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伊藤進議員 

第１標題「新型コロナウイルスに関する本市の対策について」 

１回目の質問 

 ２番伊藤進、只今議長より許可をいただきましたので、令和２年３月定例議会にお

きまして、第１標題「新型コロナウイルスに関する本市の対策」について、第２標題

「少子高齢化・人口減少社会における市立病院の在り方」について、質問をさせてい

ただきます。 

 この機会をいただきましたことを議員各位に対しまして心より感謝申し上げます。

まず、第１標題「新型コロナウイルスに関する本市の対策」について、お尋ねいたし

ます。2019 年 12 月８日、中華人民共和国武漢市の中部にある湖北省武漢市の保健機

関より、原因不明の肺炎患者が初めて報告されました。同年 12 月 30 日に原因不明の

肺炎について、記載された公文書を勤務先の病院で発見した眼科医が SNS に投稿した

ことにより多くの中国人が関心を持ち、新型コロナウイルスの発生がクローズアップ

されることとなりました。2020 年１月９日に最初の死亡例が報告され、その後中国域

外の陽性事案がタイで確認され、２月２日中国国外で初の死亡例がフィリピンで確認

されました。ＳＮＳで最初に新型肺炎についての報告を行った眼科医も、２月７日に

この新型肺炎により亡くなってしまいました。 

 日本からのクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」で香港に戻った後、新型コ

ロナウイルス感染による肺炎が確認された 80 歳の香港人男性は、日本では富士山観

光などもしていたことがわかりました。香港メディアが男性の行動を詳細に報じたと

ころによると、男性は 1 月 17 日娘二人と共に航空便で東京に到着し、富士山観光など

をして 20 日に横浜からクルーズ船に乗船したとのことです。 

 また、山梨県では、1 月 29 日新型コロナウイルスの感染が確認された奈良県のバス

運転手の男性が、武漢からの中国人観光客ツアーで山梨県内に立ち寄り、合計３泊し

ていたことを明らかにしました。こういったことから、新型コロナウイルスが身近な

ものと捉えられ市民の不安心理を高めることとなりました。 

 我が国の発生状況を見ると、２月１日時点で 20 人だった国内感染者は急増し、クル

ーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の罹患者を含め、２月 29 日時点で 900 人を超

えるという状況になりました。「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗客乗員は、３月１

日に下船が完了しましたが、今後も関係者から陽性反応が出る可能性は否めません。  



2 
 

 山梨県でも国内での新型コロナウイルスの感染拡大を受け、長崎知事は、県内の感

染症の専門家による会議を設置し、山梨版ＣＤＣとして機能させるとも聞いています。 

 新型コロナウイルスの感染者が、山梨県内を訪れていたというニュースで市民の不

安が拭えない状況にあると考えます。山梨県内で新型コロナウイルスの感染者が現れ

た場合、本市としてどのような対応をとるのか、お聞かせください。 

 現在、県内の公立市立小中学校、高校、特別支援学校は、国の要請に基づいてすべ

て臨時休校となっていますが、仮に本市の学校関係者や教育現場で新型コロナウイル

ス感染者が判明した場合、市としては、どのような対応をとるのかお聞かせください。 

 また、新型コロナウイルス感染症に関連して、誤った情報に基づく不当な差別、偏

見、いじめ等があってはなりません。不確かな情報に惑わされて人権侵害につながる

ことのないように、正しい情報に基づいた冷静な行動が求められると考えますが、本

市としてどのような対策を講じるのか、お尋ねします。 

 以上、第１標題１回目の質問とさせていただきます。 

 

１回目の市長答弁 

 伊藤進議員の新型コロナウイルスに関する本市の対策についての御質問にお答えい

たします。 

 最初に、本市の新型コロナウイルス感染症対策といたしましては、まず、あらゆる

媒体を利用し、感染予防対策についての周知を行い、国内における感染症の拡大とと

もに、「庁内対策会議」、「富士吉田市新型コロナウイルス感染症対策本部」と段階的に

設置し、対応策をその都度協議して参りました。その結果、今月 15 日までを目安に市

のイベント等の開催延期や中止を決定し、市内公立小中学校は今月４日から 10 日ま

での７日間を臨時休校といたしました。また、図書館や富楽時等の市の施設につきま

しても、今月 15 日まで閉館とするとともに、これらの情報を新聞折り込みにて市民の

皆様に周知させていただいたところであります。 

 今後とも、随時、臨時休校等の期間について判断するとともに、引き続き予防対策

の徹底を図って参ります。 

 伊藤議員御質問の山梨県内で感染者が発見された場合の対応についてでありますが、

感染症の検査については県内の各保健所が窓口となり行われております。また、検査

結果が陽性となった場合には、山梨県から感染に関する報告やその後の対応策が示さ
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れることから、本市といたしましては、国及び山梨県と綿密に連携を図りながら迅速

に対策を講じて参ります。 

 今後におきましても、感染動向の把握や市民の皆様への的確な情報提供に努めると

ともに、まん延防止対策の実施、感染拡大に備えた医療体制の確保、さらには、相談

窓口の開設や要援護者への支援体制の整備、また、社会不安を解消するための広報活

動の充実・強化等といった対策を確実に講じて参ります。 

 次に、本市の学校関係者や教育現場で新型コロナウイルス感染者が判明した場合の

対応についてでありますが、感染者が発生した学校につきましては、山梨県と相談し

た上で、臨時休校にすることといたします。 

 なお、感染者が発生した学校につきましては、保健所の指導監督の下、防護服を着

用の上、学校内の消毒作業を行います。 

 同時に、保健所は、学校への聞き取りを行い、感染者との濃厚接触者の範囲につい

て確認するとともに、濃厚接触者の健康観察を行うこととなっております。 

 また、先ほど答弁申し上げましたとおり、現在、市内小中学校は、臨時休校中であ

りますが、休校中の居場所の確保が難しい児童については、学童保育において受入れ

を行うほか、学童保育を利用していない小学校１年生から３年生の児童で、祖父母や

親類等で預かってもらうことが困難であったり、小学校４年生以上に兄弟がいない児

童などについては、学校内での受入れを行っております。 

 今後の新型コロナウイルス感染症の対応につきましては、状況に応じて、その都度、

教育委員会から市内公立小中学校保護者への一斉メールや各小中学校を通じて、全保

護者に対し通知をして参ります。 

 次に、誤った情報に基づく人権侵害につなげないための対策についてでありますが、

私も、いかなる状況であっても、差別や偏見等があってはならないものと考えており

ます。人権侵害は、あやふやな情報による不安から来る混乱が大きな要因と考えられ

ることから、各種媒体等を通じて市民の皆様に速やかに正しい情報を提供することで、

混乱防止と不安軽減を図り、人権侵害につながらないようにして参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題「少子高齢化・人口減少化社会における市立病院の在り方について」 

１回目の質問 
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 第２標題「少子高齢化・人口減少化社会における市立病院の在り方」について、質

問をさせていただきます。 

 富士吉田市立病院は、昭和23年８月に病床数40床の下吉田町立病院として開設し、

昭和 26 年３月、市制施行に伴い富士吉田市立病院として改称し、地域の要請にこたえ

ながら整備充実を図りつつ、現在では一般病床 250 床、療養病床 50 床、感染症病床４

床の総合病院として発展してきた富士北麓医療圏唯一の自治体病院であります。また、

大規模災害時における災害拠点病院としても認定され、自治体病院としての役割を担

っております。 

 しかしながら、これから地方自治体が直面することが確実なのが、本格的な少子高

齢化社会であります。少子化や人口の都市集中により、地方部の自治体を中心に地域

消滅が相次ぐことが予測されます。本格的な少子高齢化に関して、近い将来に到来す

る現実として議論されているのが「2025 年問題」であります。 

 我が国の年齢別の人口構成で大きな割合を占めている第一次ベビーブーム世代が

2025 年には、全員 75 歳以上の後期高齢者となります。後期高齢者になると加齢によ

り医療を受ける機会が多くなり、医療の需要は確実に増えていくと考えられます。2025

年以降の後期高齢者の急増と子供の出生数減少が、深刻な医療従事者の人材不足を生

むと考えられます。これからの地方自治体の最重要課題の一つは、地域に必要な医療

従事者の人材をいかに集めるか、であります。 

 これからの時代は、今までの行政の常識が通じない時代になると考えます。このよ

うな時代において自治体病院として医療従事者の人材をどのように確保していくのか、

執行者側の考えをお聞かせください。 

 以上、第２標題１回目の質問とさせていただきます。 

 

１回目の市長答弁 

 少子高齢化・人口減少社会における市立病院の在り方についての御質問にお答えい

たします。 

 伊藤議員御発言のとおり、富士吉田市立病院は、昭和 23 年８月に開設以来、富士北

麓地域において唯一の自治体病院として、また、富士・東部医療圏の中核病院として

地域住民に必要な医療を提供することを第一の目的としてその役割を果たしてきまし

た。 
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 病床数は、平成 13 年５月に現在地に移転した際の一般病床 250 床、療養病床 50 床、

感染症病床４床の 304 床で稼働しており、また、病院職員につきましては本年２月現

在、医師 46 名、看護職 256 名、医療技術職 88 名のほか、事務職等 64 名で合計 454 名

のスタッフにより医療活動を行っております。 

 「2025 年問題」を踏まえた医療従事者の人材確保対策につきましては、平成 30 年

６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2018」において『公立・公的

医療機関等については、地域の医療需要等を踏まえつつ、地域の民間医療機関では担

うことのできない高度急性期・急性期医療や不採算部門、過疎地等の医療提供等に重

点化するよう医療機能を見直し、これを再編・統合の議論を進める』とされました。

また、国の指針を受け、山梨県が設置する「地域医療構想調整会議」では、2025 年の

あるべき姿に向けて必要な医療機能の見直しを行っていくこととしております。私ど

もの市立病院においては、その見直しの結果等も踏まえながら、人材の必要数などを

算出して参ります。 

 また、医師につきましては、これまでにおいても、万全の体制となるよう人員を確

保しておりますが、今後におきましても、院長をはじめ、医師を派遣していただいて

おります山梨大学医学部付属病院等との関係を密にし、医療機器の充実にも努め、医

師にとって魅力ある病院とすることで確保に努めて参ります。また、看護職等につき

ましては、就職活動解禁が早くなっていることを考慮し、就職セミナーへの積極的な

参加のほか、職員募集、採用試験の早期実施などにより新卒者確保に努めるとともに、

働き方改革を進め離職防止に努めて参ります。また、勤務環境の改善策の一つとして

院内保育室を拡充することにより、子育て世代の復職環境の整備にも努め、今まで以

上に働きやすい環境を整えて参ります。 

 以上、答弁といたします。  

 

２回目の質問 

 第２標題「少子高齢化・人口減少化社会における市立病院の在り方」について、２

回目の質問をさせていただきます。 

 病院は、医師や看護師などの人材を雇用し医療を提供することで、収益を上げる組

織であるといえます。ゆえに医師看護師などの医療人材をどう集めるかが、経営に大

きく影響するといえます。しかし、病院の二極化により、地方の病院や中小規模の病
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院を中心として、医師看護師などの医療人材に苦しむ自治体は多いといいます。また、

医師の長時間勤務が問題になり、2024 年には、「医師の働き方改革」で労働時間に上

限が定められることになります。かつての新医師臨床研修制度の導入による医師不足

を超える混乱が起きる可能性も高まっています。持続可能な自治体病院の経営を維持

するための人材雇用の在り方は、本市にとっても大きな課題となるでしょう。 

 自治体病院の最大の収支改善策は、医師の雇用であるといえます。医師数が増加す

ることで医療提供力が向上し、患者も集まり収益が上がります。逆に医師数が減少す

ると、医師一人当たりで入院患者を診る数も限界があるので、病床を埋められずに収

益が悪化してしまいます。 

 先日私は、公益社団法人全国自治体病院協議会主催の「地域の医療を守るために～

地方議員への期待～」という議員研修に参加してきました。講師は、城西大学経営学

部の教授の方でした。研修の中で富山県朝日町あさひ総合病院の医療人材確保のため

の取組みを聞きました。まず、医師の雇用については、それまで作られていなかった

医師の初任給調整手当を創設し、富山大学付属病院の教授の協力を得た健康街づくり

マイスター養成講座の開設。さらに富山大学医学部学生の地域医療臨床実習の積極的

な受け入れを進めたそうです。 

 また、看護師の雇用については、医師と同じく初任給調整手当を創設し、修学資金

貸与条例について金額を増額し、本市でも取り組んでいますが、院内保育所や病児・

病後児保育室を新たに開設したそうです。さらに病院のユニフォームを全面的に更新

し、職員が機能的で気持ちよく働きやすい環境づくりを進めたそうです。 

 こうした取組みにより、医師看護師の人材を確保することができ、病院の収益も大

幅に改善し、2019 年４月から８月の５か月で前年比、約 9,000 万円の診療報酬増を実

現しているそうです。 

 研修終了後、講師の先生と名刺交換をするお時間をいただきました。本市の市立病

院についてのお話をさせていただいたところ、先生は、医師看護師の人材確保のため

には、研修体制をしっかりととることが大切だと話されました。また、高度医療機器

の整備を上手に活用し、人材を確保することだと話されました。 

 そこで、執行者にお尋ねいたします。医師看護師の人材確保のために、魅力ある充

実した研修制度が必要であると考えますが、執行者の考えをお聞かせください。また、
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高度医療機器の整備は、市立病院にとって大きなメリットになると考えますが、医師

看護師の人材確保のために、どのようにアピールしていくのかお尋ねします。 

 以上、第２標題２回目の質問とさせていただきます。 

 

２回目の市長答弁 

 伊藤議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、伊藤議員におかれましては、公益社団法人全国自治体病院協議会主催による

医療人材確保のための取り組みに関する研修に参加されたとのことでありますが、市

立病院では、以前から給与等の待遇面だけでなく、院内保育室の整備など、医療人材

確保の取組を充分進めております。さらに、病院機能評価の認定を取得することで、

医療の質の向上と効果的なサービスの改善に努めるとともに、病院機能の質を高め、

病院の魅力づくりにも努めております。また近年においては、山梨大学医学部学生の

地域医療臨床実習の受入れや、新医師臨床研修制度に基づく専攻医の受入れも積極的

に行い、医師の数もここ 10 年は 45 名前後の常勤医師を確保しております。したがい

まして、医師不足は、現状においてはございません。また、一般病床の利用率も昨年

度 82.2 パーセントと高い病床利用率を誇っております。 

 次に、医師看護師の人材確保のために魅力ある充実した研修制度の必要性について

でありますが、市立病院においては、既に医師、看護師だけでなく、すべての医療従

事者を対象とした研修制度を導入し、実施しております。 

 医療は日々進歩しており、医療従事者は新しい治療に関する情報や医薬品の情報、

また、治療方法や看護方法等、常に新たな情報の収集に努めなければなりません。 

 また、近年は医療における分野ごとの専門化が進んでおり、市立病院として、研修

計画に基づき研修を実施することが重要と考えております。医師につきましては、学

会や研究発表会などに参加することにより新しい技術に触れ、専門医の認定更新や医

師としてのスキルアップを図っております。看護師につきましては、院内の年次研修

に加え、院外研修として勤務経験に応じた研修プログラムにより、様々な患者に対応

できるよう研鑽しております。 

 私は、このような研修による知識の習得やスキルアップを通して、市立病院の魅力

向上と人材確保につながっていくものと確信しており、また、高度医療機器の整備は、

医師をはじめとした機器ライセンス取得者などには大きなアピールポイントになるの
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で、今後につきましても院長を先頭に引き続き、医療従事者の人材の確保に努めて参

ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 第１標題、新型コロナウイルスについては、刻々と変化する情勢を注視しながら適

切な対応を期待しております。 

 第２標題、少子高齢化、人口減少化社会に向けた医療人材確保は、自治体病院の抱

える最大の課題であります。充足されているという現状に甘んじず、確信が疑念に変

わらぬよう、担保する行動を望みます。 

 今後も市民目線に立った議員活動を通して、議会・行政に訴えていきたいと考えま

す。 

ご清聴ありがとうございました。 

 


