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 大津市は、現在 36 か所ある支所を 10 か所程度に統廃合し公民館を廃止する案をとりまと

め、市民に対する説明会を行っていますが、いくつかの自治連合会で取組んだ反対署名が 2

万を超えるなど市民のなかで不安と反対の声が広がっています。 

10 月 20 日には、本多滝夫龍谷大学教授（滋賀自治体問題研究所副理事長）による「まちづ

くりにおける支所・公民館の役割」と題する学習会を行ったあと、「支所・公民館を守る大津

市民の会」を結成、支所・公民館を守

るための署名運動などが取り組まれる

ことになりました。 

 

【本多教授の講演概要】 

 本多教授は、市民センター再編の特

徴や安倍政権下ですすめられている

「地方創生」政策との関連について説

明しながら、支所の統廃合問題を考え

11 月号の内容 

支所・公民館を守る大津市民の会結成 ···································································  1 

2017 年度介護保険料の審査請求にかかる口頭意見陳述 ··········································  3 

大津市ガス事業民営化に向けて大阪ガスなどが優先交渉権 ········································  5 

自治体研究社の新刊 人口減少時代の自治体政策 ······················································  7 

11 月の理事会から  ····························································································· 7  

コナン市民共同発電所の視察のご案内  ··································································  9 

第 18 回滋賀地方自治研究集会 ·············································································  10 

地方創生研究会について ·····················································································  10 
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る視点として次の三点を提起しました。 

 第一は、支所の役割の評価についてです。

支所は、地域において市民の福祉を増進する

役割を担う最前線の機関であり、市の職員を

配置して、単なる事務処理だけでなく、地域

の実情の把握、調査に関すること、自治会な

ど各種団体との連絡調整など地域と市を結

ぶ重要な業務を行うこととされています。つ

まりサービスを提供しながら地域と市をむ

すぶという役割をしているのです。今の流れ

は、窓口業務が大変軽視されていますが、県

内でも野洲市の事例を見ると、生活困窮者へ

の支援の拡充といった点で窓口が重視され

ています。窓口まで相談に来られた市民に

「他にもありますか」と声かけをするなど、

市税の滞納をシグナルとしてとらえていく

という仕組みがつくられ、窓口の役割が重視

されています。野洲と大津は事情が違います

が、36 か所ある支所をどう活用するか、あ

るいはどう活用できるのかを考えることが

重要だと思います。 

 第二、は、公民館の役割と地域の住民組織

の評価についてす。公民館は、自主的な学習

を通じた住民による地域の課題発見と市と

の協同を育むための拠点です。公民館は社会

教育法に根拠があるものであり、はたして廃

止ということでいいの

だろうか、長野県飯田

市の事例から考えてみ

ます。飯田市では、自

治振興センターと公民

館を併設し、「地域に足

のついた政策立案でき

る職員を育てる」こと

がめざされています。

要するに地域の実情を

しっかり把握した職員

が本庁にもどり政策立

案をするという人事サイクルとなっている

のです。大津市もかつてはそいうサイクルが

あったと聞いていますが、今、大津市がんが

得ていることは地域のことは地域に丸投げ

といった感じです。 

第三は、住民組織の役割評価についてです。

大津市は、「行政サービスの限界」から地域

組織を必要としているようです。行政組織の

代替とするため、公民館を廃止してコミュテ

ィセンターを考えています。実行機能だけを

期待しているようですが、地域における協議

機能を重心することが必要です。 

 

【講演に対する会場からの質問、意見】 

Q.支所の統廃合とあわせて小学校の統廃合

を考えているのではないか？ 

A.検討はされている。支所の問題を含めて地

域の暮らしにかかわることなのでじっくり

と議論していくことが必要。 

Q.大津市のシミュレーションでは、再編によ

って 4 億円も経費削減ができるとされてい

るが、市民に負担転嫁されている部分は評価

されていないし、数量化しにくいマイナス面

もあると思うがどう考えたらいいか。 

A.数字の根拠についてはよくわからないの

で別途検証が必要。ただ、コミュニティセン
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ターへの委託料がこれですむのかという単

純な疑問はある。また、政府の検討では、さ

らに住民から負担金をとるという仕組みを

つくることも考えられている。 

 

【守る会の取組】 

① 署名目標 30,000 

② 集約は 12 月、1 月、2 月 

③ 議会請願 12 月議会 

④ 公開質問状の回答に対する市との懇談 

⑤ 各自治連合会、団体への協力依頼 

⑥ 宣伝行動  

⑦ その他 

 

【その後の市の説明会など動き】 

 市は当初、3 回の市民説明会で支所の統廃

合をすすめる予定でしたが、市民の反対、疑

問の声のまえに、各学区ごとに説明を行わざ

るを得なくなり、11 月中旬までの日程で実

施しています。この中では、市の施設管理の

委託を予定しているまちづくり協議会が立

ち上がり、市役所にも近い長等学区のように、

「支所を廃止して早くコミセン化せよ」とい

う意見がだされたところもありますが、多く

は反対と不安の声が続出しています。 

 支所廃止地域では、真野北学区（90 人）、

比叡平学区（60 人）、仰木学区（60 人）の

参加状況で発言者の全員が反対意見を述べ

市に撤回を求めています。11 月 10 日の田上

は参加者が 100 人を超え、市の用意した資

料が足らず、増刷のため開会が遅れるという

事態も発生し、終了時間も予定より 1 時間以

上もオーバーし反対意見が続出しました。 

 大津市自治連合会も 36 支所の存続という

方針を確認しています。 

 

 

 

 

 八木 修（滋賀県生活と健康を守る会連合会副会長）  

  

11 月 5 日（月）午後 2 時から滋賀県介護

保険審査会において、2017 年度の介護保険

料に対する審査請求にかかる大津市と草津

市の審査請求人による口頭意見陳述が行わ

れました。 

 2016 年 4 月以降、行政不服審査請求法の

改正により審査請求者が処分庁に対して、質

問することができるようになり、5 日も審査

請求者の質問・審査会委員の質問→処分庁の

回答→審査請求人の意見陳述→審査会委員

による審査となりました。 

 2017 年度の介護保険料に対しては、2017

年 9月 1 日県下 11市町 135 人が審査請求を

行っていたもので、審査請求から 1 年以上も

経ってからの口頭意見陳述で若干の「興ざめ

感」がありましたがしっかり取り組みました。 

 口頭意見陳述での質問項目とその理由、お

よび処分庁の回答は以下の通りです。 

 

質問１ 介護保険料は、被保険者の所得（収

入）に対する率（負担率）で低所得者に高く、

高所者には低いという著しい逓減制で不公
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平である。と考えるが処分庁の見解を聞く 

（理 由） これは社会保障制度・分野にお

ける所得再分配の考え方に反する。 

 所得再分配は、公的年金や医療、介護など

の社会保障給付による富の再配分とともに、

能負担の原則に応じ、所得の高い者にはより

高い負担率で税金や社会保険料を課すこと

されているからです。 

質問２ 賦課総額算出に際して必要保険料

額を収納率で割り戻して、滞納見込額を被保

険者負担させることで、保険料総額が高くな

る。そして保険者として 100％収納の責任を

果そうとしていない。と考えるが処分庁の見

解を聞く。 

（理 由）介護保険法施行令第３８条でこの

ことが規定されているが、結果的に賦課保険

額が高くなり、被保険者に滞納見込み分を負

担させる社会的合理性、社会的合意はないと

考えているし、民主的手法とはいえません。 

質問３ 世帯員（家族）の課税状況（収入状

況）によって保険料が左右されている。この

ことについて処分庁の見解を聞く。 

（理 由） 税や国保料（税）その他の徴収

金にはない料金算定方式で、個人主義に反す

ものです。 

 

 質問４ 所得階層別保険料制度により所得

（収入）が１円違うだけで保険料では万円単

位の違いとなり、不公平感甚だしい料金体系

です。処分庁の見解を聞く。  

（理 由） 大津市の場合、第 4 段階：本人

市民税非課税、世帯市民税課税で本人の合計

得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の

保険料は 60,960 円。 

 第 5 段階：本人市民税非課税、世帯市民税

課税で本人の合計所得金額＋課税年金収入

が８０万円超の保険料は 76,200 円。質問１

で述べた所得再配分論とも相容れない。 

 【回 答】：大津市、草津市とも、介護保

険法、同施行令、施行規則、各市の介護保険

条例等の規定により、適正に賦課したもので、

賦課方法に問題なしと形式的な回答しかし

ませんでした。 

 また所得段階について、法では 9 段階に対

して草津市は 12 段階、大津市は 13 段階と

て、負担の差は国の基準より軽くしていると、

論点のすれ違った回答しかできませんでし

た。他に大津市には次の点をただしました。 

質問５ 介護保険法施行令第３８条第２項

「・・・保険料収納必要額を予定保険料収納

率で除した額を・・・基準として算定するも

のとする。」に反して「乗じて」いるのはな

ぜか？ 

（理 由） 明確に介護保険施行令に反する

保険料設定である。 

 【回 答】：乗じたのは間違いで、その原

因は分からない。 

質問６ 大津市の第６期介護保険料必要額

18,990,051千円は、費用総額 80,716,277千

円の 23.5％ となり、１号被保険者の負担率

22％を超えるものです。その原因は国庫調整

交付金 5％に対する不足額を 1号被保険者の

保険料に上乗せしているのと思われます。 

 そのように算定する根拠を明らかにして

ください。 

 【回 答】：大津市は明確な回答が出来ま

せんでした。草津市は、法的根拠はあるが今

は資料を持ち合わせていない。というもので

大津市の場合、第 1 段階：市民税非課税世

帯、かつ本人の合計所得金額＋年金収入額 

が 80 万円以下の保険料は 34,290 円。 

  第 5 段階：本人市民税非課税、世帯市民

税課税で本人の合計所得金額＋課税年金収

入額が 80 万円超の保険料は 76,200 円。この

差は約 43,000 円となる。 
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した。 

 口頭意見陳述について、当初は 30 分の時

間設定がされていましたが、大津市の場合、

審査会委員からも処分庁に対して質問と資

料提供を求められ、また審査請求者に対して

の質問もあったため 1 時間以上の熱のこも

った口頭意見陳述・審査会になりました。 

 大津市については、明確な法令違反があり、

審査会がどのような裁決を出されるか注目

されます。 

 

 

 

大津市ガス事業のう

ち小売り部門を民営化

させる計画で、市は 10

月 24 日、大阪ガスなど

のグループを優先交渉

権者に選んだと発表し

ました。市が施設などの

所有権を保有したまま、運営を民間

に委ねる「コンセッション方式」に

よる事業計画の提案を公募する公

募型プロポーザル方式により業者

選定が行われた結果が公表された

ものです。  

公募には、大阪ガスと関西電力を

それぞれ代表企業とするグループ

の 2 者が応募し、それぞれの提案に

対して上表のような点数がつけら

れ、大阪ガスグループが優先交渉権

者となったものです。 

 市民にかかわる提案としては、 

① 民営事業は来年４月に始動

し、家庭向けの利用料を現状

より１～３％値下げする（家

庭用ガス料金を電気料金とセットの場

合は３％、ガスのみの場合は１％値引き

する）。 

② 大阪ガスグループは、株式の７５％を取

得し、株式譲渡額として９０億円を市に

払う。 

③ 料金は条例によって値上げできないよ

うにする。 

この結果について、市は手放しで評価してい

るがはたしてそうでしょうか。 

公営継続の場合と新会社の費用の差の検討

単位：百万円

費用項目
費用差（民
営－公営）

備考

収入 ガス売り上げ 617 A

ガス調達費用 ▲ 3,567

託送料 445

人件費 ▲ 925

事務所賃料 257
法人税等 －
諸経費 100
運営権償却費 177
システム費 100 当初5年間

計 ▲ 3,413 B
▲ 57 C

公営と新会社との損益差 ▲ 4,087 B＋C-A

・2017年11月24日大津市施設常任員会資料に基づく。

・この表には公営と新会社で差のある項目のみを示している。

・託送料とは導管使用料。

支出

営業外費用

・法人税は約14億円と見込まれるが、市の収入となるという理由で
計上されていない。
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 最も大きな疑問は、大阪ガスが市に支払う株

式譲渡額 90 億円です。これは、公営継続か民

営化という検討段階の初期には全く検討項目

にあげられておらず、最終段階になって右表に

示すとおり運営権償却費として、177 百万円が

計上されたものです。株式譲渡額は、大阪ガス

としては多額の一時支出となり、20 年間のガ

ス小売り事業のなかで償却費として回収しよ

うとするものだと思われます。しかし、検討段

階の推計値とは桁違いの数値です。ちなみに、

関西電力グループの提案がどの程度であった

かについて推定してみました。大津市の出資額

に関する提案値がわからないと正確な値は算

出できませんが、大阪ガスの提案と同じ 1 億円

と仮定して計算すると、関電の株式譲渡金額は

約 27 億円となります（下の計算メモ参照）。

ふたつのグループで 90 億円と 27 億円という

大きな差がどうして生じているのかが大きな

疑問です。また、検討段階で 90 億円という運

営権償却費を計上していたら民営有利とはな

らなかったはずです。ガス料金値下げで収入減

となる要素や費用差の検討の中で除外された

14 億円と見込まれる法人税等の支出要素が増

大するなかで大阪ガスとしては、市ガス事業外

でのメリットを考慮したのか、ガス調達費用な

どをさらに低く計上できるとしたのかなど疑

問が湧いてきます。たちまち来年 4 月からは料

金が値下げということになるようですが、検討

段階の資料と比較しながらガス事業の経営に

ついての検証が必要です。 

（Ur） 

 

 

 

 

関電グループの株式譲渡対価提案額推定の計算メモ

単位:億円

大阪ガス 90 1 3.33 86.67 最高提案額

関西電力 Y X 0.75X+2.58 Y-0.75X-2.58

最高提案額に最高点の30点がつけられ、関西電力は8.19点であったので
（Y-0.75X-2.58)/86.67×30＝8.19　となる。

上式から、関電の株式譲渡対価提案額Yは、
Y=0.75X+26.24

と大津市出資額に対する提案額Xの関数となる。
大津市の株式持ち分率は25%であるので、Yの最大値としては、X=0.25Yとなり、
その場合、 Y= 32.30 億円 X＝ 8.07 億円

その場合 Y= 26.99 億円 X＝ 1 億円

※関電の株式譲渡対価提案額としては27億円、最大でも32億円と推定される。

備考

しかし、その場合、自らの負担が大きくなるので、大阪ガスと同様1億円で提案したと
考えるのが妥当である。

応募者
株式譲渡対
価提案額(ａ)

大津市出資
額に対する
提案額(ｂ)

最低提案価格
（算定式含む）

(ｃ)
ｂ×75%+2.58

評価対象額
（算定式含む）

(ｄ)　　ａ－ｃ
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自治体研究社からの新刊 

 滋賀自治体問題研究所に申し込んでいただくと、税抜き価格（1200 円）でお

届けします。（送料も研究所負担） 

 

【11 月理事会の議論から】 
 11 月 7 日（水）、日程調整をしながら総会

後はじめての理事会を開催しました。自治体

問題研究所緊急出版したブックレット「どこ

を目指す自治体戦略 2040 年構想」の内容に

ついて学習討論を行いながら各自治体・分野

の交流を行いました。特徴的な報告について

紹介します。 
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自治体戦略 2040 構想の学習 

 この構想は、高齢化がピークを迎える

2040 年頃をターゲットに自治体政策のあり

方を検討するとして、自治体職員が現状の半

数でも業務に対応できる仕組みを構築しよ

うとするものであり、自治体問題研究所のブ

ックレットでは次のような問題が指摘され

ている。 

① 構想の観点は、中央集権的な性格を帯び

たものであり、団体自治はもとより住民

自治すなわち国民主権を制限あるいは無

視したものである。 

② 2040 年頃に迫り来る危機＝人口減少を

ことさらに強調し危機感を煽っている。 

③ 構想の検討の仕方、提言の中身の問題で、

研究会に地方の代表が全く入っておらず、

現場の知恵と工夫をくみ上げる姿勢がな

い。 

④ 自治体の事務・事業の性格、内容、現場

実態を踏まえず、スマート自治体への転

換を提言している。 

⑤ フルセット主義からの脱却などの「圏域」

単位での行政の推進は、自治体業務を細

かく制限したり、周辺自治体が埋没する

ことになりかねず、新たな基礎自治体の

再編につながる。 

⑥ 人口減少、少子化問題が正面の課題とし

て取り上げられていない。 

現在、第３２次地方制度調査会で議論が

行われており、その動向を注視していか

なければならない。 

 

米原市の新庁舎 

 2021 年完成予定で米原駅東口に建設され

る新庁舎の業者が決まった。設計建設を一括

して行うデザインビルド方式の入札で大

成・桑原共同企業体が落札。予定価格（約

43 億円）が公開されており、応札した 2 社

のうち、1 社は予定価格どおりの札。落札額

も予定価格よりわずかに低い額。消費税対策

があったためか提案を作成するための準備

期間も短かった。 

 

県政世論調査 

 県政世論調査の結果が発表されたが、住み

続けたいという回答が毎年減り続けている

という結果となっている。また、公共交通の

利便性に対する不満が不満のトップとなっ

ている。ビワイチ事業では、1km1 億円をか

けて自転車道が整備されているが、県民の思

いと一致していない。 

 

国体のしわ寄せで関係団体が怒る 

 国体で 500 億円を越える支出で県財政が

悪化。来年度から 24 億円の削減が予定され

ている。 

 たとえば、社会福祉協議会を通じて補助さ

れている子ども食堂 1000 万円、突発事故に

対応している病院教会 200 万円など関係団

体は非常に怒っている。 

 

国体主会場の用地買収に対する住民監査請

求が却下 

 県の監査委員は土地改良事業や用地買収

という行為をバラバラにして評価し、土地購

入に問題なしとしているが、土地改良する前

の状態の土地購入と比較した場合、購入価格

は非常に高くなっている。土地改良事業は中

止することができたはずであり、県が県費、

国費を財源として支出された資金により土

地改良事業が行われた結果高くなった土地

を購入することは2重3重におかしなことが

行われていることになる。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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コナン市民共同発電所視察のご案内 
 

市民、地元企業、行政が連携し、エネルギーと経済の循環による地域活性化の推進や地

球温暖化防止への貢献等を基本方針として、それぞれの立場で再生可能エネルギーの普及

啓発活動を進めていると評価されている湖南市の市民共同発電の視察を行います。 

  日時 2018 年 11 月 21 日（水）13:00〜 

     湖南市役所東庁舎向かいの中央まちづくりセンター２階第３会議室に集合 

     現地視察があるので自家用車乗り合わせでお願いします。 

  内容 13:00 から 2 時間弱、湖南市のエネルギー政策、新民共同発電についての説明 

     15:00 頃 現地へ移動、発電施設を視察後解散 

  参加費用 2000 円、交通費は自己負担 

  申し込み先 滋賀自治体問題研究所 

        メールまたは FAX 

                    E-mail shigajichiken2009@yahoo.co.jp 

                    FAX   077-527-5645 

    

※申し込み無しの当日参加も可能ですが、自家用車乗り合わせ等移動手段の確保は各

自でお願いします。 

※事前に質問事項を提出しますので、ききたい質問があれば提出してください。 

 

 

 

mailto:shigajichiken2009@yahoo.co.jp
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第 18 回滋賀地方自治研究集会 
 

日時 2018年 2月 16日（土）13:30～16:45 

場所 未定（大津市または草津市内の予定） 

基調講演 13:30～15:00 

｢安倍政権の進める自治体構造改革とそれへの対抗軸｣ 

 講師 岡田知弘（京都大学教授・自治体問題研究所理事長） 

  自治体戦略 2040 年構想などにみられる安倍政権の自治体構造改革を批判し、それに

対してどのように対抗軸を形成していくべきかについてお話していただきます。 

分科会 15:15～16:45 

   県下の各自治体および各分野の現状と課題について自治体労働組合、地方議員、各

団体からのレポートをもとに議論します。 

地方創生研究会について 

 

 今年度は立地適正化計画と小さな拠点を課題にして現在まで 3 回の研究会を行い、各市

で公表されている計画概要の整理を行うとともに各市へのヒアリングを実施しています。 

 今後の予定は下記のとおりで、第 4 回研究会でヒアリングを含め調査内容を整理し、来

年 1 月下旬の公開研究会でさらに議論を深め、さらに第 18 回滋賀地方自治研究集会でも報

告することとしています。研究会への参加は自由です。多くのみなさんの参加をお待ちし

ています。 

 

 第 4 回研究会 12 月 25 日（火）10:00～12:00 場所 滋賀県職員組合会議室 

 公開研究会  1 月下旬（26 日（土）または 27 日(日)の午後 

 2 月 16 日 第 18 回滋賀地方自治研究集会 

 3 月下旬  報告書のとりまとめ印刷製本 

 


