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                  小島義雄（大津市政を考える 

シンポジウム実行委員会事務局）  

「署名受け取り拒否などとんでもない」「何でもかんでも民営化で市民生活破壊は許せない」

「越市長は市民の声に耳を傾けよ」「安心して住み続けられる大津市を作ろう」。6 月 2 日に大津

市内で開催された「大津市政を考えるシンポジウム」では、4 氏からの市政の現状と住民運動の

報告、また会場からも多くの市民から越市政に対する怒りと要求があふれました。 

 

（１）市民の声に耳を貸さない越大津市政

の現状について 

（杉浦智子市会議員） 

6 年間の越大津市政の報告を行った杉浦

智子日本共産党市会議員は、まず、「5 月 21

日、市長が支所機能の統配合反対署名の受け

取りを拒否したことは請願権を否定し、住民

自治の精神にも反し許されない行為」と厳し

く批判しました。 

そして杉浦氏は、「市長は、この 6 年間、

徹底した『行財政改革』の取組みをかなめに
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して、『市民に選ばれた私が思うことが、市

民の望むこと』との政治姿勢を続けてきたが、

首長は批判や市民の声に耳を傾け、生かす度

量が必要」と市長の姿勢を批判。 

また、「若い女性やお母さん達が期待感を

持ったが、いじめ問題、子育て支援政策、中

学校給食における大規模給食調理場の新設、

公立幼稚園の 3 年間保育実施、英語教育、ラ

イン相談室などは子どもたちにとってはど

うか、子どもたちの命や健康を守り、ひとり

一人が豊かに成長できる環境を整えること

が自治体の役割ではないのか」、「地方創生の

名のもとに職員の定数削減や公共施設の統

廃合、民間委託などを押し付ける国の悪政か

ら市民を守る防波堤としての自治体の役割

を果たさず、市民病院やケアセンターおおつ

の廃止、市ガス事業やごみ処理施設の民営化、

コールセンター事業などを実施、今後も『公

共施設の適正化計画』を進めようとしている

が、市民の暮らしの視点がなく、市民からは

『学区壊し、地域破壊』と悲鳴が上がってい

る。市民が住み続けたいと感じるまちづくり

が必要。歩いて暮らせる生活環境である小学

校区「学区」を単位にしたまちづくりが合理

的」などと越市政の問題点を指摘しました。 

 さらに、「教育委員会との軋轢、教育長の

相次ぐ退陣や意に沿わない職員は配置転換。

組合の合意もなく人事院勧告に基づかない

給与削減、職員削減や窓口業務の非正規化な

ど越市長のトップダウンで職員が疲弊して

いる。市民生活の実態がつかみきれないでい

る。」と市長の独断が職員のやる気をそぎ、

職場を疲弊させているとしました。 

 そして、「地方自治の本旨、市民福祉の向

上をめざし、職員とともによりよいまちづく

りへ意見を交わし合い、知恵を出し合う。市

民に身近な市政にするために、議会傍聴や請

願、要望、市民の声を市に、議会に寄せてく

ださい」と訴えました。 

 

（２）「次々と進められる民営化・民間委託

で市民の暮らしは守られるか」 

（中森淳大津市労連書記長） 

中森書記長は、「前回シンポでも報告した

が市職員にとって情勢はより厳しくなって

いる。市民のために頑張りたいとの思いを実

現させる職員体制と公営・市直営で充実させ

ることが必要である。」とし、「2009 年に中

核都市となり、県から保健所などの業務増と

なったが人員増を全く行なわず、人員削減が

強行され、職員全体に占める嘱託・臨時職員

の割合は 4 割を超え、サービス残業の増加や

メンタルヘルス問題の増加につながってい

る。」と職場実態について報告しました。そ

して、「職員を減らすために民間委託を進め

る」「職員不足だから公務をまわすために民

間委託を推進する」の二つを表裏一体となっ

て進めている越市長の手法を批判しました。 

また、「コンパクトな市役所」をめざすと
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しているが、市職員数は他の同規模市役所と

比較しても少ない職員数でまかなっている

のが実態であること、特に保育士など専門職

の人員削減が進んでいるが、安心して子ども

があずけられる公的保育の充実が必要であ

ること、児童クラブの指導員不足や施設老朽

化に対しても市の補助金が必要であること

など緊急に改善すべき点を指摘しました。 

さらに、市民病院も市直営から独法化され、

市民の負担増など多くの問題を抱えている

こと、ケアセンターもわずか半年で、経営難

を理由に 3 月で事業廃止となり、多くの職員

の退職や入所者は他の施設への移動をせま

られたことなどの事例をあげ、職員を切り捨

て、市民生活を顧みない市長の独断的な市政

は大きな問題であると批判しました。 

最後に中森氏は、今大津市では保育園や戸

籍の窓口などありとあらゆる事業で民営化

検討が進められていると述べ、人員不足や給

与の一方的に引き下げなど職員は疲弊して

いるが、市労連は、日々の要求・運動の中で、

市民サービスを守りより良くしていくため

にも、すべての職員が、やりがいをもって働

き続けることが出来る人事制度や労働条件

を市長に求めて行くと決意を表明しました。 

 

（３）支所統廃合問題についての中央学区

民の反対署名運動 

（伊藤英敏さん・中央学区住民） 

伊藤さんは「中央学区は高齢者が多い地区

でもあり、生活の中で市役所と市民をつなぐ

市の窓口として支所も公民館も役割は大き

い。イベントも多いし、大雨で洪水になって

時もその役割は貴重であった。支所を減らす

とか公民館の民営化など市長は何を考えて

るんやと、1 月に中央学区自治連合会で『支

所公民館廃止反対決議』を確認し、『現行の

36 支所公民館体制維持を求める署名』を全

世帯に配布。5 月 21 日に中央、青山、瀬田

南の 3 学区自治連合会の署名１５３８４筆

を市役所で越市長に提出したが 2 時間の押

し問答で市は受け取りを拒否するという前

代未聞の暴挙を行い市民からは、法律も民主

主義も市民の声も聞かない市長は許せない

と大きな怒りの声が巻き起こっている。」と

報告しました。 

 

（４）国保「都道府県化」による保険料引き

上げをストップさせたたたかい 

 （より良い医療と介護を考えるつどい実行

委員会事務局・高田直樹さん） 

高田さんからの報告は、別に詳細に掲載さ

れているので省略させて頂きますが、今年４

月からの「国保の都道府県化」制度変更を滋

賀県が全国に先走り、さらに大津市が全県の

流れより先走り、５．１％引き上げ案を決定。

実行委員会では学習会や「誰もが払える国保

料を求める集い」を進めるとともに、市議会

への請願、傍聴、市長や国保運営協議会への

要望書などの運動を続けてきた結果、５月１

６日の国保運営協議会で「引き上げ方針を撤

回し、据え置きにする」ことが決定されると

いう住民運動の大きな成果を得たことの報

告でした。 

 

【会場からの発言】 

「介護・高齢化に対する大津市の方針は、『高

齢者が高齢者を支える地域福祉』で社協をベ

ースにつながり合う形のため、自治連組織の

強弱によってリンク出来ないことになる。滋

賀学区では『地域福祉推進協議会』を結成し

て活動を始めているが、ボランティアまかせ

では限りがあるうえ、ボランティア活動に対

する予算も半減。行政がなすべき課題が曖昧

になっている市の姿勢は問題だ」 

「自衛隊ヘリの住宅地での低空飛行が常態
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化、『市民の安全を守る』という観点から住

民運動として市に申入れを行っているが市

にはその姿勢は見えない。市内にヘリ部品を

落下させた恐れがあることを自衛隊は認め

ているが、訓練内容などを把握しようとしな

い市の姿勢は問題だ」 

「現在、自治会では高齢化やマンション住民

の自治会不加入問題などの解決が求められ

ている。支所・公民館は災害時対応などその

大切な役割が重要になってきているが、市は

自治会、公営施設の『活性化』のためにと、

モデル学区を作り例えば公園内でも自由に

店舗事業などが行い財政を作るパークモー

ルなどを考え、法人化して交付金の一括化を

検討している。地域自治会ではこれに応える

動きもあるが、事業の私物化などにつながり

かねない。支所公民館、公共施設を守り、自

治会活性化のために何が根本的解決になる

のかに取り組むべきだ」 

「市役所入り口に『陳情などのために庁舎へ

の集団立ち入り禁じ、市長の許可を受けなけ

ればならい』との掲示板があるがおかしいの

では」 

「バス路線が少なくなり市民の足が奪われ

るなか、善意やボランティアはもう限界であ

る。市は市民の足を守る交通施策を」「京阪

沿線の駐輪が有料化されたが納得できない」 

「すし詰め状態の保育園、児童クラブの解消

を。民営化は市民の思いを無視している」 

「『支所公民館の統廃合の署名』受け取り拒

否に抗議したら、『自治会から要望があれば

６月中旬から学区単位で説明する』の返事だ

ったが、要望があればではなく市は全市でや

るべきである」 

「市民センターの統廃合に危機感を持って

る。歩いて行けるところに市の窓口があるの

がこれまでの大津市の良いところであった。

災害時も支所中心で行った。全市民の問題と

して全市的な運動で押し返そう。住民と市職

員が一体となって民営化をストップさせ、市

民の声が生かされる大津市を作ろう。このシ

ンポジウムを定期的に開催してほしい」 

などの発言が相次ぎ出席者から拍手などの

共感が寄せられていました。 

 

              

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

  

                    髙田直樹（より良い医療と 

介護を考えるつどい実行委員会） 

                             

１ 大津市が国保料の５．１％引き上げ案

を示す 

2018 年 2 月 20 日に開催された大津市国

保運営協議会で、大津市は 30 年度の国保料

案を、モデル世帯（所得 200 万、夫婦・子ど

も一人）で 5.1％増の年間 37 万 1 千円と示

した。所得に対する負担の割合は実に 18.6％

にのぼる。大津市 2 月通常議会に提出された

国保特別会計予算もこの案で決定された。 

 今回、この大幅な保険料引き上げ案は、従
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前の引上げの場合とは違って、医療費が増え

たわけではない。なぜ高い保険料の案を提示

したかといえば、今年の 4 月から国保の「都

道府県化」という制度改変に伴い、滋賀県国

保運営方針で示された「保険料水準の統一」

の考え方による県の標準保険料率に従った

ものと市当局は説明した。 

 

２ 市議会への請願を提出 

 この引き上げに対して、私たちは大津市議

会への請願行動を起こした。2 月 21 日大津

市議会開会日に、①国保の都道府県化に伴う

国保料の引き上げは行わないこと。②保険料

減免制度の維持・拡充をはかること。③国庫

負担を増やすよう国へ意見書を提出するこ

と、の三項目の請願を提出した。そして常任

委員会で請願の趣旨説明をすることを求め

た。3 月 16 日、請願の趣旨説明の機会が与

えられ、教育厚生常任委員会で趣旨説明を行

った。趣旨説明のポイントは以下のとおり。 

 

３ 私たちの要求、考え方 

2018 年 4 月からの国保の都道府県化にあ

たって、滋賀県は「保険原理」を強調する（＝

市民の負担を増やす）方向で、全国の流れよ

り先走り、さらに大津市が県内の流れより先

走っている。３０年度の保険料は、大津市が

市民の負担を増やす方向で先走るのではな

く、せめて「新制度創設による保険料の上昇

は避ける」という厚生労働省の考え方で保険

料を決定すべき、という点にしぼって趣旨説

明を行った。 

【理由】 

（１）国民皆保険体制において国保制度はセ

ーフティーネットの機能を持つ。公的保険制

度は、助け合いという保険原理だけで成り立

っているのではなく、自己責任や相互扶助で

は対応できない失業や病気、障がい、老齢な

どこういう場合に社会全体で支えようとい

う社会原理、社会保障の原理で成り立つ。 

75 歳未満で他の公的保険に入れない人は

国保への加入が強制される。無業者、低所得

大津市国保
市町村国保
(全国）

協会けんぽ 組合健保 共済組合
後期高齢者医療制

度

加入者数 7万1千人 ３１８２万人 ３７１６万人 ２９１４万人 ８７７万人 １６２４万人

（加入世帯数） 4万4千世帯 １９４１万世帯

加入者平均年齢 ５３．１才 ５１．９才 ３６．９才 ３４．６才 ３３．１才 ８２．３才

65～74歳の比率 44.20% 39.50% 6.40% 3.10% 1.50% ー

医療費（一人当たり） ３５．３万円 ３５．０万円 １７．４万円 １５．４万円 １５．７万円 ９４．９万円

平均所得（一人当たり） ６０万円 ８４万円 １４５万円 ２１１万円 ２３５万円 ８０万円

平均保険料（一人当たり） ８．６万円 ８．４万円 １０．９万円 １２．２万円 １４．０万円 ６．７万円

（一世帯当たり） １４．２万円 １３．９万円

保険料負担率 14.30% 10.00% 7.60% 5.80% 5.90% 8.30%

（注１）加入者数（世帯数）は、大津市国保は２９年度末。その他保険は２８年度末の数字。

（注２）加入者平均年齢、医療費、平均所得、平均保険料、負担率は、大津市国保は２８年度。その他保険は２７年度の数字。

大津市国民健康保険と他の公的保険の比較
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者、高齢者の加入が多い国保制度。格差の拡

大によって加入世帯の貧困化が広がる。この

ような国保制度を民間保険のような保険原

理だけで運営することはできない。国民健康

保険法でも第 1 条で、この法律の目的につい

て「もっ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。」と社会保障であ

ることが明記されている。厚生労働省も「各

市町村は単に標準保険料率にそのまま合わ

せるのではなく、現行の保険料率の成り立ち

を出発点に、最終的な被保険者の負担に十分

配慮した保険料率の設定を行うことが極め

て重要だ」と述べている。 

所得に対する保険料の負担割合は「協会け

んぽ 7.6％、健保組合 5.8％」に対し国保は

10％。大津市の国保は１４．３％と異常に高

い水準にある。 

（２）国保の「都道府県化」と言われるが、

「県と市の共同運営」というべき中身であり、

これまでの市の役割が変わるわけではない。

国民健康保険法も基本の枠組みは全く変わ

っておらず、「広域化支援方針」という項目

が国保法に加わったにすぎない。県が定める

国保運営方針についても「尊重するように努

める」とあるだけで「法的な義務」はない。 

県が示した標準保険料率についても、厚労

省は「あくまで理論値で、現行の保険料率と

前提が異なる部分がある」と言っている。滋

賀県は「保険料水準の統一」を掲げているが、

全国では大阪、奈良、広島だけがこの方針で

あり、他の都道府県は「保険料水準の統一」

については、「その環境が整っていない」と

している。また滋賀県の運営方針をよく読ん

でみると、「保険料水準の統一を実現するた

めには、市町がこれまでの長い歴史の中で、

様々な事情を考慮して保険料を設定してき

た経緯や、保険料負担と均衡のとれた保険給

付サービス」など（略）について、「県民の理

解、関係者間での丁寧な議論や十分な準備期

間が必要」と述べている。 

したがって、県が示す「標準保険料率」に

ついては、参考にとどめ、従来の大津市の考

え方で保険料を決定すべきである。 

（３）一般会計からの繰り入れ、法定外繰り

入れについての考え方について、越市長は、

今議会の杉浦智子議員（共産）の質問に対す

る答弁で「一般会計からの繰り入れを行うこ

とは、被保険者以外の納税者に負担を求める

ことになり、公平性を損なうものであると考

えております。」と答えた。これは国保を民

間保険と同じ考えで運営しようとするもの。

この考えを貫けば、国庫負担についても必要

ないということになる。 

厚生労働省は、「制度施行時の激変緩和の

ための、新たな保険料減免の基準も設けて対

応することも考えられる。そういう対応もお

願いしたい」と激変緩和用の料率設定も要請

している。厚生労働省は決算時の赤字補填の

ための法定外繰り入れはやめるよう指導し

ているが、保険料減免のための法定外繰り入

れなどは認めている。 

 

４ 「つどい」の開催、市長への要望書提出。

県議会、国会とも結んで 

市議会での請願の扱いは、本会議で 7 名の

賛成少数で否決された。常任委員会では日本

共産党と志成会が賛成討論をし、公明（佐藤

議員）は全面的に反対討論をしたが、最大会

派の湖誠会（竹内議員）が、国庫負担増を求

める項目のみの反対と意思表明したことに

私たちは注目し、制度の改変による引き上げ

反対については多数合意が得られるという

感触を得た。 

私たちは 4 月 28 日に「誰もが払える国保

料を求めるつどい」を 40 名の参加で開催し、

市議会への請願行動の内容を報告するとと
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もに、大津市長に対する要望書を参加者全員

で確認した。 

5 月 2 日に大津市へ要望書を提出し、対応

した保険年金課長に対し、改めて制度改変に

よる引き上げは厚生労働省の意向とも異な

ること、大津市の国保料負担率は全国的に見

ても高いことなどを強調し、市民の負担を考

慮した結論を出すように求めた。また 5 月

16 日に開かれる国保運営協議会の傍聴定員

の拡大をするよう申し入れた。 

この間、滋賀県に対しては、日本共産党の

県議会議員団と市町の議員団が合同で県へ

の要望書を提出し、交渉を行うなどの取組が

行われた。 

また、国に対しては、3 月 20 日参議院総

務委員会で山下よしき参議院議員（共産）が、

大津市の例を具体的に上げて追及した。 

 

５ ついに保険料の引き上げ案撤回、ほぼ

据え置きに 

 ５月１６日に開催された大津市国保運営

協議会で、大津市は３０年度の国保料につい

て、３０年度大津市国保特別会計予算で定め

ていた５．１％引き上げ方針を撤回し、モデ

ル世帯（所得２００万円３人家族）で 0.04％

引き下げの最終保険料を提示し、協議会で了

承された。 

提案説明によれば、29 年度の国保会計の

収支で 10 億 2600 万円の繰越金が出たこと

により、その一部約 3 億 2 千万円を滋賀県

への納付金にあてることによって保険料を

ほぼ据え置くことになった。 

市当局は「厚労省からも制度の改変による保

険料の引き上げには慎重であるべき、という

方針が示されていること」「被保険者（市民）

の負担に考慮した」結果だという説明がされ

た。 

繰越金 10 億余のうち納付金への充当が 3

億余にとどまったことについては、制度改変

で不確定要素があること、29 年度の医療費

が減となったことに伴う国庫への返還が出

る可能性があること、という説明がされた。 

この日は、「つどい実行委員会」などから傍

聴定員を上回る 13 名が傍聴し、予算で示さ

れた大幅引き上げ撤回の提案に傍聴席から

「おっ」というつぶやきや笑みがこぼれる結

果となった。 

そして 6 月 1 日の市長告示によって、正

式に保険料が前年比ほぼ据え置き（モデル世

帯で 0.04％引き下げ）で決定された。 

 

６ 課題 

今回の運動から様々な課題が見えてきた。

これまで国保料問題は市町に対する取り組

みであったが、都道府県化によって、市町に

対する運動とともに、県に向けた運動が必要

となり、県レベルでの運動が必要となってく

ること。そして抜本的には、国庫負担増や制

度改善を求める国に向けた運動もより重要

性を増すことになる。 

具体的な課題では、「払えない保険料」と

過酷な徴収強化の実態把握が必要だと感じ

た。保険料滞納による差し押さえの実態では、

わずか残金 10 円の預金通帳まで差し押さえ

ている大津市の実態が明らかとなった。 

「誰もが払える保険料」とするためには、

保険料減免の制度拡充が重要だ。この減免の

ための一般会計からの繰り入れを厚生労働

省が認めていることが活用できる。均等割な

ど制度の問題点を追及し、保険料軽減につな

げる取組みも必要である。 

また、今回の制度改正による「保険者努力

支援制度」によってさらに徴収強化の方向が

懸念される。収納率指標等による評価で補助

金配分が変わる国の仕組みの問題点を具体

的に追及していくことが必要と感じた。 
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国保料の決定システムについては、運営協

議会が形骸化していることが問題である。大

津市では 2 月通常議会で運営協議会の委員

を 18 名から 10 名に減らす条例改正が行わ

れた。さらなる形骸化の方向である。市議会

が保険料の最終決定への関与の在り方にも

問題を感じた。住民の意向を反映させる仕組

みが確保されるよう取り組みが求められる。 

そして、国保の自己責任化に対して社会保障

原理を対置した運動が必要であり、市民が国

保に関心を持つように恒常的な運動を、市レ

ベルと県レベルで恒常的に行うことが必要

だと痛感した。  

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

 と き  10月６日(土)14時～ 

 ところ  滋賀県立文化産業交流会館(２０００席) 

 内 容  小泉元総理の講演演題「日本の歩むべき道」 

 主 催  実行委員会 
 

【井戸謙一実行委員長談】 

福島事故から７年経った。リスクを抱えたまま必要のない原発を動かすのか、という思い

が国民の中に、深く積み重なってきている。原発のない日本をつくりたいという人が７割前

後はいる。司法の面でもいくつもの成果をあげてきた。 

しかし、一方で、原発推進政策を転換させることが出来ていない。原発なくす運動も、参加

者の固定化とか、高齢化とか率直に認めなければいけない。 

この問題は、保守も革新もない。私たちの平穏な生活を守りたい。健康な体を守りたい。子

どもに負担をかけたくない。環境を、びわ湖を守りたい。このことは、全ての人たちが一致

できるはず。立場の違いを超えた運動にしていくために何かしたいと思っていた。 

そこで、小泉元首相の講演会を開いて、県民各層に呼びかけて、沢山の人に集まって頂き、

原発をなくす運動を大きく発展させる１つの契機にしたい。そう考えて準備を始めた。そし

て、小泉さんの快諾を得て、今年の 10 月に開催という運びになった。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

お礼とお詫び 

 第 8 次県政研究報告作成費用に対してカンパを訴えたところ、多くの方に応えていた

だきましたことに対してお礼申し上げます。ただ、製本段階で一部ページの順序が逆転し

ているところがありましたことについてお詫びいたします。 
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県が「大戸川ダム勉強会」 

 5 月 30 日、県は「今後の大戸川治水に関する勉強会」を開催しました。その目的は、

大戸川ダムの効果・影響の検証として、①大戸川流域に与える治水効果の検証、②瀬田

川洗堰操作に与える影響の検証、ということです。 

 同ダムは、貯水容量 2000 万 m3 を越える計画であり、一般的に考えると、これによ

り洪水時のピークカットを行えば「効果あり」となるはずです。「白紙で検討」が建前

になっていますが、こうした検討を行うことは、県が（というより知事が）大戸川ダム

建設推進に舵を切ったと見るべきでしょう。3400 万円という予算を投入しての勉強会

ですが、勉強会の目的に対して、①流域治水という考え方を対置して考えること、②県

は洗堰の全閉行為だけを問題視しているが、琵琶湖の淀川水系での洪水調整機能を適

切に評価することなどについて問題提起をする必要があると感じました。   （Ur） 

        


