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                                     高橋 進（滋賀自治体問題研究所理事長） 

 

 新年あけましておめでとうございます。

2022 年の年頭にあたり、一言ごあいさつを申

し上げます。  

 昨年は一昨年に続き、コロナ禍に国民生活

や経済・社会活動が苛まれ、経済的・社会的

な弱者は失業や貧困、暴力、教育機会の喪失

などの大きな打撃を受け、富裕者はいっそう

富裕になるという新自由主義の不平等と矛盾

を赤裸々にした年でした。新型コロナ

(COVID-19)は次々と変異し、時に毒性を強

め、時に感染力を強めるなどしつつ、感染を

なおも広げています。1 月 8 日現在、世界の

累計感染者数は約 3 億 300 万人、死者数は約

548 万人、日本の感染者数は 174 万人、死者

数 1.8 万人という未曽有の大災害となってい

ます。現在は、感染力は強いが毒性は少し弱

いと言われるオミクロン株が日本でも世界で

も急速に広がっており、ワクチン接種と治療

薬が使用されていますが、コロナ禍はまだま

だ続きそうな気配です。ワクチンのブースタ

ー接種の加速化をはじめ、医療など万全のコ

ロナ対策が求められています。 

 コロナ禍の昨年 10 月の衆議院選挙では、菅

首相から岸田首相に看板を付け替えた自公政

権が過半数を獲得し、自公政権が継続される

ことになりました。選挙では岸田首相は「ア

ベ・スガ政治」からの変化を国民に思わせる

ために、「新しい資本主義」を唱えましたが、
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2022 年度予算を見ると、「新しい資本主義」

ではなく旧来の政治の延長であり、「変化」

を求める国民の期待に応える内容になってい

ません。 

 軍事費は 5 兆 3687 億円で 8 年連続で過去

最高を更新し、2021年度補正予算との合計は

6 兆 1744 億円となり、国民総生産（GDP）比

で 1.1%を超える大軍拡です。岸首相は安倍政

権を継承して「敵基地攻撃能力の検討」さえ

主張しており、これは中国や北朝鮮など相手

国の軍拡を誘発し、止めどない軍拡競争に至

るものです。軍事力競争で平和を実現できな

いことは歴史が示しており、軍縮とねばり強

い話し合いこそ平和実現の王道であり、確実

な道です。 

 1950年代の台湾海峡危機では、日本からの

米軍の出動・軍事行動や米国による核攻撃に

対する中国の沖縄への報復攻撃の可能性さえ

米国では議論されていました。日本が戦場に

なるシナリオです。今後、台湾海峡危機や朝

鮮半島危機から戦争が起き、日本がその戦争

に協力すると、現在の中国や北朝鮮の軍事力

は 1950 年代と比べて格段に強力であり、日本

全土が攻撃対象になる可能性があります。 

 また、2022年度予算では社会保障費の伸び

率の圧縮、一定の所得のある 75 歳以上の高齢

者の医療費負担の２割化や病床の削減計画の

押しつけ、文部科学関係予算の 21 年度比の減

少、旧態依然の中小企業支援予算など、「人

への投資」「まっとうな労働の実現」「人間

の尊厳の尊重」からほど遠い予算となってい

ます。これでは、非正規雇用やフリーランサ

ーなどの賃金の改善はできず、実質賃金で韓

国にも抜かれ、OECD35 か国中 22 位に転落し

た日本の平均賃金（購買力平価）を上昇させ

ることも、経済力の再生もできないでしょう。 

 また、不当なことに、沖縄振興予算は 21 年

度予算から 1 割以上も削減した 2684 億円で

す。3,000 億円を割り込むのは 10 年ぶりで、

県が使途を決められる一括交付金は 2 割以上

削減されており、辺野古新基地建設に反対す

る沖縄県への明白な「いじめ」です。他方で

政府は沖縄県民の数度にわたる辺野古基地反

対の意思表示を無視して、住民自治の原理を

真っ向から否定し、自然を破壊し、軟弱地盤

に膨大な税金を注ぎ込むだけで実現の展望の

ないまま建設強行を続けています。まるで第

二次大戦の日本の戦争の進め方のようです。 

 また、政府は「デジタル改革」の名のもと

に、マイナンバーカードの普及とデジタル庁

の設置をテコに、地方自治と情報公開、個人

情報の自己コントロール権を破壊し、情報の

国家管理と企業による営利のための野放図な

利用を促進する動きを強めています。各自治

体の情報公開条例と個人情報保護条例の改訂

が今年度に着手されることが予想されます。 

今年は日本国憲法施行 75 周年、沖縄復帰

50 周年です。憲法学者は、憲法にはどのよう

な憲法改正でも決して変えることのできない

基本条項があると言います。日本国憲法では、

これに該当するのが国民主権、基本的人権の

保障、憲法９条、地方自治とされています。

今年はこれらの基本条項の試練の年になるか

もしれません。心を新たにした取り組みが求

められています。 

 滋賀自治体問題研究所はコロナ禍の「災害

便乗」「ショックドクトリン」による憲法改

悪や地方自治の破壊を許さず、市民が主体と

なって「新自由主義の時代」に終止符を打ち、

新しい価値観＝「連帯」に基づく地域社会の

形成、インソーシングによる「公共」の復活

を進める年にするために、いっそう力を入れ

ていく所存ですので、会員の皆様のご参加と

ご協力を今年もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



しがの住民と自治 第 366 号 2022 年 1 月 15 日 

 

3 

 

                            

  岡田 重美（甲賀市議会議員） 

 

国は、行政手続きや業務に用いる情報を紙

からデジタルデータに転換しオンライン化を

原則とする「デジタル手続法」を２０１９年

５月に成立させました。２０２１年の９月に

は菅内閣によりデジタル庁が創設され、行政

のデジタル化が進められています。その内容

は、国と地方自治体のシステムの統一と標準

化をはかる、マイナンバーカードの普及促進

を図り行政手続きのオンライン化を進める、

民間等のデジタル化を支援しデジタル教育の

推進などをはかるというものです。 

 さらに、「国内最大の情報保有者は、行政機

関である」として、行政のデジタル化によっ

て個人データーの利活用を推し進めようとし

ています。このことのよって、大手ＩＴ企業

などに新たな市場を提供しようとする狙いが

あります。そして、税と社会保障情報の一体

的管理を進め、国の財政負担の削減を最大の

狙いとしています。 

 こういった中、甲賀市では昨年の１２月議

会に、デジタル手続法に基づいて「情報通信

技術を活用した行政の推進に関する条例制定」

が提案されました。県内ほとんどの市議会で

すでに条例化されており、残るは東近江市と

甲賀市のみとのことでした。私たち日本共産

党市議団は、議案質疑や総務常任委員会にお

いて、この条例は地方自治体が必ず制定しな

ければならないのか、目的にある行政運営の

簡素化及び効率化とは何か、情報のセキュリ

ティは担保されているのか、高齢者などデジ

タルを利用できない人が取り残されるのでは

ないか、経済的事情などからデジタル機器を

利用できる環境にある人とない人との格差が

拡大するのではないか、デジタルでの手続き

が進むことにより、受付窓口や相談体制が縮

小されないか、などの点を質問しました。 

これに対して市当局からは、「制定は努力義務」

「添付書類の削減が可能になり市民の負担が

軽減、行政事務についても削減される」「基準

を満たした情報システムを導入することから

セキュリティは担保される」「スマホ教室など

を開催している」「書面での手続きも引き続き

行える」「窓口業務が縮小されることはない」

などと答弁がありました。 

 デジタル技術の発展や普及により、行政の

業務や手続きを効率化し、市民生活の利便性

を向上させることは大切なことです。しかし、

それには大前提として個人情報が守られなけ

ればなりません。行政の手続きのデジタル化

は、個人の情報が集まれば集まるほど、情報

漏えいのリスクが高まることが危惧されます。

ＬＩＮＥの問題をはじめ情報漏えいのニュー

スが数多くあることからも個人情報を１０

０％守り切るシステムの構築は不可能といえ

ます。また、昨年５月に成立したデジタル関

連法のねらいは、そもそも自治体が持つ個人

情報を国と民間企業が利活用することにあり、

デジタル化が進むことにより、個人情報が流

出し本人が知らない所で活用される危険性が

あることを指摘しました。 

 デジタル格差の問題では、スマホ教室の開

催を繰り返すだけで、具体的な対策は不十分

であることが質疑で明らかになりました。 

また、デジタル化により従来の書面による手

続きや窓口がなくなるものではないと強調さ

れましたが、国は、自治体ＤＸ推進計画によ

り、情報システムの共通化や行政手続きのオ

ンライン化を自治体の重点施策と位置付けて

います。甲賀市では一昨年からおうみ自治体

クラウドが導入されましたが、導入により介

護保険料・国保料の納入回数が１２回から１

０回に変更になり、市民が１回に支払う額が

増えるなど、システム標準化により自治体独

自の施策がなくなりサービス低下を招いてい
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ます。全国の自治体の中では、窓口業務の縮

小や廃止が実際に起きており、デジタル化が

進めば、デジタルによる手続きが中心になり、

窓口業務の縮小化や廃止などサービスの後退

が懸念されます。 

行政や民間手続きのデジタル化に必要とし

て、マイナンバーカードの利用を甲賀市も促

進していますが、普及率は伸びていません。

これに対し他会派の議員から質問があり、デ

ジタル化を進めていくことで取得率も上がる

と考えていると担当課の説明がありました。

しかし、伸びないのは個人情報の流出による

プライバシー侵害の不安が大きいからであり、

マイナンバーカードを行政のデジタル化の基

盤にすえることは改めるべきです。 

行政手続きのデジタル化は、利便性向上の一

方で多くの問題点があるものです。コロナ禍

のもと、住民の多面的なニーズに応えるには、

デジタル化を急ぐのではなく、各種手続きの

際の問い合わせや相談をしっかりと受け付け

る窓口や体制を充実させることこそ必要です。 

 

 

       

 

松本 利寛（日本共産党滋賀県議団、副理事長）  

昨年の総選挙後、自民党県議団が知事に「与

野党不偏」の政治姿勢の変更を迫りました。

知事は「与野党不偏」の姿勢を維持するとし

たものの「大戸川ダム建設推進」への政治姿

勢の転換が示すように「自民党」への傾斜が

顕著になっています 

11 月議会は、冒頭「令和 2 年度の決算認定

議案」が提出され、コロナ感染症対策等によ

る補正予算額が 1322 億円と巨額補正によっ

て対前年度比の 24.5%増の 6,721億円余の決

算額となったとなりましたが、コロナ感染症

対策の検証が十分に行われることなく、PCR

検査の強化、感染症病床の確保や療養施設の

拡充、自宅療養者の解消等に強化が十分に行

われず、感染症対策費が 45 億 3,000 万円余

もの不用額を出す決算を行いました。こうし

た対策の強化があれば４波・５波の感染拡大

をもっと抑止できたのではないかとの指摘を

行いました。令和 2年度決算は日本共産党以

外の賛成で認定されました。11月議会に提案

された補正予算案審議では、県立高校の保護

者や教職員から 4月から導入されるタブレッ

ト端末の自己負担で購入方針を撤回し県費負

担での購入を求める署名が一万名以上提出さ

れました。共産党県議団は、県費による導入

が 18 の県に及びコロナ過で暮らしが大変な

中、自己負担を求めるのではなく一般会計の

補正予算で減額される「県立学校のトイレ整

備費」1 億 3,880 万円をタブレット購入に回

すよう求めましたが、公費負担は実現しませ

んでした。 

この他、補正予算では、オミクロン株の急

速な感染拡大のもと、無症状者が何時でも受

けられる無料の PCR 検査を実施すべきとの

指摘を受けて一定の条件があるものの無症状

者も含めて「無料の PCR検査」の実施が実現

しました。また、共産党県議団は、「（仮称）

新琵琶湖文化館のＰＦＩ方式での整備方針」

や「県立総合病院の独立行政法人化計画」に

ついて、いずれも公共性の確保が担保されな

いことうや経費の縮減に繋がらないこと等を

指摘し、計画の転換を求めて論戦を行いまし

た。また、取付道路の延長による琵琶湖大橋

有料化をさらに 5年延長する計画や国体優先

で計画された県道「原松原線のトンネル工事」

がヒ素の大量出土等により工事費が当初の 2

倍に膨れ上がり100億円近くに達している問

題などの「事業の抜本的な見直し」を強く求

める論戦を行いました。 
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瓜生 昌弘（事務局長） 
 

2022 年 1 月 13 日、大津環境フォーラム

（理事長 竺文彦龍谷大学名誉教授）企画の

岡山県真庭市におけるバイオマスツアーに参

加し、同市の家庭で発生する生ゴミ等のメタ

ン発酵に関する説明を受け施設の視察を行い

ました。2020 年 7 月に滋賀自治体問題研究

所創立 35周年記念講演 で同市の太田昇市長

による林業と連携した木質バイオマスの利用

等についてのお話を聞きましたが、その時に

生ごみの資源化についても少し触れられまし

た。それが今どうなっているのかを確認する

ことが参加の動機でしたが、資源の循環によ

る持続可能なまちづくりをめざす同市の積極

的な取り組みについて学ぶことができました。 

 

岡山県真庭市の概要 

真庭市は平成の合併において 9町村が合併

してできた市です。位置は図 1 に示すとおり

岡山県の北部で中国山地のほぼ中央に位置し

ています。北は鳥取県に接し、東西は約 30km、

南北は約 50kmに広がっています。市面積は

滋賀県で最も広い高島市の約 1.2 倍に相当す

る 828km2 であり、山林面積がほぼ琵琶湖の

面積と同じ約 660km2 、約 80%が山林とい

う典型的な農山村です。人口は 2021 年 9 月

現在 43,644 人、世帯数は 17,689 世帯（2021

年 9 月現在）であり、20 年後の人口は現在の

約 6 割にまで減少すると推計されています。 

 

生ごみ資源化の背景 

同市の廃棄物処理の現状は、3 つの焼却場

がありますが、いずれも老朽化していること、

最終処分場は 2022 年で満杯となり、県外へ

処分を依存しなければならないこと、また、

財政が硬直化し単年度では赤字となり、廃棄

物処理が財政圧迫の一因であることなどが特

徴としてあげられます。 

ゴミ処理に関する財政収支は、ゴミ袋販売

収入約 7,000 万円に対して費用はその 10 倍

の約 7 億円となっています。費用は収集、焼

却、最終処分に係るものですが、人口が減少

しているにもかかわらず、ゴミの発生量は変

わらないことが市財政を圧迫する要因のひと

つとして指摘されています。同市の 1年間の

ゴミ量発生量は約 14000t ですが、そのうち

85%の 11,900t が燃えるゴミです。さらに燃

えるゴミのうち 49%が生ゴミであり、これと

独自処理をして処理水を河川放流しているし

尿、浄化槽汚泥を対象にして資源化すること

により、現在の焼却施設等の規模を縮小して

集約化でき、施設の改築更新にかかる費用と

維持管理経費を削減するという計画が検討さ

れたのです。同市の試算では、現状の生ゴミ

等を資源化しないで発生するゴミを全量焼却

するとすれば、現在ある 3 か所の焼却施設の

延命化のための工事費と運営費は 20 年間で

206 億円であるのに対し、生ゴミ等を資源化

すればゴミ焼却施設やし尿処理施設を集約で

きるため工事と運営費をあわせて 70 億円以

上削減できるという見通しとなっています。 図１ 真庭市の位置 
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真庭市が選択した資源化方式 

真庭市が選択した資源化方式は、生ゴミ、

し尿、浄化槽汚泥などを対象にして資源化

する方式です。資源化の方式としては、メタ

ン発酵によって燃料となるメタンガスを回

収し発電と熱利用を行い、メタン発酵後の

残渣を含む液体は全量を液肥として農業利

用するというものです。 

生ゴミ回収とメタン発酵は、試験的実施

として旧久世町の 3400 世帯を対象にして、

2015年に図２に示すメタン発酵実証プラン

トを建設して事業が行われてきました。 

図３は、生ゴミなどの循環の流れを示し

たものです。家庭からの生ゴミの他、事業系

の生ゴミ、し尿・浄化槽汚泥、生ゴミ回収容

器の洗浄用水あわせて年間 1,500ｔを投入

してメタン発酵を行い、投入量に等しい残

渣を含む液体を液肥として農業利用を行っ

ています。図 4 は、液肥を田んぼに散布す

る様子の写真です。田んぼなどの比較的規模

の大きい利用の他、一般家庭の小規模な利用

も行われており、最初はし尿が入っているこ

とで利用に抵抗もあったようですが、今では

無料で化学肥料と同等の効果があることが認

識され今では生産される液肥の量が足らない

という状況となっています。 

各家庭では、メタン発酵可能な生ゴミを選

別してゴミステーションの専用容器に持って

いかなければなりません。卵の殻や貝殻、プ

ラスチックの破片などは分解できないので家

庭で選別しておかなければなりませんが、ど

うしても混入してくるのでメタン発酵槽に投

入する前の段階で人力により選別されていま

す。この大変な作業については本プラントで

は解消される見込みです。生ゴミの回収は週

二回、専用容器ごと回収し、回収時に空き容

器をステーションに置くというやり方です。 

 

資源化方式を全市に拡大 

事業開始から 6 年が経過し、実施区域の市

民にも定着してきたと評価されています。図

５に示すとおり市域の一部で試験的実施を行

ってきた事業を全市へ拡大する事業が始まっ

ています。 

 

おわりに 

今回の視察を計画した竺文彦龍谷大学名誉

教授は、かねてより生ゴミをはじめとするウ

エットな廃棄物を焼却することは資源を有効

利用しないということに加え、エネルギーの

面でも不合理であり、資源化、循環利用すべ

きであると主張し、大津市などに対しても現

状のほぼ全量焼却方式を見直すことを要求し

ています。 

滋賀県下では、甲賀市や大津市の旧志賀町

区域で生ゴミの堆肥化による農業等への利用

が行われていますが、真庭市の方式は、農業

図２ メタン発酵実証プラント 

図３ 生ゴミなどの循環の流れ 

図４ 液肥の農業利用 
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などへの利用に

加えてエネルギ

ー回収が行われ

ていること、さら

に、メタン発酵は

エネルギー回収

を主目的にして、

発酵後の排水は

排水処理と汚泥

処理が行われる

場合が多いので

すが、真庭市では

排水処理、汚泥処

理を行わないで

排水を全量液肥

として利用するという点が特徴です。また、

こうした事業を円滑に実施するためには、行

政、市民、事業者の連携が不可欠ですが、こ

の点では目に見えない努力が積み重ねられた

成果としてこうした事業が行われていること

を感じました。 

 

 

 

第 21回滋賀地方自治研究集会 
 

日時 2022 年 2 月 23 日（休・水）午後 

場所 滋賀県教育会館 2 階大会議室 

テーマ 「三日月県政の 2 期 7 年半の評価と県政各分野の課題」として滋賀自治体
問題研究所、共産党県議団、医療、農業など各分野からの報告を行います。 

報告 

  ・安倍、菅の流れを受けつぐ岸田政権の地方政策の特徴（滋賀自治体問題研究

所） 

  ・三日月県政の評価（県議団：内容は調整中） 

  ・滋賀の医療介護（民医連）  

  ・滋賀の農業（農民連） 

  ・その他（調整中） 

レポート報告 

・滋賀の教育（全滋賀教組）他 

  ※会場ではマスク、消毒、適切な離隔、換気などコロナ対策をとるとともにズーム
を使うリモートでの参加を受け付けます。ご希望の方は滋賀自治体問題研究所の
メールアドレス宛に申し込んでください・ 

   shigajichiken2009@yahoo.co.jp 

   

   

 

 

 

 

 

① 公の施設研究会の活動 

図５ 生ゴミ等資源化事業の全市への拡大事業計画 

mailto:shigajichiken2009@yahoo.co.jp
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【自治体研究社の新刊】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体問題研究所（全国研）新年のあいさつ 

 

明けましておめでとうございます。新型コロナウイルスが日本に上陸して 2 年になりまし

たが、またもや新たな変異株であるオミクロン株がその脅威を広げつつあります。みなさま

には、いかがお過ごしでしょうか。 

 短命に終わった菅政権に代わって登場した岸田政権は、安倍政権の負の遺産である森友学

園や桜を見る会の問題には目をつぶり、逆に、歴代内閣で初めて敵基地攻撃能力の検討を表

明し、改憲にも積極的な姿勢を明らかにするなど、民主主義と平和に背を向けた体質がしだ

いに明らかになってきました。また、デジタル庁の発足では、自治体ばかりか各省庁をも指

揮する立場をとりつつ、マスコミと呼応して私たちの暮らしと政治・行政のしくみを大きく

変えてきています。 

 四日市公害判決から 50 年の今年、私たちは、何よりも地方自治体が住民自治をさらに広

げ、いのちと暮らしを守る本来の責務に立ち返ることを目指して、さまざまな調査と分析・

提案、出版と学習・研修活動を継続してまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 2022 年 元旦              自治体問題研究所 理事長  岡田知弘 

                     (株)自治体研究社 代表取締役 長平 弘  


