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野口 宏（滋賀自治体問題研究所会員） 

 

ウランや化石燃料から再生可能エネルギーへ

の移行は世界の趨勢であり、日本でも太陽光発

電の普及が進んでいる。だが市民の共同運営の

市民発電所が一般的であるドイツなどと比べて、

日本では地域の外部の資本によるメガソーラー

事業者が地域を乱開発して、環境を破壊するケ

ースも少なくない。以下、大津市におけるメガ

ソーラー設置問題の経緯について、主に自治会

の資料に基づいて述べる。 

 

大津市は 2014 年に和邇の廃棄物最終処分場

にメガソーラーを公募で誘致した。住宅団地に

隣接しているが、背後は山林であり、住宅の北

側ということもあって、大きな問題にはなって

いないように見える。だが近隣住民によれば、

台風で飛ばされたパネルが住宅に損傷を与えた

り、パワコンの低周波騒音で睡眠妨害が生じた

り、雑草繁茂で見苦しいなどの問題があったと

いう。（後述の意見聴取会での清風町自治会の説

明） 

2015 年秋に大石東２丁目と国分２丁目の山

間部２個所で相次いでメガソーラーが設置され

た。大石のケースは周囲に民家はなかったが、

森林伐採により濁水が集落に流れ込むなどの問

題を生じた。国分のケースは耕作跡地で民家に

近く、狭い生活道路に多数の工事車両が通るほ

か、完成後は太陽追従型パネルで騒音被害が生

じた。さらに近くで住宅地に挟まれている斜面

の山林を切り開いてメガソーラーを建設する計

画が浮上し、住民は森林伐採による土砂災害、
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環境と景観の破壊、工事車両による通行障害を

理由に強く反対した。（意見聴取会での国分自治

会の説明） 

こうした経緯から大津市は 2016 年度に意見

聴取会を設置して検討を重ね、2017年末に太陽

光発電設備の規制条例を公布した。その内容は

メガソーラーの設置を許可制にし、禁止区域（歴

史風土保存地区）と抑制区域（市域の大半）を

指定し、抑制区域では周辺住民に対する説明会

を義務づけ、設置者に保全義務を課すものであ

る。しかし住民との協定は努力義務に留まって

いる。 

（https://www.city.otsu.lg.jp/business/kench

iku/takuchi/1522401708239.html） 

 

2018 年に湖西の大規模住宅団地ローズタウ

ンに接する一角にメガソーラーを設置する計画

が持ち上がり、10月末、地元の清風町自治会は

地主・事業者から概要説明を受けた。 

地主によれば、当主が死去して営農ができな

くなり、土地利用を各方面と協議したがことご

とく不調に終わり、メガソーラー事業者のみが

土地買収に応じたもので、すでに契約済みとい

う。 

事業者によれば、市街化調整区域の農地 4000

坪と南側山林斜面1000坪（計1.65ヘクタール）

に 1000 キロワットの太陽光発電所を作る計画

で、同年 3 月に国の事業計画認定を得ており、

今後、市条例に従って大津市と協議した上、着

工予定であるという。 

自治会は景観、雑草、気温上昇、反射光、防

犯への影響を事業者に質したが、防草ネット設

置は考えるが、他に大きな問題はない、という

返答であった。 

 

写真１ メガソーラー計画地（農地 4000坪と山林 1000坪） 

※清風町自治会が大津市意見聴取会に提出した資料より 
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計画地は住宅街の南側にクサビ状に

入り込んだ形で、住宅とは狭い道路を挟

んで隣接しているほか、数軒は道路もな

く直接に庭先に面している。計画地は高

低差があっていくつか段差があり、住宅

から見た土地の高さもさまざまである。 

自治会は近隣住民への周知を図ると

ともに、住宅密集地に隣接してメガソー

ラーを設置するのは非常識だとして反

対を決め、住民の意思を示すため直ちに

反対の署名運動に立ち上がった。 

そして計画地に隣接する世帯から選出

された世話人６人を加えたメガソーラ

ー対策部会を設置した。部会は反対運動

の中心を担うと共に、事業の仕組み、設

計、施工、維持管理において各種ガイド

ラインが守られているかなどを確認することと

した。 

 

計画地は市条例にいう抑制区域であるところ

から、事業計画の住民への周知が義務づけられ

ている。そこで自治会は地主・事業者と隣接住

民との会合を申し入れ、事業者も地元説明会を

行うとした。12月 1日に公民館会議室で地主も

参加して説明会が行われ、住民 78人が詰めかけ

て座席が無くなるほどであった。 

最初に自治会長が、太陽光発電自体には反対

しないが、メガソーラーを住宅密集地に隣接し

て建設するのは非常識であり、住環境悪化、健

康被害、環境汚染、資産価値低下などの損害を

もたらし、良好な街づくりに汚点を残すとして、

断固反対を表明した。つづいて地主が上記の事

情を説明した。 

事業者は図面（計画図と現況）及び Q&A1枚

を配布したが、資料の説明もせず、市条例に従

って説明会を行うが住民の同意を得る必要はな

い、わが社は多くの実績があるがクレームは来

ていないと述べ、質問があればどうぞと言う態

度であった。 

 

それに対して出席者がつぎつぎと発言した。

強風でパネルが飛ぶ恐れ、財産権・環境権・眺

望権という基本的人権の問題、座り込みしてで

も反対する、輻射熱が風で周辺に運ばれるのが

大問題、寿命が過ぎた後に有害物質を含むパネ

ルが放置されないか、全国的に住民と問題が生

じている、健康被害が出てからでは遅い、火災

事故のリスクがある、無人監視も問題、災害時

の損傷パネルの処理、感電や有害物質による土

壌汚染、事業者の倒産も起きている、等々の懸

念が出された。 

事業者は、それらの懸念については、これか

ら市との協議で検討書をつくって示すとして具

体的に答えず、ただシリコンだから有害物質は

ない、景観については遮光フェンスの対策をす

る、健康被害は無いと考えると答えた。会社概

要すら示さず、従業員数、技術者数、事業内容

を一つ一つ質されると、そのつど答えるという

有様であった。 

それに対して住民は、説明会なのにまともな

説明になっていない、役所へのアリバイ工作の

ようだ、出来上がった設備が外国企業を含む他

企業に転売されるとも聞く、無人の発電所とは

写真２ 近隣の住宅のフェンスに掲げられたメガソ

ーラー反対のパネル等 
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住民にモニター役をさせるということ、などと

批判の声を上げた。 

最後に出席していた真野北自治連合会長が発

言し、住民の気持ちを無視する事業者の発言が

続いた、住民の発言を聞くとどんな対策があっ

てもイヤだと言っている、地主も住民の声を受

け止めて下さい、と述べて説明会は終わった。 

 

その後、自治会の話し合い要請を地主が拒否

したため、自治会は大津市の担当課である開発

調整課に陳情、新年会で自治会長が市長と市民

部長に直接陳情した。反対署名は隣接自治会を

含め 1723 名集まり、地域の各会派の市議会議

員に協力要請し、市議会への請願も準備した。 

また支所（市民センター）長、自治連合会長

とも相談して陳情を市長宛の要望書の形に切り

換え、支所長に託した。そして 3 月末に反対署

名を持って市長に面会し、要望書を手渡し、住

宅地に隣接するメガソーラー設置を許可しない

よう要望した。 

 

要望書は以下の５つの理由を挙げ、こうした

非常識で無秩序な事業を規制する法整備を求め

ると共に、当該事業計画を許可しないよう求め

るものである。 

①住宅密集地に隣接した太陽光発電所は環境汚

染、健康被害を招くおそれがある。 

②調整区域だからといって住専地では許されな

い施設を建設することは無秩序な街づくり

を助長し非常識である。 

③事業者は住民の合意は必要ないと発言するな

ど、良好な街づくりのための条例が逆手に取

られており、住専地域から十分な離間距離を

とるよう規制すべきである。 

④計画地に含まれる山林は土砂災害警報区域で

あり、伐採が許されるべきでない。 

⑤景観も変わり、住環境の悪化、健康被害、住

宅資産価値の低下など住民の苦痛が続く。 

こうした動きに対して大津市は、2019年度に

再び意見聴取会を設置し、7 月に自治会から聞

き取りを行った。これに対して清風町自治会は

大津市の太陽光発電規制条例に以下の４点の改

正を要望した。 

①条例の目的として「良好な生活環境の保全並

びに安全な生活の確保を図ること」を明記す

ること。 

②抑制区域として、都市計画法の住居専用地域

を指定すること。 

③現行条例の各条の「災害の防止及び自然環境

等の保全」を「災害の防止及び自然環境、生

活環境の保全並びに安全な生活の確保」と変

更すること。 

④住居専用地域に隣接あるいは面して太陽光発

電設備を設置する場合、隣接あるいは面する

住居専用地域の住民との間で協定を締結す

ることを許可の基準（必要条件）とすること。 

理由として、光害、低周波騒音、パネル飛散

事故、災害時のパネル損傷に伴う土壌汚染、感

電リスク、除草剤による有害物質の流出、雑草

繁茂、事業終了後の不法投棄のリスクを挙げた。 

言うまでもなく④がポイントである。自治会は

先例として「周辺住民に説明を行い、その理解

を得て、あらかじめ周辺住民と規則で定める特

定設置事業協定書を締結していること」を許可

基準としている箕面市の条例を示して、強く要

望した。 

そうした経緯を経て 2019 年後半には市条例

の改正案がまとめられ、パブコメを経て 2 月議

会に上程し、可決されれば周知期間をおいて

2020年 7月から実施される見込みである。 

 

自治会では広くアピールすることが大事との

国分自治会の助言も得て、近隣の多数の住宅の

フェンスにメガソーラー設置断固反対」「住宅地

の生活環境を守れ」と記したパネルを計画地の

地図と共に取り付け、さらに「メガソーラー断

固反対」というノボリ旗を掲示した。 

条例改正案の内容はまだ定かではなく、また 1
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月の市長選の影響もないとは言えない。この経

過を見定めるためであろうか、計画地では説明

会以降、事業者の動きがストップしており、農

地の転用の申請も未提出の模様である。 

 

 

 

 

黄野瀬明子（日本共産党滋賀県議団）  

 気候変動を背景に、河川での豪雨災害が頻発しているなか、三日月県政は大戸川ダム建設推進を表

明した。住民の命と財産を守るために大戸川ダムは有効か、あるいはどのような治水政策が求められる

かについて、かつて淀川水系流域委員会の委員として「大戸川ダムで水害はなくならない」と意見を述

べてこられた京都大学名誉教授今本博健氏に学ぶ学習会を開催した。その報告をする。 

 

「大戸川ダムの必要性を再検証する」今本博健 

国交省が最重要課題とするのは、宇治川に桂

川と木津川の三川合流してからの淀川である。

そのため、天ヶ瀬ダムは、宇治を守るために一

次調節し、次に枚方を守るために二次調節をす

る。瀬田川の洗堰は天ヶ瀬ダムの操作に支配さ

れ、天ヶ瀬ダムが洪水調節している間は全閉す

ることになっている。そのもとで、大戸川ダム

をめぐる計画は二転三転してきた。 

1968 年の予備調査から、通常 2～3 年ですす

む実施計画に 10年かかり、さらに 10年後に事

業採択。当時、下流が使う水を生み出すための

事業として琵琶湖総合開発があり、その見返り

として丹生ダムと大戸川ダムをつくることにな

った。2001年にはじまった淀川水系流域委員会

が、2003 年に「ダムは原則として建設しない」

とし、国のつくった委員会が国の方針に反対し

たとして注目を浴びた。その意見を受けて、整

備計画基礎案に「他の河川事業にもまして慎重

に調査検討する」とした。近畿地方整備局は、

計画中の 5 つのダムのうち大戸川ダムについて

は「当面実施せず」＝「凍結」とした。その理

由は、大戸川ダムがあってもなくても、枚方で

計画高水流量（HWL）を超えないからである。

淀川水系には鹿跳渓谷、岩倉渓谷、保津峡があ

り、大雨でも狭窄部の上流は溢れるが下流には

あまり流れてこない。さらに淀川流域の約半分

を占める琵琶湖がある。２００年に１回の雨が

降っても、狭窄部を開削せず、大戸川ダムを造

らないとしても、枚方のHWLの毎秒１万 2000

トンを超えないためダムは不要。仮に狭窄部を

開削した場合、大戸川ダムなしでも、宇治の

HWL毎秒 1500トンを超えるのは、９パターン

中１パターンだけ。ダムがあればすべて超えな

い。黒津の HWL550トンを超えるのは、ダムが

ない場合１０パターン中９パターン。ダムがあ
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れば１パターンだけになる。ダムは宇治川と大

戸川には効果があるが、肝心の淀川には効果が

ないため、近畿地方整備局は「当面実施しない」

とした。 

ところが、2007年の実施整備計画段階で本庁

の巻き返しがあった。委員会の委員を入れ替え

た。淀川の所長だった宮本氏が委員として応募

し、委員となる。近畿地方整備局は、整備計画

原案で２００年に１回の洪水検証を、３３パタ

ーンに増やすと、大戸川ダムがなければ２パタ

ーンで淀川に計画洪水があり、ダムがあればす

べて超えないと説明した。かつて１０年前は、

パターンの６割以上で計画高水流量を超えるな

ら有効だとしていたが１パターンでも超えては

だめという。これはダムを造るための論理であ

る。これに対し委員会からは、HWL を超える

のはわずか１３センチ、しかもその地点は、計

画高水位よりも余裕高が２メートル、さらに余

盛土が２メートルあり、計 4 メーターの余分高

さがある、そこで１３センチ超えても問題ない

と指摘した。国交省は、１センチでも、1 パタ

ーンでも超えれば、ダム必要と説明した。とこ

ろが、HWL を超えるとする説明は、天ヶ瀬ダ

ムの二次調節1をしておらず、二次調節を行えば

ダムは不要であると滋賀県の職員が指摘をした。

近畿地方整備局はその議論に耐えられず、流域

委員会を休止する。委員会は独自に報告書をま

とめ、宮本委員が個人的な意見書をつくってい

る。いずれにしても近畿地方整備局は「実施時

期を検討する」とした。整備計画に位置付け、

いつでも実行できるようにしている。以後、検

討の場を設けて「洪水調節に最も有利」、あるい

は県の事業評価監視委員会が「事業継続が妥当」

                                                
1 天ケ瀬ダムの二次調節：宇治川の水位がピーク

を迎えた後、下流の淀川本川（宇治川・桂川・木

津川が合流した後の淀川）の水位上昇を防ぐため、

天ケ瀬ダムからの放流量をさらに減らして最大

160m3/sとし、それ以上の水を一時的に天ケ瀬ダ

ムにため、淀川本川の流量を低減させる洪水調節

のこと。 

としてきた。 

それに対して、滋賀県、大阪府、京都府、奈

良県の知事が位置付ける必要がないとした。嘉

田知事時代に、滋賀県が大戸川ダムを中止した

理由は、ダムで大戸川の流量は減らせても、田

や農地の排水、支流がはけにくければ内水氾濫

を防げないからである。したがって破堤を防ぐ

堤防強化、移住、建築規制、遊水地などの流域

治水政策を進めるべきとした。 

三日月知事は、嘉田知事時代に出した結論を

変えるために勉強会を設置し、大戸川流域に与

える治水効果、瀬田川洗堰捜査に与える影響を

検証するとした。結論ありきの、学識者のお墨

付きを得るための勉強会である。学識者の中川

博次氏は、国の有識者会議の座長も務めている。

大戸川ダムの京都府の委員会の座長のときは

「ダムは整備計画に位置付ける必要はない」と

結論をだしたが、滋賀ではダム賛成。寶馨氏は、

一貫して中川派である。角哲也氏は、ダム関係

の委員会にほとんど入り、国交省が最も頼りに

する人物である。多々納裕一氏は、嘉田知事時

代の委員会で、滋賀県がダムは反対といえばそ

れに賛成、大阪の委員会ではダム賛成。設置者

の意向で意見を変えるのでは学識者とは言えな

い。 



しがの住民と自治 第 340号 2019年 11月 15日 

 

- 7 - 

 

勉強会は、大戸川に与える治水効果の検証と

して、平成２５年の１８号台風、平成３０年西

日本豪雨、平成２７年の関東東北豪雨、平成２

９年の九州北部豪雨を大戸川にあてはめて検証

している。結果、氾濫を抑制し浸水面積を 38

から 60％減らせる、５０００年に１回の降雨に

も効果があるとしている。さらに、瀬田の洗堰

に対しても、全閉時間が短縮され、制限時間も

若干減らす効果があるとしている。また、琵琶

湖のピーク水位を１センチか２センチ下げられ

る、鹿跳渓谷の開削はさらに効果があるとした

結果をもって「ダムは治水効果あり、全閉時間

を短縮できる場合がある」とし、三日月知事が

「大戸川ダム必要」と表明するに至っている。 

しかし、超過洪水2に対する効果を用いている

のは適切ではない。平成 27年関東東北豪雨、平

                                                
2 超過洪水：洪水を防ぐための計画を作成した時

に対策の目標とした洪水（計画規模）を超える恐

れのある洪水のこと。 

成 29年九州北部豪雨は、多々納委員と寶委員の

意見によって加わった。国交省は計画水位以上

の治水計画は絶対にしない、1000 年に 1 回、

5000年に 1回という超・超過洪水であり、ダム

建設の判断に用いるのは適切ではない。また、

観測値に一致しない計算値には信頼性がない。

平成２５年の洪水は実際に起き、黒津のピーク
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流量の実測値があるにもかかわらず、大戸川流

域への流入量のピークは毎秒 1220 トンとして

いる。下流の黒津のピークの実績は毎秒 742 ト

ンを超えることはあり得ない。できるだけダム

の必要性を高めるような条件にしたと思われる。

また、天ヶ瀬ダムの流入量のピークも毎秒 2150

トンとしているが、実績は毎秒 1344 トンであ

る。大幅に合わない数値で大戸川ダムが必要と

判断している。したがって浸水面積が実績と違

う。さらに、大戸川ダムの異常洪水時防災操作3

を行う時の流量を毎秒 1500トンとしているが、

不可能だと思われる。肱川の鹿野ダムでも、放

流量 600トン、内径 11.5mであり、天ヶ瀬ダム

につくっているバイパスの放流量が毎秒 600 ト

ンである。大戸川で毎秒 1500 トン流す場合、

２０メートル近い放水路、高さ５０メートルく

らい必要だが、現実にあり得ない。結論として、

ダムにより流量は抑制され、計画洪水に対する

大戸川の流域の氾濫は軽減解消されるが、内水

氾濫により浸水は発生しダムによる被害の軽減

はわずか。超・超過洪水には異常洪水時防災操

作により下流が急激に増加し、逃げ遅れを生じ

る可能性がある。ダムの能力には限界があるた

め、超・超過洪水に対する異常洪水時防災操作

ができず、ダムの越水が生じる可能性がある。

さらに、穴あきダムといえどもいったん水をた

めると土砂がダム湖の上流部にたまる。雨が降

ったら、関上げが起こり信楽で今までおきなか

った洪水がおこる。これをトータルして、県民

の命を守るためには、ダムを造るより流域治水

をすすめるべきである。 

国交省が大戸川ダムを必要と説明したとき、

宮本委員から天ヶ瀬ダムの二次調節をすれば、

大戸川ダムなしでいけるという報告書が出され

ている。簡単な技術論であり否定できない。当

                                                
3 大異常洪水時防災操作：雨でダムに流入する水

量が急激に増え、貯留可能最高水位に近づいたと

きに、ダムからの放流量を流入量近くまで徐々に

増やす操作のこと。決壊などを防ぐために行う。  

時、河川調査官だった井上たまお氏が、現在の

近畿地方整備局の局長であるが、この問いにこ

たえられないということを知っていたから、三

日月知事から陳情を受けた時にも結論を引き延

ばしている。ダム事業は滋賀県にとって８億で

も、この 8 億円相当の河川整備ができる。ぜひ

住民から知事の間違いを正してほしい。 

 

【9月県議会本会議で】 

以上、今本教授の講演の概要である。9 月の

県議会本会議において、豪雨に対しダムは有効

ではなく、むしろ被害を深刻にするため中止す

べきであり、耐越水破堤補強や流域治水をすす

めるべきと追及したが、三日月知事は「大戸川

ダムは国が有利と判断したもの」「豪雨に対して

も効果がある」と繰り返した。しかし、天ヶ瀬

ダムの二次調節を行えばダムは不要であること、

またダムが有利とする結論ありきの勉強会のデ

ータにはごまかしがあることについて、論破さ

れている。議会論戦とともに、なにより流域住

民とともに、流域治水をすすめる活動に取り組

む決意である。  

 

参考：事業費負担（総事業費 1080億円） 

国 756 億円 大阪府 187 億円 京都府 

129億円 滋賀県 8億円 
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  藤井三恵子（共産党草津市会議員団）  

 

草津市は、9月 1日現在の人口 13万 4千人で

あり、南笠地域の約１０００戸の大型住宅開発

やマンション建設などから今後まだまだ人口は

増える傾向にあります。 

全国的に見て少子高齢化の流れは、草津市に

おいても同じ傾向はみられますが、新たな人口

増加を見込み、働く３０から５０代の労働人口

の層を住宅開発で呼び込み高齢化を抑制しよう

としています。また、湖岸の農村地域において、

高齢化率４０％近くになっているところもあり、

今後のまちづくりのあり方が問われています。

先の草津市議会議員選挙において、日本共産党

市会議員団は、新人２人に変わり、継続して市

民の要求実現のため、選挙後初めての議会に保

育待機児増加の対応や学童施設整備の必要性、

防災拠点としての学校給食センターのあり方な

どの質問を行いました。 

また、滋賀県が計画する 2 巡目の第７９回国

民スポーツ大会（略して国スポ）や第２４回全

国障害者スポーツ大会に向けた施設整備として、

飛び込み台付きの室内競技用プールの建設に約

１００億円、運営費２６億円を合わせて約１２

６億円の事業を１９年ほどの債務負担行為によ

るＰＦＩ方式により進めることが１０月定例議

会に提案されました。日本共産党以外の会派は

すべて賛成で、市長の提案に物言わない状況で

す。日本共産党は、①あまりにも費用負担が重

く、かつ長く、今後の草津市の財政を圧迫する

恐れがあること、②そもそも本来県が、彦根に

合ったまだ使えるプールを壊し、新たに作ると

いう根本問題があること、③地方自治体の財政

状況を考えずに民間主導型の開発に踏み切ろう

としていること、④全国的に見ても１４万都市

の類似の地方自治体ではありえない計画である

こと等を指摘し反対討論を行いました。 

草津市は、２０２０年度から２０２２年度ま

での３か年の財政運営計画では、「我が国の社会

経済情勢は、内閣府の発表した２０１９年４月

から６月までの国内総生産の 2 次速報によると、

物価変動の影響を除き実質の経済成長率は年率

換算で 1.3％増と 3 四半期連続のプラス成長と

なったが、景気回復のスピードは鈍化する傾向

にある。これは、個人消費など内需が日本経済

を支える構図が続く一方で、直近において通商

問題による海外経済の影響で外需が不振である

ほか、企業の設備投資の伸びが減速しているこ

となどが影響している。さらに、今後は、消費

税率引き上げによる消費の落ち込みが予測され

るなど、経済の先行きは不透明な状況である。」

と分析しています。さらに、「これまで以上に財

源の確保や行政サービスの効率化の向上に向け

た取り組みが求められている。このために事業

費総額がおおむね 1 億円以上のハード事業につ

いて対象として毎年度必要な見直しを行う」と

しています。しかし、国スポ関係費用は聖域と

されています。まだ県の土地も取得されていま

せんが、県とのプールの建設にあたり交渉、契

約は大丈夫と維持管理費用などの覚書をもとに

進めていこうとしています。議会も、「市の負担

が 3 分の 1 で済むならば」と理解しているよう

ですが、入札企業に対しても「要求水準を満た

せば、1社であっても請け負う企業を選定する」

と公募の中身が競争原理にかけている考えが示

されました。このような無責任な決定でいいの

でしょうか。全国で、PFI 事業の運営に失敗し

た過去の事例を示し、「見直すべき」と主張しま
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したが、草津市にはその考えはありません。 

滋賀県は、総額 545 億円を超える国スポ施設

整備に多額な費用をかけ、県民の暮らしの予算

を削減しています。草津市においても、この国

スポ施設整備のために、126 億円以上の予算化

して、今後約 20年間負担が続きます。また、不

足している学校や福祉施設などを整備していか

なくてはなりません。一方、市民生活は、消費

税増税での地域経済の冷え込みや住民の所得の

目減りなどから、今後ますます経済的負担要素

が高まります。そうした中で、草津市は、来年

度から77歳の敬老祝い金一人1万円支給を削減

しようと計画しています。約 2000 万円の予算

ですが、こうしたところにしわ寄せをする見直

し改革です。これでは、長生きが喜びあえる「健

幸都市くさつ」とはならないのではないでしょ

うか。他市でやっていない独自の施策は、すぐ

中止。そして、他市がやって市民に喜ばれてい

る施策は学ばない。これでは、どんどん草津市

が言う西日本で「住みよさ№1」の街とはならな

いでしょう。 

来年 2 月 16 日告示、23 日投票で市長選挙が

行われます。今後の市政の流れを決める岐路で

すが、今のところ「無投票で終るのではないか」

といわれています。 

日本共産党以外のオール与党化した議会の運

営についても、改革を行う必要性が高まってい

ます。しかし、草津市議会 24 名の内、保守系・

自民党会派の最大会派が、14名と公明 2名の数

で過半数を占めているため、なかなか思い通り

にはいきません。より市民に開かれた議会、問

題を浮き彫りにして住民運動を行うか、今後 4

年間の活動が問われています。 

日本共産党市会議員団は、次は、3 つの常任

委員会に委員配置ができる議席をつくり、交渉

会派としてしっかり提案できるよう、「市民が主

人公のまちづくり」をめざし頑張ります。 

   

                                                 

議会活性化方策研究会 

 当研究所では、今年度「議会の活性化方策」をテーマとして研究会を設置して調査を行っています。そ

のための基礎調査として、「自治体議会改革フォーラム」が編集した「議会改革白書 2016年版」の滋賀県

および 17 市町分のアンケート結果を以下のとおりとりまとめました。アンケートは、１．議会改革の状況

（Q1~Q5）、２．討議のあり方について（Q6～Q13）、３．市民の参加について(Q10～Q13)、４．公開・説明責任

（Q14～Q20）、５．政策立案・立法活動（Q21～Q27）、６．特色ある議会改革など 28 の基本的設問項目で構

成されています。 

 このアンケートには、全国で 1553 自治体が回答しており、滋賀県では、甲良町と豊郷町を除く 18 自治

体が回答しています。 

 研究会では、今後の調査として、この調査の時点修正をはじめ、県下各議会の現状と課題についての

調査を実施し、活性化方策などに関する提言案をとりまとめることとしています。 
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１．議会改革の状況（Q1~Q5） 

Q1 議会改革取組状況（特段の体制の有無） 

高島市「6その他の体制」、米原市「8 特段の

体制なし」以外は、1~3、5の何らかの体制をと

り取組が行われている。 

Q2（1）議会基本条例 

愛荘町、多賀町「2制定の方針で検討に着手」 

滋賀県、大津、彦根、長浜、草津、栗東、甲

賀、高島、東近江、米原、竜王「6 制定済み、

改正していない」 

近江八幡、守山、野洲、湖南、日野町「7 制

定し、改正も実施」 

※愛荘町は 2014年の制定（「議会改革条例」）。

多賀、豊郷、甲良は未制定 

Q2（2）議会基本条例の運用実績の評価の実施

とその公開 

彦根、野洲「5 運用実績の評価をしたが、非

公開」、他は「6運用実績の評価を実施せず」 

※彦根、野洲は誤回答。 

Q2（3）議会基本条例の改正内容（複数回答） 

近江八幡、野洲、日野町「２ 議決案件追加・

変更」  

近江八幡、守山、野洲「１ 政務活動費への

名称変更」 

湖南「４ 議会への住民参加の条項の追加・

変更」 

野洲、日野町「７ 改正内容が 1~6 に該当し

ない」  

Q3 自治基本条例（まちづくり基本条例を含

む） 

甲賀「１制定に向けて検討中」 

野洲、東近江「２議会に関する規定を含まな

い自治基本条例を制定済み」 

長浜、近江八幡、草津、米原、愛荘「３制定

済み」 

滋賀県、大津、彦根、守山、栗東、湖南、高

島、日野町、竜王、多賀「４現時点で制定予定

なし」 

Q4 議長選出時の公約、所信表明 

草津、栗東、甲賀、野洲、湖南、多賀「2 全

員協議会等本会議以外の場で機会を設定」 

滋賀県、大津、彦根、長浜、近江八幡、守山、

高島、東近江、米原、日野町、竜王、愛荘「3 

機会設定せず」 

Q5（1）地方自治法改正への対応（基本構想策

定義務の廃止） 

大津、近江八幡、草津、甲賀、高島、東近

江、日野町、愛荘、多賀「1 策定、議決を定め

る新規の条例制定または既存条例の改正」 

長浜、守山、米原「2 既存条例に条項あり、新

条例制定や改廃せず」 

栗東、野洲「4 取り組まれた内容は 1~3に該

当せず」 

滋賀県、彦根、竜王「5 現在、特段の取組せ

ず」 

Q5（2）地方自治法改正への対応（議会の会期

制度） 

滋賀県、大津「2 改正地方自治法に基づくも

のではない通年制を独自条例・要綱に基づき実

施」 

他は「3 年 4回定例会の四期制」 

Q5（3）地方自治法改正への対応（法改正を受

けた以下の取組、権限行使の有無） 

湖南、高島「1 議長による臨時会の招集」 

他は「1~3 の取組・権限行使なし」 

 

２．討議のあり方について（Q6～Q13） 

Q6 一般質問、代表質問での一問一答制を導入 

栗東市・東近江市を除いてすべて導入してい

る。（なぜ導入していないのか？） 

Q7（1） 議員の質問、質疑に対する首長の反

問（逆質問）を明文化 

滋賀県、東近江市、愛荘町を除いてすべて導

入している。（なぜ導入していないのか？） 

Q７（2） 議員の質問、質疑に対する首長等（執

行機関側）の反問（逆質問）の有無（期間 2015

年 1月 1日~12月 31日、以下期間 2015年と略

す） 
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草津市、野洲市のみで行われた。（何について

行われたのか？） 

Q8 議員間の討議（自由討議）を行うことを規

定 

守山市、愛荘町、多賀町を除いてはすべて導

入している。（なぜ導入していないのか？） 

Q9 本会議または委員会で首長提出議案の審

査を行う際に、議員間で議論を尽くして合意形

成に努めるための「議員間の討議（自由討議）」

の実施（複数回答：期間 2015年） 

彦根市、長浜市、近江八幡市、甲賀市、野洲

市、米原市、愛荘町で行われた。 

県および 10市町では、首長提出議案の審査に

は行われなかった。（議会提案について行われる

議員提案条例研究会等での討議はこれに含まれ

ない（Q25）から、議員間討議としてほかにど

のような場合がありうるのか？） 

３．市民の参加について(Q10~Q13) 

Q10（1）請願または陳情の審査を行う際に、（紹

介議員ではなく）提出者として市民が希望した

場合、会議で直接説明すること（趣旨や意見を

聴く機会）を認めているかどうか 

提出者として市民が希望する場合に認めるの

は、栗東市、野洲市、米原市、竜王町。 

逆に説明することを想定していないのは、彦

根市、守山市、高島市、多賀町。 

Q10（2）請願または陳情の審査を行う際に、（紹

介議員ではなく）提出者として市民が希望した

場合、会議で直接説明する（趣旨や意見を聴く）

機会の有無？（期間 2015年） 

機会があったのは、大津市、長浜市、東近江

市、米原市。 

（Q10(1)で市民が希望する場合には認めると

している市町のうち、実際にあったのは米原市。

請願・陳情があったときに会議で直接説明でき

ることを教示しているのか？） 

Q11 本会議または委員会で、陳情・請願の説

明以外に、会議傍聴者または希望する市民が発

言する機会の有無。（複数回答：期間 2015 年） 

県および 11市町がそもそも認めていない。希

望がなかったのでその機会がなかったとする市

町ではこのような制度を認めているわけだが、

それはどのレベルか（議会規則、申合せ）？ 

Q12 公聴会の開催や、参考人招致の有無（複

数回答：期間 2015年） 

公聴会を開催した自治体はなかった。参考人招

致も県および 6市町のみ。 

（公述人の選定など公聴会の運営に難点がある

せいか？） 

Q13（1）議員個人・会派主催ではなく、議会や

委員会主催の意見交換会、懇談会、議員報告会

等、議会として市民と直接対話する機会の回数 

0回は、守山市と高島市。（議会基本条例に議

会報告会の規定がないのか、未実施か？） 

Q13（2）あった場合、どのような機会として設

定されたものか（複数回答） 

回数が多い自治体は、県（8回）、近江八幡市

（11 回）、甲賀市（12 回）、東近江市（9 回）、

米原市（8回）。議会報告会の延べ回数を算入し

ているのではないかと思われる。 

なお、県は、特定団体等の意見交換会、特定テ

ーマについての意見交換の場を挙げ、議会報告

会を挙げていない。基本条例に議会報告会の規

定がないのか、未実施か？ 

【特記】 

守山市は、他の市町と比較する限りでは、審

議・市民参加については制度としても実態とし

ても十分とはいえない。 

 

（以下、次号へ続く） 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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※内容は次ページ参照 

お知らせ 
１． 議会活性化に関する第 5 回研究会 

議会活性化をテーマに研究会を設置して調査を実施していますが、第 4回研究会を以下のと

おり行います。どなたでも自由に参加していただけます。 

日時 2019年 12月 6日（金）17:30~18:30 

場所 滋賀自治体問題研究所 

議題 議会改革白書 2016年版での滋賀県の状況分析と各議会への調査課題の決定 

 

２． 国体・県財政研究会(第 2 回) 
日時 2019年 11月 19日（火）10:00~12:00 

場所 滋賀県職員組合自治研室 

議題 県の財政見通しの問題点を整理し提言を行うこと 

 

３．第 19回滋賀地方自治研究集会 
日時 2020年 2月 24日（月・休）13:30～16:45 

場所 滋賀県教育会館 2階大会議室を中心として 

基調講演 「自治体戦略 2040構想で自治体はどなるか」 

   講師 本多滝夫（副理事長、龍谷大学教授） 

2～3の分科会を設定 

※レポートの募集を行っています。 

 

４．「住民と自治」誌の今後の特集など 

１月号「SDGｓと自治体」、２月号「公立 ・公的病院の再編統合と地域医療」、３月号「自治

体の経済政策と地域再生」、4月号「児童相談所がんばれ」も今月中には企画案が固まります。 

その先の特集テーマとしては、「観光公害（オーバーツーリズムを含む）と自治体の観光行

政」「地域公共交通」「学童保育」「大学と地域貢献」「介護保険」「町内会・自治会と地域自治

組織」といったテーマが上っています。ご意見や情報をお待ちしています。 

連載は、2月号から、鎌倉市の清掃職場のレポートと「再生可能エネルギーの環境問題」（傘

木宏夫さん）が始まります。 
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