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東昌子（滋賀民医連、膳所診療所） 

 

 2021年 7月から８月の新型コロナ感染症第

5 波は急速に収まり、現在の国民の関心は第

6波にいかに備えるかに移ってきている。 

 滋賀県において、第５波のピークは８月下

旬で新規感染者２３０人超、大津市自衛隊基

地内で 200 人を超す大規模クラスターが発

生、事業所、飲食店や学校、児童施設、医療

機関などで小規模のクラスターが発生した。

10月以降急速に患者の発生が減少し、11月以

降は新規ゼロの日も増えてきている。滋賀県

知事は 10 月 29 日ステージ１へ引き下げ、

様々な活動との両立、次の波に備えた保健・

医療提供体制の確保とのメッセージを県民に

発信した。 

 コロナ対策の鍵とされたワクチン接種は、

2021 年４月以降高齢者の市町での集団接種

から始まり、順次対象年齢が下げられ、個別

医療機関での接種、職域接種、県の広域大規

模接種と次々と広げられ、11 月 14 日時点で

滋賀県民の 74.2％が 2回接種を終了。多くの

市町で集団接種は 11 月末で終了となる見込

みである。 

 第５波のピーク時、病床使用率が 90％を超

え、滋賀県は 8月原則入院か宿泊療養として

いた方針を転換。40歳未満でほぼ無症状の場

合自宅療養を基準としたため、8 月下旬には

自宅療養者は 1800人を超えた。しかし、第４

波と比較し重症病床の使用率は 30％台まで

で推移した。滋賀県においては大阪や東京で

見られた「医療崩壊」という状況には至らず、

自宅療養中の死亡者も出さす、第５波は終焉

した。 
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 第 6波に備えて、国はコロナ病床を 3割増

強する計画を示し、自治体に対応を求めてい

る。滋賀県は 9月時点で 385床であったが、

11月末までに 475床（11月 25日知事メッセ

ージ 450床）を確保するめどが立ったとして

いる。滋賀県はもともと病院数、病床数が少

なく、人口 10万人あたりの病床数は 47都道

府県で下から６番目。その中での大幅増床は

限界に近い計画と言えるであろう。 

 滋賀県の病院の特徴として、民間病院数が

全国と比較して少なく、公的・公立病院が超

急性期、急性期医療を担い、民間病院が回復

期、慢性期医療を担うという機能分化が進ん

でいる点が挙げられる。湖西、湖北では民間

病院が極端に少ないため公的・公立病院が超

急性期から慢性期まですべての機能を担って

いる医療圏もある。その中で、コロナ感染症

に対応できる人材と設備を持っているのは公

的・公立病院に限られている。第 5波の際、

コロナ患者を受け入れた病院では国からの補

助金でなんとか収支で黒字を確保した。 

 国は地域医療計画で公的・公立病院の再編、

急性期病床の削減の計画を進めながら、コロ

ナ対応病床の拡充を迫っている。すなわち感

染拡大時には通常医療の制限があり得るとの

前提であり、病床使用率の「見える化」で個

別医療機関の状況を勘案しない統制を強化し

ようとしている。 

 今後の新たな取り組みとして、宿泊療養施

設での「抗体カクテル療法」実施、「見守り

観察ステーション」（県は 8月 28日県庁の危

機管理センターに 9床開設）、自宅療養者へ

の往診対応が検討されている。現在地域医師

会を通じて対応できる医師確保の調査が始ま

っている。 

 滋賀県の医師数は人口 10 万人当たり 2018

年末で 239.8 人、全国平均 258.8 人より少な

く全国 32 位。大津医療圏の医師数が人口 10

万人当たり 390人と突出しており、大津以外

の医療圏の医師数は湖南が 228.4 人、その他

はいずれも 200人未満と著しく少ない。医師

の平均年齢は年々上昇し、診療所の医師は平

均 60歳を超えている。地域医療を支えている

のは高齢医師であることがわかる。地域包括

ケアを支えるための高齢者の在宅医療を行う

医師、在宅療養支援診療所や在宅療養支援病

院の整備が全国平均を大きく下回っている中

で、感染症対応の往診をできる医師の体制を

作れるのかどうかが疑問である。 

 医療介護総合確保推進法に基づく滋賀県計

画（2020 年度）が 2021 年 3 月に発表された

が、居宅等における医療の提供に関する目標、

介護施設等の整備に関する目標のうち、唯一

達成超過となったのが、訪問看護師数である。

この目標数は地域包括ケアシステムのための

目標であり、感染症対応は考慮されていない。

相対的に確保が県内で進んだ訪問看護師を感

染症対応にいかに活用できるかが、大きな着

目点となるであろう。 

 

 

２０２１年滋賀県社会保障推進協議会主催講演会報告 

 

 日時：２０２１年１１月２７日（土）午後２時～４時 参加：会場１６名＋ZOOM２７名 

 場所：大津市ふれあいプラザ５階大会議室  講師：野尻孝子氏（和歌山県福祉保健部技監） 

 司会：安齋（新婦人県本部）、受付：田村（民医連） 主催者挨拶：今村（会長） 
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＜＜野尻氏講演要旨＞＞ 

・和歌山県での一日感染最大数は９０

人、一日最大入院数は５６２人。 

・２０２０年２月、済生会有田病院で、

全国最初の病院クラスター発生を経験

した。今でもあの時の緊張を思い出す。

それ以前に、当県では国基準より柔軟に

検査を行うようには指示していた。2月

12日、医師が肺炎を発症したが、国基準

では PCR の検査対象にならなかった

が、同様の症状者があと４人おり、PCR

検査を決断したら陽性であった。県本部

を立ち上げ、公表することを決断し記者

会見を行った。この一連の経験から、情

報は一元化して集め、対応は国通知にと

らわれず、柔軟に対応することとなっ

た。 

早期に発見するため、２０２０年５月には

県費でＰＣＲ検査装置を８か所設置し、検査

体制を整えた。 

・平成９年に施行された保健所改革法案で、

全国的には保健所の統廃合が進んだが、和歌

山県では、カレー毒物事件の経験や、予想さ

れる南海トラフ地震への対応を考えて、知事

を説得して７つの医療圏に８つの保健所と１

支所の体制を維持した。さらにコロナ対応で

は、保健所の職員を応援するために県の組織

の各部署から人を派遣した。人員を増やした

わけではない、ただし和歌山市保健所へは、

県費で看護協会から４人の保健師を派遣した。 

・そんな中で、飲食店でクラスターを経験し

た。ある陽性患者の調査の中から、ある飲食

店のクラスターであることが分かった。店名

を公表し、５次接触者まで幅広く検査を行い

合計８４名の陽性者を確認した。当初管轄の

保健所長は、「幅広く検査を行い無症状者まで

発見すれば、病院がパンクする」（どこかで聞

いたような論理）を主張したが、私は「今広

                                                
1 レスパイト（respite）とは、"休息""息抜き"

という意味。地域で在宅介護・医療を受けて

いる人、家族、介護者の休養を目的とした短

く検査して感染を封じ込めなければ大変なこ

とになる」というやり取りしたことを思い出

す。 

・病床を確保し、全例入院を進めてきた（一

部入院を拒否した人はいる。家族入院で同居

の子供やお年寄りはレスパイト入院1の制度

も作った）。この中で、第４波では確保病床４

００床に対して、最大３８５床まで埋まり、

第５波では確保病床６０５床に対して、５６

２床まで埋まった。ちなみに確保病床数は人

口１０万人対で、全国１位。日ごろから、病

院長、事務長さんとは会議を行い、電話でお

願いできる関係にあるが、それ以上の特別な

組織対応を行ったわけではない（日ごろから

の信頼か）。常に入院状況をホームページなど

で公開し見える化してきた。 

・感染期間等のデータ解析では、やはり、感

染者は無症状の発症３日前の時期から、他者

に感染を広げていることがわかってきた。無

症状の時期からの PCR 検査の必要性は間違

いない。コロナワクチン接種の効果について

は２回接種した人からの発症が、第５波では

２３５人が確認されたが、同時期の未接種者

期入院のこと。本人やご家族の休息目的や、

介護者の事情等により一時的に自宅での療養

継続が困難となった場合に利用される。 
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からの発症は２１１１人あり、ワクチンを２

回接種した人は明らかに軽症がふえ、肺炎が

減っていた。しかし接種後６カ月経つと、抗

体価が明らかに低下している者が一定数あり、

ワクチンが絶対ではない。 

・（各種の対策の効果か）、和歌山県でのコロ

ナ感染症での死亡率は全国平均より低くなっ

ている。全国平均１０万人あたりの死亡数は

14.47、和歌山は 6.7と半分以下になっている。

後遺症調査も行っているが、治癒後三カ月以

上たっても症状が１６％の人で続いており、

味覚障害、脱毛、倦怠感が症状として多い。

また、発症から受診まで、５日以上かかると、

第４波では７割以上、第５波では５割以上が

肺炎以上の重い症状となり、やはり早期発見

早期治療が、コロナ感染治療でも必要。 

・この間、病院でも、介護老人施設でもブレ

ークスルー感染を経験している。ワクチンを

２回接種した人に感染している。特に病院で

は、未接種者がいること、二回接種すると特

徴的な症状が修飾されてわかりにくいことな

どに注意が必要。ワクチンは、発症・重症化

予防の効果があるが、過信は禁物。 

・最期に、総合力と柔軟な対策が必要。県は

病床確保、レスパイト入院手配、後方支援病

院対策を行い、現場の保健所は感染拡大防止

に専念できるよう、総合力で対応した。また、

国からの通知はあるが、和歌山県は接触者を

幅広くとらえ、無症状者にも検査を行い、感

染源を探求し、封じ込めに注力してきた。 

 

＜質疑＞ 

１）「幅広く検査すると、無症状者を多数発見

し、病院がパンクする」と厚生省は文章まで

作っている。和歌山県ではそれを覆し、幅広

く検査できた理由はなぜか？ 

⇒幅広い検査が必要という根拠となるデータ

がある。無症状者がのち重症化する例や、無

症状者が他者へ感染を広げる例などが集積し、

幅広く検査して無症状者を見つけなければ、

感染を封じ込めないと確信している。特別和

歌山に PCR 検査を幅広く行うお金があった

わけではなく、必要なことは必要と主張して

きた。 

２）滋賀県の職員だが、これだけのデータを

滋賀県では見たことがない。このようなこと

は他県でも行われているのか？ 

⇒他県のことはわからないが、新型コロナの

ような新興感染症では、後々のために和歌山

県での生のデータが大事だと考え、集積して

きた。 

３）障害者対策について 

①情報弱者の障害者に対して、和歌山での取

り組みを知りたい 

⇒残念ながら特別な対策はとっていない。貴

重な意見を聞いたので今後に生かしたい。 

②障害者の家族は、障害者が発症すれば濃厚

な介護をしているので危険。障害者はコロナ

ワクチンが優先されたが、障害者の家族も優

先にならないかと希望している。考えは？ 

⇒和歌山も滋賀県同様、障害者家族はワクチ

ンの優先にはなっていない。 

③特別支援学校では、コロナが発生した時、

先生が PCR 検査を受けられず、自宅待機と

なり、現場の職員が減って大変だった。 

⇒和歌山では PCR 検査は柔軟に広く対応し

ているので、そのようなことはないと思う。 

４）感染症病床が少ないのに、地域医療計画

で、病床を削減してよいのか？ 

⇒効率的な病床の活用は必要で、病床削減が

必要の論理はわかる面があるが、削減すると

看護師などのスタッフがいなくなり、いざと

いうときに感染症病棟へスムーズに転換がで

きない問題があり、慎重な検討が必要と思っ

ている。 

                        

【報告 今村 浩(坂本民主診療所)】 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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12月 9日、福井の関西電力が設置、運転す

る原発 7 基の運転差し止めを求めた本訴

（2013年 12月 24日提訴）第 31回口頭弁論

が大津地裁で行われました。 

原告側は、3月 18日の水戸地方裁判所の判

断を踏まえて避難計画の問題について主張し

た前回の準備書面（79）に続き、県下の自治

体への避難計画に関する調査結果に基づく準

備書面（84)を提出し、代理人弁護士が、準備

書面(79)と合わせて法廷で口頭説明を行いま

した。 

関電側は、準備書面（61）、(62)を提出しま

した。(61)は、高浜および美浜原発の基礎地盤

の安定性問題について主張した原告準備書面

(78)に対する反論であり、(62)は、震源が敷地

に極めて近い場合のリスクを考慮していない

ことなどを指摘した原告準備書面（83)に対す

る反論です。 

原告側は、次回に地盤問題などについての

被告反論に対する再反論を行えば主張は完了

するとしました。 

被告関電側は、現在大阪高裁で争われてい

る地震動のバラツキ問題2について主張し、

次々回に前回、今回と原告が主張した避難計

画についての反論、さらに、現在、原子力規

制員会で審査中の火山灰の層厚の見直しの評

価について期日は明確にできないものの主張

したいとしています。 

原告側の井戸謙一弁護団長は、補充主張は

認めることとして整理がついた課題から尋問

を始めるべきだとして次々回から証人尋問に

入るよう裁判所に強く要請しました。 

原告側は、福島第一原発事故からの避難者

1 名、地盤評価に関する専門家 2 名、放射性

廃棄物に関する専門家 1名、避難計画を策定

する行政の責任者 1名計 5名の証人の申請を

行っています。これに対して被告側は証人の

尋問は不要であるという意見書を提出してい

ます。 

次回は 3 月 10 日(木)11:00 から第 32 回口

頭弁論が行われ、裁判所の証人の採否に関す

る判断が注目されます。また、3月 10日の午

後には、この裁判を支える会の総会が予定さ

れています。（Ur） 

 

※避難計画調査報告書について 

県と 19 市町の避難計画についての調査の

報告書が「福井原発訴訟(滋賀)弁護団・原告

団・支える会」によってまとめられました。 

 まだ少し残部数があるようであり、希望さ

れる方には着払いで送付するとされています。 

希望される方は、送付先を明記して次のアド

レスあてに申し込んでください。 

 datsushiga@yahoo.co.jp 

 福井原発訴訟(滋賀)を支える会 

                                                
2 2020年 12月 4日、大阪地裁は、基準地震

動の策定にあたっては、経験式（入倉・三宅

式）が有するばらつきを検討して、経験式に

よって算出される平均値に何らかの上乗せを

する必要があるが、国の審査においてはその

ことが考慮されていないとして大飯原発の設

置変更許可を取り消した。国はこの判決を不

服として大阪高裁に控訴している。 

「10分で分かる地方自治講座」をブログに掲載しました 

http://shigajichiken.cocolog-nifty.com/（滋賀自治体問題研究所ブログで検索できます） 

No.1 アウトソーシングの問題点 

No.2 PFI事業の問題点（VFMの計算方法とその問題点） 

No.3 PFI事業の問題点（日本の会計検査院報告書（2021年 5月） 

mailto:datsushiga@yahoo.co.jp
http://shigajichiken.cocolog-nifty.com/
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 山岡 光広 (甲賀市議会議員) 

 子どもたちが日常的に文字・活字文化に触

れることのできる学校図書館の充実は、幼少

期から本や新聞に親しむ文化的な体験の多い

子どもほど学力が高い傾向がみられるだけに、

一層の充実が求められています。 

 そこで、甲賀市議会では、この間５回にわ

たって、この問題を議会で取り上げ、改善を

求めてきました。その概要を報告します。 

 学校図書館は、学校図書館法第一条で「学

校教育において欠くことのできない基礎的な

設備であることに鑑み、その健全な発達を図

り、もって学校教育を充実することを目的と

する」と明記しています。 

 特に文科省は、２０１７年度から２０２１

年度までを期間とする「第５次学校図書館整

備五カ年計画」を策定し、その目標達成に必

要な地方財政措置を講じています。財政規模

は、５カ年で約２３５０億円(単年度約４７０

億円)。内訳は、①学校図書館図書の整備に約

１１００億円(単年度約２２０億円)、②学校

図書館への新聞配備に約１５０億円(単年度

約３０億円)、③学校司書をおおむね１．５校

に１名程度配置するために約１１００億円

(単年度約２２０億円)です。しかしこれらの

財源は、使い道を特定しない一般財源(地方財

政措置)なので、学校図書館の整備・充実に使

う費用とするためには、それぞれの自治体が

予算化しなければなりません。 
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 そこで２０２１年６月議会では、「地方交付

税で措置されている認識はあるのか」「それぞ

れの算定額はどれだけか」と質したところ、

「令和元年度の普通地方交付税算定に係る基

準財政需要額は、学校図書館図書経費として

小学校で１，０３５万７，０００円、中学校

費で６４９万５，０００円、新聞配備経費と

して小学校で８３万７，０００円、中学校で

８３万４，０００円、学校司書配置経費とし

て小学校で１，５６２万４，０００円、中学

校費で４３９万２，０００円、総額３，８５

３万９，０００円」との答弁がありました。

実際に使っているのは、１，４６３万５，２

６１円(令和元年度決算資料)と、ほぼ半分し

か有効に活用されていないことが明らかにな

りました（前ページ図）。 

 これでは「学校図書館整備５カ年計画」に

基づく整備・充実がすすまないのは明らかで

す。もちろん交付税算定額が全て支出にまわ

されるのは無理だとしても、計画的に整備・

充実させるためは、その具体化・予算化が必

要です。 

 議会では、この３つの指標で到達を明らか

にして具体的な改善を求めました。 

 まず第一の学校図書館図書の整備では、小

中学校の学級数・児童数を基本に「学校図書

館図書標準冊数」が示されています。文科省

の調査(令和元年度末現在)によると達成率は

小学校で７１．２％、中学校で６６．１％と

なっています。甲賀市の場合は、標準冊数に

対する蔵書数の割合は小学校で１０３％、但

し充足率１００％を満たしていない学校が８

校あり、達成率でみると６２％となっていま

す。中学校では充足率１００％はなく、６校

の平均でも７５％、達成率はゼロという状況

です。文科省の調査では、県全体で小学校は

４９．５％、中学校に至っては２９．２％と

遅れています。 

 本来なら、交付税を活用して、積極的に図

書整備を進めるべきですが、この充足率が逆

にネックになって、すでにデータとして古い

資料本なども「蔵書数」にカウントして充足

率を高めようとするため、いわゆる古い図書

の除籍がすすまないのが現実です。そのうえ

甲賀市では、対前年度比で蔵書数が少ないと

０．５の補正係数をかけるという内規を決め

ていたために、「除籍」も進まず、図書費も増

額されない状況が続いていましたが、議会で

の指摘を受けて、昨年から除籍が進められ、

算定式も変更され、高額な百科事典などは、

計画的に別枠で整備されることに改善されま

した。 

 ただ、図書整備の単価が１校当たり小学校

で４万円、中学校で８万円。これに１学級あ

たり小学校７千円、中学校１万円。さらに児

童生徒一人あたり小学校で４００円、中学校

で２００円を基礎額として算定されるのです

が、この単価そのものを見直しする必要があ

ります。 

 第二は、学校図書館に新聞を配備する問題

です。文科省は「新聞を読む子どもほど学力

テストの正答率が高い」として、学校図書館

に複数の新聞を配備することを目標にしてい

ますが、全国的にも整備率は４割程度。甲賀

市の場合は、こども新聞を購読している学校

が３校あるだけで、一般新聞の配備は一校も

ありません。新聞配備の学校では「新聞を使

った授業」が取組まれ、読解力、表現力など

学力向上につながるととともに、「教室と社会

をつなぐ窓」になっているともいわれていま

す。 

 第三は、学校司書の配置です。２０１４年

に学校図書館法が改正され、専門職として「学

校司書」が法律で位置づけられました。義務

付けにはならなかったものの、「学校司書を配

置することに努める」ことも定められました。

学校図書館整備五カ年計画の目標は、「１．５

校に１名程度の配置」となっていますが、実

際には圧倒的に不足しています。文科省の調

査では、小学校の場合、学校司書が配置され

ている学校の割合は６８．８％、中学校は６

４．１％となっています。ほとんどが非正規

職員(会計年度任用職員)となっています。甲

賀市の場合は、小学校２１校と中学校６校を、



しがの住民と自治 第 365号 2021年 12月 15日 

 

8 

 

現在６名の学校司書がシフトを組んで訪問し

ています。県への報告では「司書配置１００％」

となっていますが、実際には各校週一回訪問

するのがやっとで、現場からは「司書教諭と

の連携ができない」「ニーズに応える司書活動

ができない」と早期に増員を求める声が寄せ

られています。文科省の指標「１．５校に１

名程度の配置」を達成しようとすると、１８

人必要です。そこまで一気に行かずとも、せ

めて大規模校には週２回訪問するためには、

早期に８名体制にする必要があり、その処遇

改善も必要です。 

 私が議会で「学校図書館整備五カ年計画」

を取り上げる以前は、例えば「子ども読書活

動推進計画」に、国は位置づけているのに甲

賀市は位置づけられていませんでした。これ

では計画的に整備できないのは当然です。議

会での指摘を受けて、計画に位置づけること

になりました。 

 今年度で五カ年計画は最終年となるだけに、

現状の到達をリアルに分析して、目標達成の

ためにさらに取り組みをすすめる必要があり

ます。 

 

≪資料≫ 

                   

 

学級数 蔵書冊数

1 2,400

2 3,000

３　～６ ３，０００+５２０×（学級数―２）

７　～１２ ５，０８０+４８０×（学級数―６）

１３～１８ ７，９６０+４００×（学級数―12）

１９～３０ １０，３６０+２００×（学級数―18）

３１～ １２，７６０+１２０×（学級数―30）

学級数 蔵書冊数

１～２ 4,800

３　～６ 4,800

７　～１２ ７，３６０+５６０×（学級数―２）

１３～１８ １０，７２０+４８０×（学級数―６）

１９～３０ １３，６００+３２０×（学級数―12）

３１～ １７，４４０+１６０×（学級数―30）

小学校の場合

中学校の場合

「滋賀県 DX推進戦略（素案）」ついて意見を提出 
 

 11 月 30 日までパブコメが行われていた県の戦略(素案)について、滋賀自治体問題研究所とし

て意見を提出しました。その概要は以下のとおりです。意見の対する考え方は、他の例では概ね

一月程度で示されるので 1月頃に県のホームページに掲載されると思います。 

【意見の概要】 

・別途詳細が定められる“実施計画”についての質問、・この戦略を実行するための事業費や財源、・

人材育成について安易な民間からの登用をさけること、・トップダウンではなく現場や住民の声

を反映させること、・その他基本理念に関することなど 

お知らせ 
① 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 7年半の評価※現在進めている第９次県政研究の成果を発表します。 

② 公の施設研究会の活動 
指定管理施設への受託者側へのアンケート調査を実施します。 

 

 


