療科目は今までどうり在って貰

いたい。それに足るような病院の経営、運営をして頂きたい。

お医者さんもそのように行動して頂きたいと、この５年間、

病院の運営審議会、懇話会の一人（市議会議員では一人だけ）

としてお話をさせて頂いております。

私は入った当時は民営化と言うよりも共済病院、共済化し

たらどうだ、組合共済化にしたらどうだと提案させて頂いて

おります。ところが審議会の委員に入った時が遅すぎて、先

輩にもうすでに方向は決まっていると言われ、現在の建替え

た病院になっております。この時、診療部分と入院部分の二

つに分かれていたのですが一体に造ったのにも理由がありま

す。これは金銭的な部分でございまして、一体で造らなけれ

ばお金は出せないだろう、約70億から100億のお金がかかっ

たであろうと思われます。一体で造ったお蔭で診療病棟、入

院病棟の両方が一遍に出来たので、あの病院の今があると思

います。ばらばらに建てていたら診療病棟は昔の病棟を使わ

なければならなかっただろうと考えています。それはコスト

が全然違うからで、一体でやった方が安いからです。そうゆ

う事であの病院が立ち上がってきた訳です。

此処で一番問題になるところは、下水道の問題をどうする

かと言う事を市民の皆さんは良く考えなければいけない段階

になっているのではないかと思います。7億プラスアルファ

で一般会計から繰出すのは、今でも6億から7億出しているの

で出し切れないと思われます。これを如何したら改善出来る

かと言いましたら、産業構造を新しくしなければならないし、

今の産業も守らなければいけない、そのためには人口を6万

から7万にしなければならないと言う結果が出ております。

その中で早急にしなければならないのは、今、4万9千台の

人口を5万を超えさせないといけない、ソレは地方交付税が

大分減ってきております。人口が5万人を切ったからで、こ

れから5年間、次の国勢調査を待たなければならない、その

間4万9千人で進まなければいけなくなってしまっています。

その間にどうしても5万台の人口に復帰しなければならない、

これも又、地域の皆さんと5万から6万の人口にするためには

如何したら良いか考えねばなりません。京急がいわゆる三戸

小網代地区で開発すると言っていますが、これも何十年先に

なるかどうか分かりません。谷を埋め、真ん中に道路を作り

宅地開発が出来るのには少なくとも10年のスケールを 低で

も持たなくてはいけないだろうと思っています。それ以外の

処で、どれだけの人口を増やせるかと言う計算を我われはし

なければならないと言う事であります。

財政の部分で即効性があってと言われますと、此処の部分

になって参ります。建物が出来ますと住民税は住民が住まな

いとなりませんが、固定資産税は住民が住まなくとも払わな

ければなりません。ですから、そこの部分を考えてもかなり

大きな額になると思います。

その次に来ますのは経済と言う事で、ちょっと時間が掛か

ることだと思っています。今日も新聞に出ておりました「目

鉢まぐろ」の規制の件で、過去、亡くなられましたが松岡農

林水産大臣に陳情に行きました。「目鉢まぐろ」だけは庶民

のマグロだから死守して欲しいと言う事で、オーストラリア

の会議の場で議論が出来ないと言う事で規制対象から外れ、

漁獲制限から外れましたが、又「目鉢まぐろ」も規制の対象

にすべきとの話が出てまいりました。これによって三浦市に

とっては経済的に大きなマイナスになるのではないかと危惧

しておりますので、当然の事ながら、私も市長も農林水産省

の方へ同じようなお願いをして行かなければならないと考え

ているところでございます。何でこんなにマグロに固執する

かと言えば、やはりそれだけの商売のスケールが大きいので、

この部分が無くなる、又、少なくなる事は三浦市にとって痛

手になると思います。農業もかなり盛んにやっていられるの

ですが三浦市の財政、皆さんに対する還元物が大きいのは、

このマグロ産業であるのは間違いありませんので、其処の部

分をどうやって守ってゆくか考え思っております。

もう一つは新しい三浦の活用方法を考えて行かなくてはな

らないと言う思いです。

今日も、三崎高校跡地で今準備をしている所ですが「ロッ

クの学園」ＮＨＫさんと一緒になってやっているのですが、

そういった事を三浦市そして民間、民間の皆さんにもご協力

を頂いておりますがＮＨＫと三者そろって三位一体ではあり

ませんが三浦市のために三浦市をセールスするために活動を

して頂いております。私は三浦映画社を8月に設立致しまし

て、映画のコミッションをやって居るのですが、これが3年

間で少ないのですが映画のロケのお弁当だけで5千万以上売っ

ています。この間、税務署さんと打合せして、どれだけ売上

があったかつめたところ5千万を超えていました。これがモッ

トモット波及効果が大きくなって行けば、お弁当だけで1億

P3



近く行くのではないかと思っています。年間で250日

以上のロケが入っていますので、その中で三浦をセー

ルスして行くように考えております。三浦映画社はそ

の収益を大沢屋さんが空きました処を三浦の観光案内

やら三浦の産品の紹介やら色々活用して頂こうと言う

処で造ったお店でございます。どうか立ち寄って頂い

て中を見て頂ければと思っております。

もう一つは、スポーツコミッションで飯森の運動公

園をかなり急ピッチで造っている処でして、これは市

民の運動公園ではありますが、もう一つ外から、あの

グランドで練習がしたいと言う人達を誘致しよう、合

宿地としての三浦はどれだけの価値があるのだろうか

と言うことで進めています。これはかなりの稼動率に

なっておりましてサッカーのグランドの方は8月は1日

しか空きませんでした。野球のグランドは9月に完全

オープンしていますので、ソレはどの位機動力を発揮

するかは分かってはおりませんが、上の人工芝のグラ

ンドは1日しか空いておりません。9月は土日に集中す

るようですが、夏は横浜、東京に比べ2度低い、冬は2

度高い三浦の気温の特徴を生かして、中学生、高校生

の合宿は三浦でどうぞのセールスをして行きたいと考

えております。サッカーで横浜ＦＣ，川崎フロンター

レのチームにお願い致しまして、良いグランドがある

し、良い気候だからと合宿そして三浦を選んで頂く事

が中高のチームにも波及し始めていると私の方では思っ

ている所でございます。波及効果の計算はしておりま

せんが、今年は市内のチームからグランドが使えない

と言うご不満があったようで、逆に考えれば横須賀や

横浜東京方面から来られた方が多かったと言うふうに

思っております。そう言った面で新しい三浦の価値を

見出す第一歩を踏み出しただけですが、コミッション

そして今度はスポーツコミッション、もう一つは文化

芸術と言う風に思っております。 芸術では飯は食え

ないぞと言うご意見を良く聞いたことがありますが、

では食べれるようにしましょう、とにかく三浦市はこ

れで生きれるようにしましょう、と言う気持ちを持っ

て当たって頂いております。

今度、来年から、三崎甚句、ダンチョネ節、コンクー

ルがありましたが、来年から民謡協会のお墨付きを頂

きまして全国大会は頂きました、そういった意味で全

国からこの街に色々な方が来て頂けるように整いつつ

あります。一つ一つ時間を掛けて文化の面では育てて

行かなければ行けないので、まだまだ時間は掛かると

思います。グランドも一つ野球もサッカーも出来たの

ですが、未だ陸上は足りないですし、それから、野球

もサッカーのグランドもまだまだ足りないと言うご意

見が出るくらい稼働率も高いし、競争率も高いとなっ

てきておりますので合宿地として三浦を選んで頂ける

ような活動をして行きたい、そしてその中で修学旅行

誘致と言う事も考えながら、今三浦市の行政の方も動

いて頂いております。これは議会と行政と言うのは行

政が出してきたものを議会がチェックするチェック機

能でありますが三浦市の財政状況、やらなければいけ

ない事をやった場合の状況、こう言った事を全部含め

ても、お互いの出し得る知恵を絞りあって、一つ一つ

進めて行かなければならない事ははっきりしている訳

でございます。争っているだけでは仕方ないので何も

起こりませんので早急に進める所は進めて、いわゆる

国のねじれ現象のような、一つも法案が通らない、あ

あ言った状況は三浦市にとって即、三浦市の死を招く

と言う事を頭に入れながら行動してゆく考えでござい

ます。

とりとめのない話になりましたが、これからの三浦

市の行政について一つ一つ、可もありますが不可もあ

ります中で、我われ議員団、そして行政も車の両輪と

して市政を進められるように頑張ってまいりますので、

今お話致しましたように議員は18名居ります、18人と

市民との懇談会などなかなか難しいのですが、会派の

代表者が居られますので、その方達と三浦市々政につ

いて町に出て行って議論を交わしましょう、議論だけ

では前に進みませんので行動をして行きましょう、頑

張っているところでございます。明日、私は三崎高校

で「とろまん」を売ることになっています。市民祭り

もございます。そこでは、先ほど紹介致しましたビデ

オ協会が出られるます、そういった形で、ただ議長室

に居るだけでない、ただ議員会室に居るだけでなく、

一つでも二つでも顔を出して三浦の役に立てればと議

員さんたちにもお願しておりますので、これからも皆

様の御協力、ご鞭撻を頂きながら邁進してまいる所存

でございます。

P4

編集雑記 三浦市の議会と行政、どこかの国のように「ねじれ」はひどくはないようなのに一安心！

昔々、三浦市の行革委員に引っ張り出され、ラスパイレスだの公債費などに始めて出会い、貸借対照表の無い

決算に戸惑ったのを思い出しました。都会と地方の財政のギャップは何処で埋まるのでしょうか？ f,kato

卓話 土田成明市議会議長


