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第 1号議案 2017年度事業報告 

 

2017年度事業報告  

※会計決算報告および会計監査報告は当日

配布 

 

はじめに 

 この 1 年間の注目すべき選挙として、昨年

10 月 22 日に実施された総選挙、今年 4 月

15 日に実施された近江八幡市長選挙、6 月

24 日の滋賀県知事選挙があげられます。ま

ず、総選挙は、臨時国会で所信表明も行わず

冒頭解散を行ったことに対し首相の解散権

の乱用、憲法違反という批判があがりました。

また、「希望の党」の立ち上げなど市民と野

党の共闘を破壊する動きもありましたが、全

体としては新しく結成された立憲民主党を

含めて野党共闘を発展させることができた

と評価できます。しかし、小選挙区制のもと

で、「森友・加計疑惑」について語らない争

点かくしなどにより選挙結果は自公で2/3を

占めることとなっています。滋賀県では全選

挙区で野党共闘が実現し従来になかった市

民と野党の共闘が前進しましたが当選には

至らず、共闘の力をつけていくことが課題と

なっています。 

 近江八幡市長選挙では、現職を大差で破っ

て小西おさむ氏が当選しました。新庁舎の建

設をめぐって、現職の建設計画の不効率に対

する市民の審判が下った結果であるといえ

ます。さらに市長選挙までに庁舎問題でのね

ばり強い市民の運動があったことさらに一

昨年、当研究所が協力する中で市の財政分析

に取り組んだことがこの結果を作り出した

と言えます。 

滋賀県知事選挙は、現職に対して当研究所

副理事長でもある近藤學氏が立候補して、安

倍政治をささえる自民党の支持を受けた知

事ではだめ、国体の無駄を削れ、大戸川ダム

などの大型公共事業反対などを掲げて闘い

ました。今回の知事選挙の特徴としては、自

民党が現職三日月氏を支持に回ったこと、近

藤氏側は野党共闘が実現せず、新しく「市民

がつくる滋賀県政の会」を立ち上げて幅広い

市民の結集をめざしたことがあげられます。

近藤氏は善戦健闘したものの当選には至り

ませんでした。とくに投票率が 40%と前回

に比べて 10 ポイントも下がったことは選挙

の問題ととみに県民のくらしへの直結感に

乏しいといった県政の在り方の問題につい

ても考えてみる必要があると思います。さら

に、投票年齢が 18 歳以上となったこの間の

一連の選挙において若い人たちの投票行動

がどうであったのかについても検討してみ

る必要があります。 

 安倍政権の地方政策は、人口減少に歯止め

をかけるとして、「地方創生」を軸にしなが

ら地域の再編をすすめてきています。その柱

は、都市機能を一定地域内に集約化しようと

するコンパクトシティ、公共施設の統廃合の

公共施設等総合管理計画、公にかわって地域

を運営させようとする地域運営組織のたち

あげなどです。このうち、コンパクトシティ

については、集中的投資により周辺部の過疎

化を促進させるといった問題が指摘をされ、

県下でも野洲市、草津市、東近江市などでコ

ンパクト化にむけた立地適正化計画が策定

されており、2018 年度の当研究所の調査課

題としています。また、公共施設等総合管理

計画は県と 19 市町すべてで計画策定がされ

ていますが、ほとんどが住民合意のないまま

の計画策定でありこれから計画実施の段階
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での取組課題となります。

地域運営組織としては、

すでに多くの市でまち

（地域）づくり協議会な

どが設置され活動が展開

されていますが、大津市

では、支所の統廃合後の

受け皿としてまちづくり

協議会が設置されようと

しています。その他、地

方交付税算定において民

営化を基準とするトップ

ランナー方式が拡大し、

大津市ガス事業の民営化

などが強行されています。 

 滋賀自治体問題研究所

状況は、全体として会員

の高齢化が進んできてお

り、今後を展望すると厳

しいものがありますが、

第８次県政研究を完成させるとともに、滋賀

における地方創生の現状について調査を行

い報告書としてとりまとめるなど調査研究

の面では一定の成果をあげた一年だったと

いえます。また、会員も減もありましたが、

それを上回る加入を勝ち取り、久々に会員減

少傾向を食い止めることができました。この

ように、一定の前進面をつくりつつあります

が、一方では若手会員の減少、役員のなり手

といった存亡にかかわる問題が膨らんでき

ており、さらに活動の幅をひろげながら、質

量ともに“地域に役立つ研究所”づくりをめ

ざして取組を強めていく必要があります。 

 

1.学習、調査研究活動 

(1) 2017 年総会における記念講演 

 2017 年度の定期総会では、中山徹奈良女

子大学教授（大阪自治体問題研究所理事長）

の「人口減少時代のまちづくり」と題した

記念講演が行われました。研究所独自で取

組んだ滋賀における地方創生に関する調査

のベースとする位置づけと内容でした。 

(2)第 17 回滋賀地方自治研究集会 

2018 年 2 月 25 日、大津市内で第 17 回滋

賀地方自治研究集会を行いました。今回は

同時に取り組んできた第８次県政研究の報

告と議論の場として位置づけ、外部講師は

呼ばず、県政研究の課題を中心とした報告

と討論を行いました。その内容は右のとお

りであり、レポート提出のみをあわせて 21

件の報告が行われ、内容的には県政や住民

運動の動きを総集約するものとなったと言

えます。 
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 しかし、参加者は極めて少なく、こう

した取り組みを行うことの意義をはじ

め取り組み方（実行委員会、宣伝、参加

者の組織）について根本的に見直しを行

う必要があります。 

(3)第 8 次県政研究 

 知事選挙の年に焦点をあてて 4 年ご

とに取り組んできた県政研究は今回で

第 8 次となりました。当初の計画より

だいぶ遅れましたが、4 月に取りまとめ

ることができました。 

 今回は販売はせず、会員をはじめ県お

よび各市町、県下の図書館、全国研関係

者への配布するだけとしました。その理

由は、普及販売のための組織的な力が低

下していること、赤字の再生産をさける

ことにありましたが、出版基金を取りく

ずす一方となるため、 

今後の出版活動を支えるためのカンパ

を依頼したところ約 30 人の方から協力

をいただいています。 

(3) 地方創生に関する調査 

 2014 年度から地域づくりに関連した調

査を継続的に行ってきていますが、2017 年

度は安倍内閣が地域版アベノミクスと位置

付けながら展開されている地方創生に関す

る滋賀県の実施状況について実態調査を実

施しました。調査結果を要約すると、①「地

方創生」はスーパーメガリージョンの形成

や中枢連携都市構想など全国的には規模の

大きい地域の再編をにらんで展開されてい

るが、滋賀県においてはコンパクトシティ、

小さな拠点といった比較的小規模の再編計

画にとどまっていること、②人口減少に歯

止めをかけることが目標のひとつになって

いるが、現在行われている施策ではその目

的を達成できないこと、③人口減少対策と

しては根本的な家族政策の転換が必要であ

ること、などです。 

 調査結果は報告書にとりまとめ、印刷製

本し、会員および県と市町に配布するとと

もに県下の図書館に寄贈しました。 

 また、調査に関する経費については、昨

年に引き続き滋賀県職員互助会の地域社会

活動提案事業の補助金（10 万円）を充当す

るなど約半分の財源を確保しながら実施す

ることができました。 

(4)地域の要請に応えた学習会 

 今年度も地域などからの要請に応える形

で以下のよう課題についての学習会に講師

などとして関わってきました。滋賀自治体

問題研究所の存在意義という点からも地域

や住民の要請に応えられる体制を強化して

いく必要があります。また、こうした地域

からの要請は、地域におけるまち研づくり

第8次県政研究報告書の内容

まえがき

第1部　安倍政権下での地方自治と滋賀県政

  第1章　安倍政権下での地方自治

  第2章　「今後の財政運営の基本的な考え方」に見る県財政の問題点〜
県財政に大きな負担を強いる国体開催　累積赤字1,119億円に〜

  第3章　2018年滋賀県知事選挙をめぐる状況と県政の課題

  第4章　滋賀における「地方創生」に関する調査

第2部　県政各分野の現状と課題

  第5章　滋賀県の教育課題（小中高、障害児教育）

  第6章　滋賀県の医療・介護の現状と課題

  第7章　びわ湖再生は「オール滋賀」で

  第8章　滋賀県による地球温暖化対策

  第９章　滋賀県立大学への運営費交付金
― 基準財政需要額との関係を中心に

　第10章　県民の目線にたった平和のための施策を！

　第11章　大津地裁における原発裁判－「命をつなぐ権利」の提唱－

　第12章　異常に突出する2024年滋賀国体の開催経費　　―これまでの
開催県の「簡素・効率化」の努力を無にする滋賀国体―

　第13章　住民自治を進めるよりどころをめざして
　～「日野まちづくり研究会」の取り組み～

　第14章　障害者と家族をめぐる状況

　第15章　現在の保育を取り巻く情勢と、滋賀県の保育状況概要

第３部　県政各分野のヒアリング結果のまとめ

編集後記
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の「芽」ともいえるものでありこれを育て

ていくことも視野に入れていかなければな

りません。 

3 月 18 日「どうなる??支所・公民館」（「ま

ちづくりを考える会」主催） 

6 月 2 日 大津市支所問題学習会 

7 月 22 日 湖南市新庁舎建設問題シンポ 

 8 月 5 日  歴教協全国大会（琵琶湖と原

発問題） 

 8 月 26 日 原発問題学習会（湖北地区

労：支える会へ依頼 

(5) 出前講座メニューの設定 

 安価で手軽に、研修を行っていだたける

よう、他団体の協力を得ながら実施できる

以下のような研修メニュー（第一次）をつ

くりました。要請はまだ数件にとどまって

いますが、 

① 憲法と地方自治の基礎 

② 地域運営・自治組織について 

③ 地方財政の基礎から財政分析の実施

例 

④ まち研づくりとその活動について 

⑤ 滋賀の「地方創生」について 

⑥ 滋賀の教育の現状と課題 

⑦ 滋賀の医療・介護の現状と課題 

⑧原発裁判の状況について 

(6) 大津市ガス民営化問題 

 約 80 年間にわたって大津市民の暮らし

と地域経済を支えてきた大津市ガスが、ガ

ス小売り事業の全面自由化を理由にコンセ

ッション方式による民営化（施設の所有権

を市が保有し運営を民間委託）という方向

で手続きが進んでいます。滋賀自治体問題

研究所は、2017 年度から、市ガスを守る会

の運動を支えるという立場で問題を分析し、

公開質問状の作成等に貢献しました。ガス

の全面自由化という背景は、過去 2 回の身

売りの動きとは様相を異にして複雑な面が

ありますが、次のような点を指摘してきま

した。①民営化が有利とされる最大の理由

はガスの調達価格にあるという点を明らか

にし、この理由は不可解であるとしました。

②また、大津市が市民の暮らしを守るために

公営継続する立場を堅持するかどうかにか

かっている問題として市の姿勢を問いまし

た。ただ、このガスの自由化は電力会社が

強力に推し進めた結果であること、そして、

公営継続できなかったとしたら、良好な経

営が行われていた公営ガス事業が民間のも

うけの餌食になるという自由化そのものの

在り方が問い直されなければなりませんし、

市民の側からの監視も必要です。 

(7) 3 年目を迎えた日野町でまち研 

昨年6月4日、県下ではじめてのまち研（日

野まちづくり研究会）が日野町で設立されま

した。設立から 1 年間は、月１回の定例学習

会を地方自治の基本に関する講座（「住民と

自治」池上洋通氏による連載）の読み合わせ

とともに、会員アンケート結果に基づく学習

テーマの講座（外部講師だけでなく会員も講

師になる）に取り組み、その総括をもとに第

２年度は定例学習会に加え、財政分析、ライ

フラインの現状、部落差別解消推進法と人権

施策、子どもたちが住みやすいまちづくり、

環境・循環型地域経済などの調査研究活動に

取り組むことを決定しています。 

滋賀自治体問題研究所としては、個別のま

ち研の活動に支援を行うと共に、まち研のな

かでの会員や読者の拡大について努力して

いかなければなりません。 

  

２．議員団との懇談 

 昨年度市会議員選挙が実施された甲賀、東

近江、野洲、米原、湖南各市に加えて大津

市の各共産党議員団とそれぞれの市政課題

や自治研活動の課題を中心に懇談を実施し、



しがの住民と自治 第 325 号 2018 年 8 月 15 日 

- 12 - 

 

野洲の病院問題をめぐる住民投票、東近江、

甲賀の市民要求アンケート、米原の奨学金

制度の創設、湖南の新庁舎建設問題、大津

の支所統合問題などそれぞれの市政課題に

ついて認識を深めることができました。ま

た、この懇談を通じて新議員を中心に 5 名

の入会がありました。 

 

３．地域研究所の交流（※9 月 7,8 日以降

に記述） 

   

４．自治体学校等全国研の取組み 

 全国研究所の取り組みとしては、市町村議

員研修会、小さくても輝く自治体フォーラム、

自治体学校などが行われました。このうち、

7月 23日から福岡市で行われた第 60回自治

体学校には、遠方にもかかわらず 10 人の参

加がありました。自治体学校の参加費は高い

という声もありますが、民間主催の研修に比

べると格段に安く、内容も充実したものであ

り、議員を中心とした参加をもっと高めてい

く努力が必要です。また、全国の経験を学ぶ

とともに滋賀の取組を全国に発信していく

場としての位置づけも重要です。 

 

５．機関誌「しがの住民と自治」 

 県内の地域・自治体に関わる諸問題を取り

上げ、研究所をはじめ地方自治に関わる事業

を会員に普及すること等を編集方針として

月 1 回の発行を行ってきました（この一年間

の内容は総会時の資料に）。琵琶湖問題に関

する取扱が弱いという指摘があり、琵琶湖に

関連したホットな話題を提供する「琵琶湖ウ

オッチング」とコーナーを設け、大戸川ダム

問題なども積極的に扱ってきました。 

しがの住民と自治の特徴の一つに、とくに

字数制限をせず、比較的自由に記事が書ける

ので、各分野や自治体の情報や課題を詳細に

発信するのに適しているという点がありま

す。こうした点を活用した原稿依頼や編集に

ついて工夫していく必要があります。とくに

各自治体の情報に最も近い地方議員のみな

さんから情報を集める努力を強めます。 

 

６．ブログの維持 

 滋賀自治研のホームページは、2004 年 6

月に開設、2007 年内容を一新、2009 年 3 月

URL を更新という経過をたどってきていま

すが、とくに最近は更新手続きが行われてお

らず、内容の全面的更新について議論し、メ

ンテナンスが容易なブログ形式に変更して

いくという方向性を確認し、2014 年 10 月に

ようやく開設することができました。引き続

き今後の維持、充実が課題です。 

 

７．会員、読者拡大の取り組み 

 一年間の増減は、入会者（ ）人、退会者

（ ）人、「住民と自治」新規購読（ ）部、

減誌（ ）部であり、現在、個人会員は（ ）

人、団体会員（ ）団体、「住民と自治」読

者（ ）人となっています。 

 研究所の維持という点から若手会員の入

会をはじめ、個人会員、団体会員数を増加さ

せることについて、抜本的な対策を講じ、独

自の努力を行うとともに会員を減らさない

ことについて特別に努力する必要がありま

す。 

  

８．財政活動 

 会員の減少による会費収入は減少してき

ていますが、調査研究費用を独自に確保する

などして財政規模はここ数年横ばい状態で

推移しています。また、支出を切り詰めてい

るため全体収支は黒字で推移してきていま

すが、前年度繰越金を除いた単年度収支はこ

こ数年赤字となっていましたが 2017 年度は
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単年度収支も黒字となりました。これは、調

査財源として県職員互助会の補助金を確保

したことや、調査結果を龍谷法学に投稿し、

原稿料をカンパとしたことなどによるもの

であり、会費収入だけでは活動経費を賄えな

い状況には変わりありません。これ以上の会

員の減少は活動の維持に重大な支障がでる

ことが予想されます。財政活動の改善のため

には会員の拡大を基本とし、以下の点につい

て一層強力に進める必要があります。 

 ①会員拡大により財政基盤を強化するこ

と。 

 ②長期会費未納が財政を悪化させている

一因となっており、二年以上の会費未納

者は「住民と自治」の購読中止手続きを

いったんとり、滞納額の回収と会員とし

ての継続については別途協力をもとめ

る措置をとることとしていますが、確実

に未納会費を回収するため特別の対策

を講じること。 

 ③郵便振替や銀行振替による会費納入を

促進する。 

 ④黒字が見込める事業活動について実施

を検討すること。 

 ⑤調査費について県の補助制度を活用す

るなどの努力を引き続き行うこと。 

 ⑥自治体研究社の書籍については、滋賀自

治体問題研究所を通じることにより割

引価格で販売でき、研究所には手数料収

入を得ることができます。 

 

９．理事会について 

 一昨年の総会での役員改選において高橋

理事長以下 21 名の理事（理事長、副理事長

を含む常任理事 12 名、理事 9 名）を選出し

ました。理事会の開催については、月 1 回の

常任理事会を開催し、4 ヶ月に 1 回程度事理

全体会を開催してきました。これは理事のみ

なさんの負担を軽減することを目的にした

措置でしたが、理事全体会の出席率は高くあ

りませんでした。それぞれの役員のみなさん

にどのように役割を分担していただくかに

ついてはより明確にしていく必要がありま

す。 

 

１０．全国研の総会 

 5月 27日自治体問題研究所第 58回総会が

東京で行われました。滋賀からは委任状の提

出で出席できませんでしたが、以下の特記事

項をはじめ事業報告、事業計画、役員が承認

されています。（住民と自治 8 月号に掲載） 

① 2017年 11月おきなわ自治体問題研究所

が発足 

② 新組織強化委員会を設置、「住民と自治」

編集部の関西への移転をはじめ組織強

化について集中的議論 

③ 理事長として引き続き、岡田知弘氏が、

新しい理事として藤沢直広日野町長が

選出された。 
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※滋賀自治体問題研究

所に申し込むと、税込み

1600 円で送付します。

（送料は当方で負担 

 


