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9 月 24 日、滋賀自治体問題研究所の 2018 年度定期総会を行いました。第 1 部は森裕之立

命館大学教授による「公共施設への向き合い方を考える」と題した記念講演、第 2 部の総会

では、2017年度事業報告、2018年度事業計画案についての議論の後、役員改選を行い、高橋

理事長をはじめとする 21名の理事を選出しました。以下、総会の概要をお知らせします。 

 

記念講演 

森裕之（立命館大学教授） 

１． 我が国をとりまく状況 

(1) 日本の人口動態 

日本の人口は 2008 年をピークに減少する

一方で、高齢化率は 27.2%（2017 年現在で

人口 1 億 2671 万人、高齢者人口 3515 人）。 
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出 生 率 は

2005 年の 1.26

から 2015 年に

は 1.45 まで上

昇したが、2016

年は 1.44、2017

年は 1.43 と低

下傾向。 

年 間 出 生 数

は、2016 年には

97.7万人と統計

開始以来初めて

100 万人を割り

込み、2017 年ﾆ

ﾊ 94.6 万人となった。 

あとでふれますが、日本は超高齢化と人口減

少の時代を迎えようとしています。 

 

(2) 高齢者の増加 

65 歳以上人口は、2040 年頃にピーク（約

4000 万人）を迎え、75 歳以上人口はその後

も 2054 年頃まで増加し続ける。 

(3) 三大都市圏の高齢化問題 

 東京をはじめとする三大都市圏では、

2040 年代にかけて高齢者が急増する。2015

年比で、東京圏では 270 万人、大阪圏では

70 万人、名古屋圏では 50 万人の増加が見込

まれている。とくに、医療介護ニーズが高ま

る 85 歳以上が増加する。 

(4) 認知症・寝たきり高齢者の状況 

 認知症高齢者数は、2012 年で 462 万人と

推計されており、2025 年には 700 万人（65

歳以上の高齢者の５人に１人）になると見込

まれる。寝たきり高齢者数は、2010 年に 170

万人であり、2025 年には 300 万人に達する

と予想されている。 

2016 年の平均寿命は、男性 80.98 歳、女

性87.14歳であり、健康寿命は男性72.14歳、

女性 74.79 歳。 

男性で約 9 年、女性で約 12 年の平均寿命

と健康寿命の差があり、その期間に介護が必

要となる。 

(5) 介護施設、人材の状況 

このような見通しに対して介護施設や介

護人材さらには労働力が大幅な不足が生じ

ることが予想されている。 

 

２． 国が考える「2040年問題」 

 国はこうした問題について、自治体戦略

2040 構想を打ち出し、地方制度調査会でそ

の具体化を図ろうとしている。 

 このうち、労働力不足に対しては女性や高

齢者の参入を自治体の人員・財源不足に対し

ては、AI の導入などにより現状の半分の人

員で運営していく方向が打ち出されている。 

 

３． 地域を支える自治体の状況 

(1) 立地適正化計画 

人口が増えるときに自治体としてあちこ

ちに住まれると困る。それを避けるために住

むエリアを決める。効率的な行政をすすめる

ために考えられたものが立地適正化計画。都

市機能を集めて真ん中を住みやすくなる。そ

高齢者人口の推移と予測(上：65〜74 歳､中：75〜84 歳､下：85 歳以上) 
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の反対に周辺部を住

みにくくする。周辺部

で公共交通を整備す

ると住みにくくなら

ないのでそれはあま

りやらない。 

学会でもコンパク

トシティの大合唱だ

が、いろいろ問題があ

る。農村部でも同じ、

真ん中にあつめると

いう発想は同じだ。 

 

(2) 公共施設問題〜地

域政策の結節点と

しての再編・統合

〜 

 都市機能の集中化

と関連して公共施設

の老朽化問題がある。

人口が減っているな

かで建て替えるかど

うか。人口が減ってい

るから3つあったもの

を 2 つでええやなか

い、こういう発想で統

廃合が進んでいる。大

津市でもてみても状

況は同じ。昭和 40 年

代から 50 年代に学校

関係の公共施設を多

く作っている（右上

図）。 

 これらの公共施設の今後 40 年間の更新費

用を算定したものが右中の表である。 

建物はなくすことができるが、道路や橋など

のインフラはなくしにくい。今後の維持管理

などの費用はこれまでの予算規模を大きく

超えるという問題がある。このように公共施

設の再編・統合の問題は、地域政策を考える

うえでの結節点といえる（右下図）。この問

題は今後 10 年､20 年といった期間問題にな

る。 
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(3) 地域包括ケアシステム 

先ほどの立地適正化計画は国土交通省が

音頭をとって進めているが、一方で厚生労働

省は地域包括ケアシステムを進めている。 

これはどんな状態になっても住み慣れた

地域で住み続けることをめざすものだが、立

地適正化計画とどう接合するのか。明らかに

中心に人を集めるということと論理的には

矛盾する。どっちの道を選ぶのか、これも自

治体の判断になる。自治体によって違うし、

人によっても違う。答えがあるわけではない

ので我々が考えていかなければならない問

題だ。 

 

(4) ハーバード大の「人生を幸せで健康にす

るのは何？」という研究 

史上最も長期（75 年間）に渡って 成人（男

性 724 人）を追跡、仕事・家庭生活・健康

などをつぶさに記録した研究。 

はっきりと分かったことは、健康で幸福に

する要因は「富」でも「名声」でも「無我夢

中で働くこと」でもなく、「良い人間関係」

に尽きることで 3 つの教訓が得られている。 

①周りとの繫がりは健康に本当に良い（孤独

は命取りであり、家族・友達・コミュニティ

とよく繋がっている人ほど幸せで 身体的に

健康で長生きする） 

②繋がる人（結婚相手、友人等）の数だけで

はなく、もっと重要なのは、身近な人達との

関係の質である。 

③良い関係は身体の健康だけでなく、脳をも

守ってくれる。 

 こうした教訓からは、公共施設が人をつな

ぐ結節点として大事であり、コンパクトシテ

ィと地域包括ケアシステムは原理的に矛盾

する。  

 

４． 先行事例から学ぶべき点 

(1) 浜松市－公共施設統廃合を優先－ 

浜松は日本で 2 番目に大きい市だ。広域

合併が公共施設の統廃合に大きく影響した

事例だ。財政運営は上手にやっているが、そ

の秘密は公共施設の削減が一つの要因と言

える。平成 27 年度までに 439 施設を削減。

これだけの削減例はない。ものすごい実行力

だが、それを担保したものは簡単にいえば人

の話を聞かないということだ。どこが削減さ

れたかというとほとんどが周辺部。できあが

った都市の形はまさにコンパクトシティ。 

 

(2) 北九州市－急進的な公共施設再編－ 

 門司港地域においては、区役所庁舎や市民

会館、図書館、生涯学習センターなど、老朽

化が進み近い将来、建替えが必要となる公共

施設が、中心市街地を取り巻くように、点在

して立地している。 

これらの公共施設を門司港駅周辺に集約

し、複合化・多機能化しコンパクト化するこ

とで、利便性の向上及び市民サービスの効率

化を図るとともに、公共施設を活かし、地域

の活性化を図る。 

注目すべきはそのスピードで平成 30 年代

に集約・再配置を実施としているが、住民と

の間でもめている。市はパブコメなど説明し

てきたといっているが、こうした問題は何回

も何回も住民と話し合いをしなければなら

ない。 

 

(3) 秦野市－公共施設の統廃合とあるべき地

域の姿－ 

自治会長の研修会において、公共施設の

老朽化問題の勉強会を繰り返す。 

市街化区域の公共施設の土地を社会福祉

法人に貸すことによって、高齢者にとって便

利な街づくりを進める。 

昭和の合併までの旧村単位の学校は現在
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でもコミュニティの中心であり、よほどのこ

とがないかぎりは統廃合しない。 

 

(4) 堺市－統廃合しない・長寿命化－ 

ハコモノについて、今後 30 年間で 45 年

で建て替えると約 8993 億円、長寿命化する

と 8006 億円で 987 億円が削減できる。しか

し、長寿命化しても年間 10 億円の費用が不

足するという試算結果がでている。統廃合す

ることにより維持管理を削減できるが、そう

した選択はせず、不足額は全体のやりくりで

なんとかするとしている。 

 以前は長寿命化に対して国は補助しなか

ったが、最近は補助の対象となっており、長

寿命化の後押しとなっている。 

 

(5) さいたま市 

 住民参加型ワークショップにより公共施

設（小学校、子育て支援センター、文化財資

料室、児童クラブ、地域交流室、コミュニテ

ィセンター）の複合化について議論した事

例。 

ワークショップによって完成された複合

施設案はそのまま入札にかけられる（ワーク

ショップを尊重） 

その一方で、ワークショップに実際に参加

できる住民の数は非常に限られているため、

ワークショップでの成果が住民参加に基づ

くものとしての正当性の問題がある。 

広報や意見交換会・模型展示会の実施を通

じて多くの住民の参加を促してきたが、それ

でも限界はある（模型展示会は多いときで

60 名）。しかし、意見交換会の宣伝を職員が

努力したこと住民参加にお金をかけること

など市の姿勢は広がりをみせたと考えられ

る。 

 

(6) 新潟市－分権型政令都市－ 

多くの市町の合併を行ったので対象とな

る施設はお祭りをどこでやるかということ

を含めてたくさんあった。地域別の実行計画

をワークショップ、ニュースレター、オープ

ンハウスといった手法によって住民意見を

汲み入れようとした。 

 

(7) 飯田市 

ここの公共施設等総合管理計画は、全部

地区にどうするかをみなさん話し合ってく

ださいと投げる。長寿命化するか、集約する

か、廃止するか、民営化するか住民が決める

というもの。県は「変わった計画」と評した

が国は受理している。 

これまでの事例としては次のようなもの

がある。 

① 保育園について地域が出資して社会福祉

法人を立ち上げ運営 

② 市が異なる部署で管理していた森林公園

施設を地域が指定管理を受け総合的に管

理 

③ 小学校を地域の活性化推進協議会が指定

管理を受けて管理運営し、観光施設・体

験施設として再生（年間利用者４千人） 

④ 自治振興センター、地区公民館、ＪＡ支

所を集約した施設整備の実施 

「千代しゃくなげ会」の事例･･･千栄保育園

が 2003～2004 年の２年間、園児が 10 人を

下回ったことから、公立保育園として維持が

難しい状況になった。保育園存続のために、

地区が社会福祉法人（千代しゃくなげの会）
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を立ち上げた。理念は、１）地区一人一人が

直接的又は間接的に運用に関与、２）地域の

子どもやお年寄りは地域で守り育てる。0 歳

児からの未満児保育や 19 時までの長時間保

育の開始、親子の集いの広場の運営、長期休

暇中の学童保育の実施など地区の子育て支

援を充実。さらに、指定管理者となって新た

にこの地域にデイサービスセンター「しゃく

なげの郷」が開設されたことで、地区内の高

齢者が身近な施設に通所できるようにして

いる。 

(8) 大牟田市－地域包括ケアシステムとコン

パクトシティの接合－ 

 高齢化率が 35%を超えている市である。

厚生労働省は中学校単位といっているが、そ

れでは間に合わないと小学校単位で、地域住

民と事業所、関係機関、行政とが一体となっ

た地域包括ケアシステムの構築をしている。

居住支援協議会、社会福祉法人地域公益活動

協議会、地域認知症ケアコミュニティ体制

（認知症サポーター養成、行方不明捜索訓練

などを実施）などの特徴的な仕組みがある。 

 

５． まとめ 

まちづくりはどうあるべきか。それなし

に公共施設の統廃合をすすめるべきではな

い。浜松市のようになると周辺部は何もなく

なり悲惨な状態になる。超高齢化という状態

を考えたとき、立地適正化計画といったもの

がどれだけのリアリティをもつか。お金がな

くなっても支える仕組み、飯田とか大牟田と

か、そうした仕組みを構築していくことが大

事ではないかと思う。 

幸せな社会とは、「幸福」だと感じられる

地域をつくること。「幸福」を規定するもの

は種々存在するが、中でも重要なのは社会的

存在感（ex.住民参加）と豊穣な人間関係（ex.

会話）だ。豊穣な人間関係を担保する最も重

要な社会的仕組みはコミュニティである。高

齢化を前提にした場合、とくに地域コミュニ

ティが重要な役割を担う。 

公共施設のための単なる財源確保や統廃

合ではなく、それをどのように利活用すれば

住民・コミュニティが元気に活性化するのか

が重要である。そのために、地域包括ケアシ

ステム等のまちづくりの方針を基礎にして、

公共施設の維持管理・再配置や縮小都市政策

を自治体としてどのように進めていくのか

が問われなければならず、進め方は様々あ

る。 

プロセスこそが地方自治の要諦であり、

それがスマート・シュリンク（賢い縮小）を

可能にする。 

まちづくり計画と住民参加はその基盤で

ある。 

 

【講演への質疑応答】 

Q1.市民運動で計画を変えていった事例は？ 

A. たくさんある。飯田市は住民が変えてい

った事例。新潟市は地域自治区を使って

住民の意見を反映。ただ、覆すまでいっ

たものはどうかわからない。多くは修正。 

意見：湖南市は庁舎の建て替え問題がある。

住民に情報がこない。建て替えはおかしい

という声をあげている。耐震補強が住民の

声。今日の話でもっと勉強したいと感じ

た。 

Q2.堺市の事例において長寿命化で耐震基準

は満足するのか。 

A. 耐震上どうしようもないものは長寿命化

の対象からはずしている。 

 

【総会でだされた意見など】 
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記念講演終了後の総会では、

2017年度の事業報告と 2018年度

の事業計画案の報告を行い基本的

に了承されましたが、次のような

意見がだされました。 

① 琵琶湖を含む環境問題、地域経

済などについては、地域で取り

組んでいる団体が多くあり、そ

ういうところと連携をしなが

ら取り組みを行うべきだ。 

② 税や保険料の滞納でサービス

をやめとけという風潮が強ま

っている。 

③ 観光戦略について調査したら

どうか。そんなにたくさん来る

のかという計画もあるが、お金

的には大きい。 

④ 生健会の活動を通じて行政が

相手によって態度を変えてい

る等の問題がみえる。 

 

【新役員】 

総会では右の表のとおり高橋理

事長をはじめとする役員の選出を行いまし

た。（任期は 2 年） 

 

 

 

 

9 月 20 日、福井の原発 7 基（現在の訴訟

対象は大飯 3,4 号基、高浜 1,2,3,4 号基、美

浜 3 号機）の運転差し止めを求めた第 20 回

口頭弁論が大津地裁で行われました。これに

向けて原告側は準備書面(48)～(51)を提出。 

準備書面（48）は、チェルノブイリ事故に

よる甚大な被害の特徴的な面を概説し、福島

においてもチェルノブイリ事故と同程度ま

たはそれ以上の被害が発生する恐れが現実

にあったこと、そして偶然により現状のレベ

ルにとどまったことを指摘。原発に求められ

る安全性は、社会が容認する相当程度の安全

性などではなく、万が一にも事故が起きない

という絶対的な安全性が求められると主張

しました。 

準備書面(49)は、原発の過酷事故が膨大な

役員名 氏名 所属等 備考

理事長 高橋　進 龍谷大学名誉教授

副理事長 清水　庄次 滋賀自治労連委員長

〃 本多　滝夫 龍谷大学法学部教授 新

〃 松本　利寛 元県職員 〃

常務理事 瓜生　昌弘　 元県職員

常任理事 古道　清 元日野町職員

〃 山口　剛 元大津市職員

〃 八木　修 元大津市議会議員

〃 服部　喜由 元大津市職員

〃 杉浦　智子 大津市会議員

理事 香川　雄一 滋賀県立大学環境科学部教授

〃 節木　三千代 滋賀県議会議員

〃 清水　俊朗 福祉保育労

〃 石川　賢治 弁護士

〃 田郷　正　 東近江市会議員

〃 安里　政嗣 草津市会議員

〃 岡野　通博 近江八幡市職員労働組合 新

〃 澤　豊治 全滋賀教組 〃

〃 山脇　正孝 米原市会議員 〃

〃 鬼頭  明男 長浜市会議員 〃

〃 小川　治彦 大津市労連 〃

監事 神原　裕寿 大津市労連

　〃 吉田　澄子 滋賀県職員 新

顧　問 成瀬　龍雄 元滋賀大学学長

〃 藤澤　直弘 日野町長

〃 水原　渉 滋賀県立大学名誉教授 新

〃 近藤　学 滋賀大学名誉教授 〃

総会で選出された新役員 
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数の人たちの基本的人権を深刻に侵害する

こと、日本国憲法のよって立つ基盤である日

本という国自体を崩壊させかねないこと、そ

れだけのリスクを甘受してでも原発を運転

すべき社会的必要性がないどころか、運転す

るたびに社会的害悪を蓄積し続けること等

の事情に鑑みれば、原発が過酷事故を絶対に

起こさないという意味での、いわゆる「絶対

的安全性」を備えない限り、原子力発電所の

存在及び運転は、憲法上許容されないから、

その運転が差し止められるべきであると主

張しました。 

準備書面(50)は、各原発に使用済燃料と放

射性廃棄物が大量に貯まり続けていること

によって、汚染リスクのある範囲に居住する

住民に対する使用済燃料等からの放射性物

質の汚染リスクが増大し続けていること、お

よびその処理の具体的方策と展望のないま

まの再稼働により、使用済燃料等の処理の負

担を将来世代に不公正に押し付けているこ

と、それが原告らの人格権侵害となることに

ついて主張しました。 

準備書面(51)は、前回口頭弁論期日後の出

来事として、①8 月 23 日に配信された島崎

邦彦東大名誉教授（前原子力規制委員会委員

長代理）のインタビュー、②北海道胆振東部

地震について、③樋口英明元判事のインタビ

ューについて取り上げました。このうち、②

については新規制基準の欠陥が表れており、

直ちに見直しが必要であると主張しました。 

法廷では、原告代理人弁護士がパワーポイ

ントを用いて説明しました。 

一方、関電側は、準備書面(32)から(35)を

提出。(32)は美浜の津波に対する安全性、(33)､

(34)はそれぞれ大飯、高浜の敷地地盤につい

て問題を指摘した原稿主張に対する反論、

(35)は炭素偏析問題についての反論であり、

代理人弁護士が原子力規制委員会のお墨付

きを得ていることを主たる内容として口頭

説明を行いました。  

次回の予定について、原告側は、①クレー

ン倒壊問題、②今回被告から反論があった大

飯、高浜の地盤問題に対する再反論などを予

定しており、美浜の地盤問題について次回に

被告側から反論がでれば次々回に再反論し

たいとしました。関電側は、美浜の地盤問題

ついての反論と土砂災害に対する安全性の

主張をする予定であるとしました。 

次回は、12 月 25 日 14:30 からと日程が示

されました。 

 

   ―「10・6小泉元首相の話を聞く集い」は何をもたらしたか― 

            杉原秀典（彦根・愛知・犬上原発のない社会をつくる会） 

 

１ はじめに 何故 1800人が集まったか 

 10 月５日、実行委員会のメンバーは皆ハ

ラハラしていました。５カ月にわたり準備を

進め翌６日に予定していた「原発のない社会

へ―小泉元首相の話を聞く集い」の開催が危

ぶまれたか

らです。その

日、台風が九

州に接近し、

６日には近
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畿・滋賀を直撃するとの予報が流されていま

した。実行委の役員は、小泉さんが乗る新幹

線が運休になるか、滋賀県に警報が発令され

た場合には中止すると決めました。さて、６

日の未明になり、台風が北寄りにそれて、無

事開催する事ができました。危機一髪の事態

でした。 

 当日、文化産業交流会館には、受付 13 時

開始なのに 12 時になると人だかりになりま

した。順番に並んでいただき、受付・入場の

時間を 30 分繰り上げました。最終的には

1800 人が参加し、一階と階段部分は満席に

なりました。殆どの人が見たことのないお顔

でした。もう少し天候がよければ、第２会場

を含めて満席の 2200 席を越えたと思われま

す。 

 なぜ、この小さな滋賀県でこれだけの人が

集まったのか、ここに、住民のエネルギーの

在処とこれからの運動の方向が示されてい

ました。 

 

２ 小泉講演「原発ゼロは保守も革新もない」 

 冒頭のアトラクションは近江猿楽多賀座

の「太鼓」。井戸謙一実行委員長の挨拶の後、

小泉さんが静かに語り始め、次第に熱が入っ

ていきました。 

  ３つのウソにだまされていた 

 首相在任中は、経済産業省の「日本の原発

は安全」「ＣＯ2 を出さないのでクリーン」

「コストが一番安い」というウソに疑いを持

たず、原発ゼロを言う人は左翼だと思ってい

た。しかし、2011 年の福島原発事故を目の

あたりにした。私は３つのウソにだまされて

首相在任中は原発推進だったが、「過ちて改

めざる、是を過ちという」と論語にあるよう

に、誤りを正して、原発をなくさなければな

らないと思うようになった。 

フィンランドのオンカロも 原発２基分の核のゴ

ミしか処分できない 

いまだに６万人以上が故郷にもどれない。廃

炉まで 40 年かかる。放射性のゴミを処分す

る所がない。私は、フィンランドのオンカロ

という核廃棄物最終処分場を見学した。地震

も火山もない安定した岩盤をくりぬいて、地

下 400ｍの２km 四方に作られているが、こ

の処分場でも原発２基分の核のゴミしか処

分できないと知り、54 基もある日本ではと

ても処分するのは無理だと思った。 

原発ゼロは、やればできる 

原発ゼロは、やればできる。福島原発事故

後の２年間は、動いていた原発は２基、その

後の２年間は０だったが、日本全国どこも停

電しなかった。事故前の原発発電３０％の電

力は、太陽光などの自然エネルギーを政府が

本気で支援したら３０年もかからずにまか

なえる。日本は自然エネルギーに最も恵まれ

ている国の１つ。ドイツは脱原発を決定し

た。日本は、自民党は何をしているのかと言

いたい。自然エネルギーを増やし、原発ゼロ

の方がはるかに良い国ができる。原発ゼロは

保守も革新もなく党派を超えて進めていく

課題だ。(湖北原発ゼロの会の北川長衞さん) 

 

 小泉元首相が「保守も革新もない」と市民

と野党に、本気で共闘を求めています。この

間、彼はいくつかのルビコン川を渡りまし

た。１つは、彼が顧問を務める「原発ゼロ自

然エネルギー推進連盟」（原自連）が「原発

ゼロ基本法案」という完璧な原発禁止法案を

発表したこと。２つは、政策の柱であるエネ

ルギーの分野で「原発をなくすことは安倍内

閣には出来ない」と明確に安倍政治を批判し

始めたこと。３つは、「原発ゼロ基本法案」

を携えて、野党、とりわけ普段は彼の対極に
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ある共産党にまで共闘を呼びかけたことで

す。この時、あれこれの理由をつけて彼との

共闘を拒むことは、原発ゼロ社会の実現に

も、安倍内閣打倒にも消極的だと批判されて

もやむを得ません。今度は、私たちの本気度

が試されています。 

 こうした中での「10・6 集い」のとりくみ

でした。 

 

３ とりくみの経過と留意点  

 第１回の実行委員会は５月８日、次の目的

と方針を確認しました。 

 目的は ①改めて福島原発事故の現実を直

視し、原発の問題点と今すべきことを共有す

る。②立場を越えて原発ゼロを願う地域の人

たちが合流し、大きなうねりをつくり出す。

その力で原発ゼロ法案の成立に寄与する。③

県下の「原発のない社会」をめざす運動の活

性化・広がりに役立てる。 

 方針は ①2000 人が参加する集いにする。

②全県的な取り組みにする。 ③目的に賛同す

る個人と県内の脱原発諸団体でとりくむ。目

的を認めるどんな団体・個人も排除したり特

別扱いはしない。④県内の脱原発を信条とす

る首長や議員にも呼びかける。 

 

  心を砕いた２つのこと 

 原発ゼロ一点での合流 政治利用はさせな

い 

 運動をすすめる上で、心を砕いたことが２

つありました。１つは「原発のない社会をつ

くる」点で共感・合意する全ての住民・団体

と合流することでした。立憲野党はもとより

自民党支持の中にも、原発に疑問と不安をも

ったり、反対する人が沢山います。この人た

ちと合流しないと原発はなくなりません。

「言うが易し行うは難し」ですが、これを貫

きました。もう１つは、「10・6 集い」を特

定の勢力に政治利用させないことです。来年

の参議院選挙を前にして「10・6 集い」を個

人的・政治的に利用する動きが予想されまし

た。この集いが、特定の団体・政党に利用さ

れたら、原発をなくす運動が食いつぶされ信

頼を失うことは目に見えていました。 

 そこで、最初の実行委員会で「目的に賛同

する個人と県内の脱原発諸団体でとりくむ。

目的を認めるどんな団体・個人も排除したり

特別扱いはしない」との方針を確認しまし

た。 

 この方針の実施には困難さがつきまとい

ました。ある政治団体から「実行委員会に代

表を送りたい」との申し出がありました。一

致点でとりくむだけなら、どんな政治団体・

政党も排除できないはずです。しかし、それ

が限られた政党の場合には、結果として特定

政党の特別扱いになり、住民共同の障害にな

りかねません。今回の場合、自民党支持者で

原発反対の人との共同の障害になります。も

っと住民の意識と運動が成熟した段階なら

別でしたが、この申し出は断りました。また、

沖縄・憲法などいろいろな政治課題を掲げて

活動している団体からも「実行委員会に参加

したい」との声がありました。 

 

 実行委員会は脱原発 17団体で構成 

 実行委員会の構成団体は、反原発・脱原発

の運動をすすめていて、政治的・個人的な思

惑がない団体に限定しました。それに、最も

相応しいのが 2016 年度に結成した「自主避

難者の住宅支援の継続を求める連絡会」を構

成する 23 の団体でした。これらはまた、全

県の脱原発の運動を網羅していました。その

うち、以下の 17 団体が合流して、５月８日、

彦根東地区公民館で「原発のない社会へ―小

泉元首相の話を聞く集い」実行委委員会を結

成しました。 

 実行委 17 団体は次の通りです。○いのち

とびわ湖を放射能から守る輪 (畑明郎)/○湖

北原発ゼロの会(勝屋容子・対月慈照)○原発

ゼロの会・守山(西山佳子・檜山真理)○原発

を考えるびわこの会(野口 宏)○原発を知る

滋賀連絡会(更家周子) ○さよなら原発高島市

民の会(西村修）○新日本婦人の会滋賀県本部

原発を考えるチーム(野口純子・山本コズ
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エ)○滋賀県母親大会連絡会(山口敏子・山田

和子)○滋賀県平和委員会(木村晨二)○信楽自

然育児サークルな ちゅらる・まま（玉崎洋

子）○市民発電普及団体びわエネルギー(山田

啓造）○たかしまのわ(白永昇次) ○脱原発･滋

賀☆アクション (峯本敦子)○脱原発をめざす

東びわこ市民の会(福井勝)○ばいばい原発高

島連絡会(中平清三)○彦根･愛知･犬上 原発

のない社会をつくる会(井戸謙一)○ひこね子

どもと明日を守る会(富永美砂穂) 

  全県民に繋がる 21人が呼びかけに 

 呼びかけ人も、実行委員会で基準と対象者

を丁寧に討論し、全員が合意して決めまし

た。その結果、ほぼ全県民に繋がる多様な２

１人が呼びかけ人になりました。 

  〇礒﨑和仁（西浅井漁業協同組合代表理事

組合長）、〇井戸謙一（弁護士）、〇今関信

子（児童文学作家）、〇嘉田由紀子（元滋賀

県知事）、〇小西理(近江八幡市長)、〇杉本

敏隆（朝日漁協組合長）、〇対月慈照（長浜

市僧侶）、〇田口久夫（彦根市医師）、〇武

村正義（元滋賀県知事）、〇田中善秋(玉津

小津漁業協同組合組合長)〇内藤善信（豊郷

町僧侶）、〇中野桂（滋賀大学教授）、〇野

口宏（元関西大学教授）、〇畑明郎（元環境

学会会長）、〇平尾道雄（米原市長）、〇福

田章典（大津市医師）、〇藤井絢子（ＮＰＯ

法人菜の花プロジェクトネットワーク代

表）、〇藤井恒夫(南浜漁業協同組合代表理

事組合長)〇藤澤直広（日野町長）、〇村西

俊雄（元愛荘･米原町長）、〇水野透（株式

会社渡辺工業代表取締役社長）。 

 

４ 何をもたらしたか 

  原発ゼロへの新しい出発点 オール滋賀

の下地 

 このとりくみは、全体として、様々な問題

点を含みつつ前向きに解決し、滋賀の新しい

運動の出発になったと考えます。 

 1800 人が合流し原発ゼロへの新しい流れ

を示す 

 第１に、様々な垣根、立場や政治的信条の

違いを越えて「原発のない社会をつくる」の

一点で１８００人が合流し、原発ゼロに向け

た新しい流れを示しました。団体としても、

漁業協同組合、中小企業家同友会、四つ葉食

品、生活クラブなど、これまで私たちと全く

関わりのなかった新しい層が賛同団体とし

て参加しました。呼びかけ人として、漁協の

組合長の４人が名を連ねたことは、びわ湖と

漁業を守る漁師の思いの切実さを示してい

ました。平尾道雄米原市長や小西理近江八幡

市長など自治体首長の呼びかけ人参加も、こ

の運動の地域住民を守る大義・公共性を示し

ていました。この集いへの賛同者が尻上がり

に増え、集い当日とその後も増えて１１０２

人になりました。参加しなかった市民・住民

の間にも波紋が大きく広がっており、今後、

新しい質と量をもった住民合流に繋がる出

発点になりました。 

 これまでの「安倍自民・原発推進勢力」対

「原発反対を唱える少数の人たち」という対

決の構図を新しい視野で見直すことが出来

ました。集いには、自民党・支持者と見られ

る人が相当多数参加していました。その結

果、本当の対決の構図、「ごく一部の安倍・

原発推進勢力」対「自民党支持者を含む圧倒

的多数の反原発の流れ」が見えてきました。 

  「原発ゼロオール滋賀」で安倍内閣を追いつ

める可能性を示す 

 第２に、「放射能からびわ湖と郷土を守る

オール滋賀の共同」が出来る下地・条件を示

しました。これは、原発ゼロの流れを大きく

すると同時に、沖縄が「基地をなくすオール

沖縄」で安倍内閣を追いつめているように、

滋賀で「原発ゼロオール滋賀」で安倍内閣を

追いつめる可能性を示しています。 

   住民と住民運動の底力を証明し、運動の新

しい方向を示す 

 第３に、滋賀の住民と住民運動の底力を証

明すると同時に、少し停滞しがちだった県内

外の反・脱原発運動に問題を提起し、新しい

方向を示しました。まず、実体としての運動

がある団体は、ほぼ全てがこのとりくみに参
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加し、濃淡はありますが地域でも独自に動き

ました。県団体を実行委員会の役員が訪問す

ることに呼応して、地域の団体の皆さんが、

地域の諸団体に足を運び、チラシとポスター

の運用、賛同団体・個人の依頼の活動を展開

しました。それは、漁協、医師会、農協、商

工会、観光協会、保育園、公民館、生協、生

活クラブなど、これまでは全く視野の外にあ

った団体が多く、約３５０団体に及びまし

た。これは、今後、原発ゼロの運動にとって

も、他の運動にとっても、とてつもなく大き

な財産・展望になっています。 

  原発ゼロ基本法や自然エネルギーの方向

が鮮明に 

 第４に、原発ゼロ基本法や被災者支援法、

自然エネルギーの推進方向など、原発をめぐ

る政策・政治課題が鮮明になりました。小泉

元首相は「自然エネルギーを増やし、原発ゼ

ロの方がはるかに良い国ができる。原発ゼロ

は保守も革新もなく党派を超えて進めてい

く課題だ」と述べました。これに呼応して杉

原事務局長が「小泉さんは来年の参議院選挙

に向けて原発を争点にしようと言っている。

これは本気だ。私たちが本気をださないわけ

にはいかない」とのべ、来年の参議院選挙に

向けて「原発ゼロ法案」に賛成する議員を多

数にしましょう。と呼びかけました。同事務

局長は、チェルノブイリ事故原発を訪問した

経験をもとに、当事国でチェルノブイリ法で

原発被災者が保護される事実と日本政府の

冷酷な姿勢を批判し、「原発事故被災者支援

法」の制定を呼びかけました。 

 こうした提起は、参加者の気持と繋がった

ようです。多くの人が感想を述べています。 

 

 「小泉さんの話は分かりやすかった。日本

が原発０に向かって進む希望を感じた」「ユ

ーモアも交えた興味深い話を聞けた」「原発

に頼らなくても社会は動き、生活できると考

えるようになった」「小泉さんの本気度も知

ることが出来た。これからも頑張ろうと力を

頂いた」「早く、原発ゼロ法案を通して欲し

い」「原発ゼロに向け新たな決意と希望が持

てた。回りのみんなに広く知らしめこの運動

をもっと大きなうねりとし政府を動かせる

ようにしたい」。「実際に活躍されているリ

ーダーの提案を聞いて、情報発信、選挙での

意思表示をしていく」「こんなに多数集まっ

て嬉しかった」「自分に出来ることを実行に

移す時だ」「事務局長の提案が良かった。こ

の資料が欲しい」「原発ゼロは夢でない。必

ず出来ることだと確信した」「出来ることか

ら始めたい」「みんなで声を出せば、原発ゼ

ロ社会が必ず出来る」「最後の提案がよく分

った」「1800 人の輪がどんどん広がること

を願う」など。 

 

 今後、特に参院選挙に向かって「原発ゼロ

基本法」成立の機運が盛り上がるかどうか、

私たちの運動の視野の広さにかかっていま

す。 

 

５ とりくみの教訓  

   全ての市民・住民を視野に入れた  

 とりくみの教訓は次の通りです。 

 第１に、全ての市民・住民を視野に入れた

ことです。市民・住民に広くつながる 21 人

の呼びかけ人をつくり、その写真入りのチラ

シ１２万枚を作成し全県で配布しました。 

 力の及ぶ限りで、一切の分け隔てなく種々

の団体を訪問し協力を申し入れました。県段

階と地域段階で、約３５０団体を訪問し対話

し参加を呼びかけました。中でも、漁協、農

協など原発事故の直接被害を受ける人たち

の団体を重視しました。 

 第２に、労働組合や民主団体や政党等など

に「上からの動員」を要請することはせずに、

より一般市民に開かれている公共団体や市

民団体、商店などに呼びかけたことです。こ

れにより、予期しないやり取りが生まれ、思

い込みが解消されていきました。これはマン

ネリを克服する新しい運動への切り口の１

つだと思います。 

 第３に、マスコミ対策を重視したことで
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す。事前に「中日」「朝日」、「毎日」が１

回、「京都」が１回報道しました。開催３日

の前の「朝日」と２日前の「毎日」を見て問

い合わせの電話した住民が沢山おられまし

た。住民は地域新聞を良く見ています。近江

タイムス、滋賀報知、近江同盟、滋賀夕刊の

報道みた 50 人程度の人から問い合わせの電

話がありました。 

 第４に、全県的な実行委員会の体制をつく

り、実行委員会と事務局会議が役割を果たし

たことです。８回の会議を開きそれぞれの団

体・個人が創意を出し合い、決めたことをほ

ぼやり抜きました。種々の団体訪問、ポスタ

ー・チラシの配布や賛同者の依頼など、実行

委員会の１つ１つの行動が住民の新鮮な反

応を呼び起こし、それが逆に行動する人を励

ましました。実行委員は、それぞれは色々な

運動に責任をもち忙しい人ばかりでしたが、

そうであるが故に幅広い人につながること

が出来ました。 

 

６ とりくみの課題 一点で共同する意味を

深く掴む 

 克服すべき課題は以下の通りです。 

 第１に、現役の労働組合、左派と言われる

人たちの一部にある「小泉とは一緒に出来な

い」との思いを払拭できませんでした。「悪

魔と手を組むのか」と言う声もありました。

小泉構造改革への批判・不信の気持ちはよく

分かりますが、大事なエネルギー政策・原発

ゼロで一致できる情勢を見逃し、共同に背を

向けるなら私たちの原発ゼロへの闘いの本

気度が問われます。また、その共同が安倍内

閣に大きな打撃を与える現実を見ないとす

れば、安倍政治を止めさせる闘いの本気度も

問われます。もし本格的に、小泉構造改革と

の闘いを総括するというなら、大きな視野で

闘ったかどうかの総括が必要です。私の記憶

では、小泉政権の下での派遣労働の製造業へ

の解禁などに対して、正規が中心の労働組合

はあまり闘わなかったように思います。当時

の小泉首相が「自衛隊が行くところが非戦闘

地域だ」と答弁しながら実行した「自衛隊の

イラク派遣」についても、あまり住民との共

同があったようには思いません。今までの運

動の視野の狭さが、小泉構造改革や自民党政

治を許してきたと見るべきではないかと思

います。今回もそれが現れていると思いま

す。 

 この視野の狭さは、反原発の運動を含むす

べての運動の弱点だと思います。逆に、ここ

を克復すればすべての分野で共同が進み、安

倍政治・自民党政治を終わらせることが出来

ると思います。 

 大事なことは、大切な一点で共同すること

の意味を深く討論し掴むことです。原発での

共同は原発をなくす力になると同時に、安倍

内閣を倒し自民党政治を変える現実的な力

としても働く情勢です。沖縄の基地問題での

一点共闘が、全国を励ましているように、原

発ゼロでの一点共同・共闘は、他の課題での

一点共同に繋がり、安倍政治を止めさせる流

れに合流するに違いありません。 

 第２に、既存の労働組合・民主団体・政党

への働きかけが弱かったことです。これらの

団体が市民運動・市民と繋がる機会を保障し

えなかった。立場の違う政党・団体が共同す

るチャンスを提供しえなかった。そのことが

第１の問題を克復できなかった１つの要因

になりました。 

 以上、このとりくみを振り返りつつ、来

年の参院選挙で「原発ゼロ オール滋賀共闘」

をつくり安倍政治を終わらせることを夢見

ています。 
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10/6 小泉元首相の話を聞く集い主催者挨拶（井戸謙一弁護士） 

 

 福島の事故は、大変深刻な事故でした。当

時、原子力委員会の委員長だった近藤駿介氏

は、最悪の事態を辿った場合、強制的に避難

させる人が１７０km 圏の１５００万人、行

政の責任で避難させなければならない人が、

首都圏を含む３０００万人に及ぶと予想し

ていました。そうならなかったのは、まった

くの偶然にすぎません。日本は崩壊の瀬戸際

にあったのです。 

膨大な数の人たちが故郷を追われ、避難の

過程で亡くなった方、絶望のために自死した

方も多く出ました。福島原発事故は収束して

おらず、緊急事態宣言は現在も解除されてお

らず、いまだに帰還できない人々が多数おら

れます。福島原発事故は、膨大な数の人たち

の平穏な生活を破壊しました。これだけの被

害を出したのですから、責任者はすべて表舞

台から退場し、この国は原発政策を一から見

直すことになるだろうと思いました。しかし、

そうはならなかった。誰も責任をとらないま

ま、この国は原発回帰の道を歩んでいます。 

滋賀県には原発はありません。しかし、私

たちは、福島原発事故によって、若狭湾の原

発が事故を起こせば、滋賀県民は大変な被害

を受けること、近畿１４００万人の水がめで

ある琵琶湖が汚染されれば、その被害は途方

もないレベルに達することを自覚しました。

私たちは、この滋賀の地において、原発に反

対する運動を続けてきました。福島原発事故

から７年半が経過し、参加者が固定化して、

運動に一時期の勢いがみられないことは否

定できません。しかし、他方で、この間、原

発が稼働していなくても電気は足りていて、

電力供給のために原発の必要がないこと、原

発は低コストどころかコストが高いこと、太

陽光や風力等、再生可能エネルギーによる発

電が驚異的にコストダウンしていて、今や原

発よりもはるかに安いこと等の事実がどん

どん明らかになっています。必要もないのに、

万が一のリスクを否定できない原発の運転

をなぜ続けるのか、そういう認識が国民の中

に徐々に拡がっています。世論調査をすれば、

６割から７割もの人たちが原発のない社会

の到来を望んでいます。 

原発に反対する運動は、政治的立場とは関

係がありません。保守も革新も関係がありま

せん。家族や子供たちの安全、健康を願い、

平穏な生活が続くこと、美しい自然を次の世

代に引き継ぐことを願うことは、政治的立場

を乗り越えて、すべての人が手を取り合って

取り組むことができる課題です。幅広い人た

ちの力で、原発のない社会を目指す運動に新

たなうねりを作り出したい、そのきっかけに

したいという思いで、私たちは、小泉元首相

に講演をお願いしたところ、小泉元首相のご

快諾をいただき、この日を迎えることができ

ました。 

小泉元首相は、首相在任当時は原発を推進

された方ですが、福島原発事故の後、お考え

を改められ、今は熱心に反原発運動に取り組

んでおられます。「原発ゼロ、自然エネルギ

ー推進連盟」（原自連）という団体を立ち上

げられ、「原発ゼロ、自然エネルギー基本法
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案」を策定し、先頭に立ってその立法運動に

取り組んでおられます。ともだち作戦に参加

したアメリカ空母「レーガン」の水兵の方た

ちが太平洋で放射性プルームに巻き込まれ、

重篤な健康被害を受けていますが、その救援

活動にも取り組んでおられます。政治的立場

の違いを超えて脱原発を共に目指す運動の

象徴的な存在だと思います。 

本日は、原発を推進してこられた小泉首相

が、なぜ考えを改められたのか、これからの

日本が歩むべき道をどう考えておられるの

か、じっくりお話をお聞きし、今後の私たち

の生活や運動の糧にしたいと考えておりま

す。そして、同時に、滋賀県における原発を

なくす運動の新たな旅立ちの日にしたいと

考えております。 

 

 

 これから何をするか、皆さんへの提案（杉原秀典事務局長） 

    (2018年 10月６日、小泉元首相の話を聞く集いでの提案) 
 

 まず１つ目です。今日の小泉さんのお

話と集いの様子を、皆さんの周り、家族

や近所、地域で話題にしましょう。とも

すれば、原発をなくす運動は「一部の人

の物」になりがちで地域から浮いてしま

います。そのために、ほとんどの人が「原

発は恐い、要らない」と思っていても、

政府や電力会社はどんどん原発をすすめ

てしまいます。今日を機会に、立場の違

い・垣根を超えて、地域でみんなが手を

つなぎましょう。そして、「原発のない

社会」へ向けて、この小さな滋賀から、

大きなうねりをつくっていきましょう。 

 ２つ目です。このうねりで、国会で原

発ゼロ基本法をつくらせましょう。 

 今年１月に、小泉さんが顧問をされて

いる「原発ゼロ・自然エネルギー推進連

盟」、原自連が原発ゼロ基本法案を発表

しました。そこには「動いている原発は

直ちに停止する」「停止している原発は

今後稼働させない」「新増設はみとめな

い」「原発の輸出を中止する」とはっき

り書いてあります。そして、「自然エネ

ルギーは、2030年で50％、2050年で100％

にする」と対案も明確です。さらに「か

つての戦争被曝及び原発の重大事故の当

事国として、地球上の原発の全廃を世界

に向けて発信する」と宣言しています。

完璧な原発禁止法案です。３月に、小泉

さんたちは、この法案を携えて野党、立

憲民主党、自由党、社民党など、そして

普段は対局にいる共産党にまで協力を呼

びかけました。前代未聞の出来事です。

野党４党は、この案をもとに原発ゼロ基

本法案をつくり、国会に提出し、史上初

めて、原発の是非を議題にした国会討論

が始まろうとしています。 

 世論や選挙の動向次第では、この法律

が通る可能性が十分にあると思います。

そうすれば、大津地裁の決定で原発が止
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まったように、今度は、法律によって原

発そのものが廃止されます。原発ゼロ法

案を成立させましょう。 

 先日、北海道で起きた震度７の地震の

震源地が「泊原発の直下だったら」と思

うと、ぞっとしますよね。当面、再稼動

した高浜原発と大飯原発の３・４号機を、

すぐに止めるように強く求めていきまし

ょう。 

 ３つ目です。国に、原発事故で被害に

あった人たちの健康と生活を保障をさせ

ましょう。 

 私たちは、ちょうど２年前、事故３０

年のチェルノブイリ原発を見てきまし

た。当事国ウクライナ・ベラルーシ・ロ

シアでは、0.5～1㍉シーベルト以上の被

曝者には、汚染地域に住む人にも移住す

る人にも、国が責任をもっていました。

医療、保養、住居、賃金、安全な食料を

補償し、年金の前倒しなどを行っていま

す。私たちが訪れたベラルーシの保養施

設「希望２１」では、年間のべ５０００

人の子どもたちのために、２０５人の、

教師・医師・農業従事者・給食員などが

国家公務員として働いていました。チェ

ルノブイリ法という法律があるからで

す。日本では、大津や信楽で行われてい

る子どもたちの保養キャンプに、国は一

円も出しません。全部ボランティアです。

昨年３月、国は冷酷にも、自主避難者へ

の住宅支援を打ち切りました。それが嫌

なら 20 ㍉シーベルトの汚染地域へ帰れ

というのです。事故の責任を取るべき国

や電力会社が、責任のない被害者に「貧

困か被曝か」を迫る。避難する人も残る

人も見捨てる。こんなやり方を、見過ご

すわけにはいきません。 

 被災者の皆さんと一緒に「原発事故被

災者保護法」をつくらせましょう。 

 ４つめ目です。選挙で、原発に反対す

る議員を多数派にさせましょう。 

 いま、福井地裁や大津地裁、広島高裁

での「原発運転差し止め」決定に対する

巻き返しが始まっています。去る９月 25

日、広島高裁は「伊方原発運転差し止め

判決に対する異議申し立て」の裁判で「国

が破局的噴火を想定した対策をとらず、

国民の大多数が格別問題にしていないか

ら『社会通念』上受け入れられる」と言

って、一審を覆しました。彼らには権力

はありますが、まともな理屈はありませ

ん。こんなウソの理屈、いつまでも通用

すると思ったら大間違いではないでしょ

うか。 

 みなさん。これまで原発が争点になら

なかった政治の分野、知事選挙や国政選

挙で、「原発のない社会」を訴える候補

が当選するようになりました。小泉さん

は「参議院選挙で原発を争点にしよう」

と言っています。小泉さんに対する色々

な批判はありますが、「原発をなくすこ

と」は本気だと思います。私たちが本気

を出さないわけにはいきません。 

 いま、原発反対の議員が多数派になる、

絶好のチャンスが生まれています。 

 司法での巻き返しを、今度は、政治・

選挙で跳ね返していきましょう。 

最後です。大飯原発の運転差し止め判

決を書いた、元福井地裁の裁判長・樋口

英明さんは「これを書かせたのは愛国心

だ。本当の保守は原発に反対すべきだ」

と言っています。私たちも、このびわ湖

と郷土を守る、本当の愛国心をもって、

垣根を越えてつながり、原発のない、安

心して暮らせる滋賀と日本、そして世界

をつくっていきましょう。


