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新年のご挨拶～新たな質の自治を創造する年に～ 

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

 

 会員、読者の皆さん、新年明けましておめで

とうございます。2020 年の年頭に当たり、ごあ

いさつを申し上げます。 

 昨年の世界と日本の政治や社会では、ナショ

ナリズムとポピュリズムの広がり、政治の私物

化、人権と民主主義の侵害の蔓延、地中温暖化

の進行など、様々な深刻な問題が起こりました。

年末には、国会の閉会後に安倍内閣が米国のト

ランプ政権の要求に従い、「調査・研究」という

名目で自衛隊の中東派遣を決定しました。国会

での審議を回避するための閉会後の決定であり、

安倍政権のやり方はこの間一貫しています。し

かし、米国とイランの間の戦争の緊張が高まっ

ている中で、新たな法律を作らず「調査・研究」

名目での派遣は、法的に厳密な制約なしでの自

衛隊の海外での活動の拡大を意味し、戦前の日

本軍の行動を想起させるものです。そのことは、

不測の事態には現地司令官の判断で海上警備行

動を発動することができることとなっているこ

とからも分かります。これは非常に危険な政

治・政府の責任放棄です。そのことは、緊張が

高まっていた年末から正月に、安倍首相は危機

感もなくゴルフ三昧

をしていたことが如

実に示しています。 

 2020 年度予算では

自然増の社会福祉関

係費を大幅に削減し、

他方では防衛費を 6

年連続で過去最大を
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更新し、5 兆 5000 億円にまで増加させました。

この金額は文教・科学振興費 5 兆 8000 億円に

匹敵し、公共事業費 6 兆 8000 億円に近づく異

常な規模です。軍隊不保持の憲法 9 条を持ち、

戦後日本の出発点であった「平和文化国家建設」

という理念の真っ向からの否定と言っていいで

しょう。この防衛費の中には、専守防衛の原則

に反する空母の保有（護衛艦「いずも」の空母

への改修）、住民の反対で配置先が決まっていな

い陸上配備型のイージス・アショアの発射装置

の米国からの購入、ステルス戦闘機の購入など、

米国からの言いなりの「兵器の爆買い」と辺野

古の新基地建設費用が含まれています。 

 辺野古の新基地建設は政府の見積もりで当初

の 2.5 倍の 9,300 億円、沖縄県に見積もりでは

その 2.5 倍の 2 兆 5 千億円という途方もない莫

大な予算が必要とされ、それでも普天間基地が

返還される保障がないという信じられない無責

任な計画が大手を振って進められています。し

かし、辺野古基地建設のための埋め立て炭の面

積は、県民の反対運動によって予定地の 1％に

すぎません。私たちは、沖縄県民のこの粘り強

い「あきらめない」精神の力を大いに学ぶこと

が大切です。 

 安倍政権は憲政史上最長の政権を昨年記録し

ましたが、その権力支配はもはや末期症状であ

り、森友加計問題の公文書改ざん、虚偽答弁の

次は、「桜を見る会」での首相自身の虚偽答弁、

公文書の破棄、証拠隠滅を官僚たちにいち早く

やらせるという犯罪を引き起こしていますが、

安倍首相の取り巻きには反省の色はまったくあ

りません。 

 昨年 10 月からの消費税の 10％への引き上げ

に関しても、キャッシュレスによる還元という

政策の整合性を欠いた支離滅裂な補填政策を行

い、増税が庶民の生活を圧迫しても、支持率さ

え維持できればどこ吹く風と平気な様子です。 

 滋賀県では厚労省による公的病院の再編指示

による県民の生存を脅かす事態に対して、滋賀

県当局は断固たる対応ができていない状況です。

他方、国民スポーツ大会では新施設の建設費用

の天井知らずの増加にもかかわらず、県議会や

彦根市・草津市の市議会で承認されるなど、「昔

陸軍、今国スポ」とさえ言うことのできるほど、

県民・市民生活を無視した時代錯誤の無駄な公

共事業が推進されています。県の国スポ費用は

この調子ではまだまだ増加し、500 億円をはる

かに超えると予想されます。その結果、市民生

活に不可欠な福祉や教育・文化。中小企業予算

が削減され、市民が広く利用しているスポーツ

施設や文化施設が犠牲になっています。例えば、

彦根市では、新市民スポーツセンター建設への

政府の補助金比率を上げるために、無理矢理に

施設統合を行う計画を立て、後 30 年間も使用で

きる「ひこね燦ぱれす」の解体を強行しようと

しています。それは、同時に福祉教育関係予算

の削減をもたらしています。これは、本来、行

政が何を優先するべきかという点でまったく逆

転していると言えるでしょう。 

 大津市の支所問題では、昨年、自治会が反対

の声を挙げ、市民運動も展開され、越市長の廃

止方針を変更させることができました。湖南市

では、また使える諸施設を壊しての新統合庁舎

の建設に対して市民の反対運動が展開され、市

財政のひっ迫も起因して、建設予算を計上する

ことができず、継続して問題となっています。 

 このように、県内各地の自治体で、何を優先

すべきなのかが今年も引き続いて問われる状況

です。他方では、各種選挙での投票率の低下が

顕著であり、民主主義にとって不可欠な、主権

者である市民の政治参加をどのようにして高め

るのかが焦眉の課題となっています。 

 本年は、滋賀自治体問題研究所の創立 35 周年

の年です。記念事業として、講演会、研究所の

活動や滋賀の住民自治の歴史を振り返る冊子の

発行などを計画しています。 

 本年が、豊かな市民生活を実現し、人権、民

主主義と住民自治をよりいっそう発展させ、新
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たな質の自治を創造する年になるように、会員

の皆さんや関係団体の皆さんとともに前進した

いと思います。 

 本年もどうぞよろしくお願いします。  

  

 

 

小西喜代次（日本共産党甲賀市議会議員）  

 

審査会は違反の根拠が条例に該当しな

いと判断 

「鵜飼勲議員の発言は甲賀市政治倫理条例

に違反する」と森田久生議員らの審査請求

に対して、甲賀市議会政治倫理審査会は、

12 月 16 日の第６回審査会で、「審査請求の

あった３つの事案は、審査においてすべて

に両論があり、委員全員の合議を得ること

ができなかったが、多数決により審査請求

の３つの事案すべてにおいて甲賀市議会議

員政治倫理条例第３条第８号に違反せず、

申請を棄却することが妥当であると判断し

た。」との判断を下し、24 日に議長に審査

結果報告書を提出しました。 

今回の審査請求は、森田久生（請求人代

表・志誠会）、白坂萬里子（公明党）、戎脇

浩（志誠会）の３議員からの出されたもの

です。 

請求事案は、（１）令和元年６月１４日、

令和元年第１回甲賀市議会定例会の議案質

疑において、議長の整理権発動があったに

もかかわらず、一般質問のように副市長に

あたかも選挙開票事務不正の疑義があるか

のような発言を続けた。（２）令和元年９月

１２日、令和元年第 2 回甲賀市議会定例会

の一般質問において、地方税法に抵触する

ので回答できない旨の執行部答弁に対し、

執拗（５回）に同じ趣旨の質問を繰り返し

た。（３）平成３１年４月２５日、開票事務

不正特別委員会において、委員長に侮辱的

な発言をした。とするものです。 

審査請求の理由は、「甲賀市議会議員政治

倫理条例第３条第８号「市民全体の代表者

として、その品位を損なう一切の行為を慎

み、不正の疑惑をもたれるような行為をし

ないこと」に反するものと思われる。」とさ

れています。 

森田請求代表人の審査請求の説明では、

３つの事案を紹介しながら、「ロープで繋い

だような形にしていただいて、全体として

見て、審査していただきたい」と述べまし

た。本来は、違反の事実を明確にして申請

し、審査会は条例で示されている倫理基準

に基づき、判断するものです。それなのに、

「ロープにつないで…全体として見て…」

という説明は、問題発言の是非を問うので

はなく、議員の発言・行動全体を審査する

ことになるものであり、議会活動を制限す

ることにつながりかねない審査請求である

ことを裏付けています。 

 

日本共産党議員団の見解 

日本共産党甲賀市議員団は、審査請求が

提出された時点から「審査請求に値しない

事案である」との立場を明確にしていまし

た。そして、審査請求自体が、議員の議会

での発言の保障に関わり、制限される恐れ

がある、質問権、行政監視機能そのものに
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関わるとして問題点を指摘してきました。 

日本共産党は、以上の立場から、審査会

の結論が全体的な合意となるよう、また審

査請求の教訓を今後に活かされることが大

切だとして、最大限の努力を払ってきまし

たが、採決の結果は、委員長の「棄却が妥

当」とする提案に反対 2（志誠会・公明党）

賛成 2（日本共産党・無会派）の賛成多数

で「棄却が妥当」との判断となりました。 

審査の判断基準は、条例第３条８号 政

治倫理基準等の遵守「前各号に掲げるもの

のほか、市民全体の代表者として、その品

位を損なう一切の行為を慎み、その責務に

関し、不正の疑惑を持たれるような行為を

しないこと」に該当するかどうかで、この

ことに照らせば請求事案が該当しないのは

明らかです。 

この点で、公明党の委員が討論で、「３条

の８号については、これで該当すると考え

るのは難しいのではないかと感じており、

やはり倫理という点で賛成しかねると思い、

反対の討論とする」と述べたことは請求理

由事態に無理があることを示しています。 

 

「審査会」で主張した主な論点 

 審査会で主張した主な論点は以下の三つ

です。 

１．政治倫理条例は、第１条の目的におい

て、 この条例は、甲賀市議会議員（以下「議

員」という。）が議員活動を行う際に遵守す

べき政治倫理に関する基本事項について、

甲賀市議会基本条例（平成２５年甲賀市条

例第３３号）第１８条の規定を補完する条

例として定めることにより、市民全体の代

表として高い倫理観が求められることを自

覚し、良心及び責任感を持ってその責務を

果たし、議員と市民との信頼関係を構築し、

もって公正で民主的な市政の発展に寄与す

ることを目的とする、とされている。 

目的にあるとおり、議員と市民との関係

を定めているものであり、議員の政治活動、

議会活動を対象としていない。 

 

２．第３条８号は、市民に対して、不正の

疑惑を持たれるような行為をしないことが

８号の主旨であることから事案の対象には

ならない。 

同時に、第１８条では、「この条例の運用

に際しては、正当な政治活動を抑制するこ

とのないよう留意しなければならない。」と

あることから慎重な対応が必要である。 

 

３．条例の主旨を前提として、３件の事案

が条例違反に該当しない理由 

（1）の事案。令和元年６月１４日、令和

元年第１回甲賀市議会定例会の議案質疑に

おいて、議長の整理権発動があったにもか

かわらず、一般質問のように副市長にあた

かも選挙開票事務不正の疑義があるかのよ

うな発言を続けた。 

①この件は、議場で混乱もなく、議長の指

示に従い質疑が進められた。 

②質問内容は、議員の質問権に属する問題

で対象にはならない。 

（２）の事案。令和元年９月１２日、令和

元年第 2回甲賀市議会定例会の一般質問に

おいて、地方税法に抵触するので回答でき

ない旨の執行部答弁に対し、執拗（５回）

に同じ趣旨の質問を繰り返した。 

①この件は、発言通告にもとづいて行われ

ていること、議長の許可のもとで行われて

いること、答弁も

明快にされている

ことから問題では

ない。 

②執拗に同じ趣旨

の質問を繰り返し

たことに関しては、

全国市議会議長も

問題ないと回答さ
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れている。 

（３）の事案。平成３１年４月２５日、開

票事務不正特別委員会において、委員長に

侮辱的な発言をした。 

①当時の録音を審査会でも確認した。そも

そも「侮辱的」かどうかは主観的な問題で

あり、第三者が取り上げる性格の問題では

ない。 

 

問われたのは議員の発言の保障、質問

権、行政監視機能活動 

今回の審査請求は、政治倫理とは何か、

議員の自己批判、相互批判など議員間の自

浄作用、二元代表制のもとで、議員の発言

の保障、質問権、行政監視機能など、議員

活動、議員の発言のあり方が問われたもの

であり、審査結果次第によっては、議員の

発言を制限することになりかねませんでし

た。 

そもそも倫理条例は、市民との関係で議

員の活動を律するもので、特定の発言や議

員の活動全体を「品位」で、問うものでは

ないことを、今回の審査結果の教訓にする

べきだと考えています。 

なお、審査結果報告書は甲賀市議会ホームペ

ージ

http://www.city.koka.lg.jp/secure/22758/shi

nsakekka.pdf）に掲載されていますので参照

ください。 

               

 

                                         

 

 

小西喜代次（日本共産党甲賀市議会議員）  

 

県立施設の移転先を甲賀市が先行取得  

2019 年 9 月議会で、県立陶芸の森前の

私有地１８，２６１．３６平方メートルを

２億８００万円で財産の取得議案として提

出され、日本共産党 3 名と無会派の鵜飼勲

議員の反対のみで可決されました。 

土地取得資金は、土地開発公社尾資金と

一般会計の二種類があり、土地開発公社資

金で取得した土地は、県立信楽窯業技術試

験場の移転地を公共事業用地の先行取得す

るものであり、８，８１０､１５平方メート

ルを１億３５万円で取得しています。一般

会計で取得した土地は、９､４５１､２１平

方メートル、購入金額１億７６５万円であ

り、陶業振興事業用地とされています。 

 

土地取得の目的と経緯 

公共事業用地として取得する土地は、市

が取得後に県立信楽窯業技術試験場が移転

し、試験場が完成後試験場跡地と等価交換

するというものです。 

日本共産党は、信楽窯業技術試験場が陶

芸の森前へ移転することそのものについて

は、歴史的経過や今後の役割からして理解

をしてきました。 

信楽窯業技術試験場移転の話が報告され

たのは、2018 年 9 月 12 日の産業建設常任

委員会で、市が取得した土地に信楽窯業技

術試験場が移転するというのが出発点でし

た。その後、信楽窯業技術試験場あり方懇

http://www.city.koka.lg.jp/secure/22758/shinsakekka.pdf
http://www.city.koka.lg.jp/secure/22758/shinsakekka.pdf
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話会や県の動きが明らかになる中で、市が

移転先の土地を提供することがいっそう明

確になってきました。 

まずこの出発点からして、そもそも県立

の施設に市が土地を提供することは公金の

使い方として問題があります。県立の施設

であれば県が用地を購入するのが当然であ

り、 甲賀市が「基金」でその土地を先行取

得して、県に提供するのは税金の使い方と

して、到底市民の理解を得られるものでは

ありません。信楽窯業技術試験場移転後に

土地を交換するのが当然です。 

同時に、今回取得の土地全体が、信楽窯

業技術試験場移転先用地としてだけでなく、

一団の土地として全体を取得することが条

件であったため、一般会計で取得した土地

は、取得目的を陶業振興事業用地とされ、

当面駐車場として活用するとのことです。

取得後の利活用に十分な検討が行われてい

ないのが実態で、信楽窯業技術試験場の移

転先ありきのための土地取得です。 

 

鑑定評価は一社随契で一貫性のない取

得価格の算定根拠 

9 月議会で我が党議員団は、「不動産鑑定

士の評価は、現況を基本にしているが、地

番により異なる評価になっており一貫性が

ない。あらためて精査して採決に付すべき

である」として継続審査の動議を提出しま

したが、賛成は日本共産党と鵜飼勲議員の

みで否決され、土地取得議案そのものに対

しては、日本共産党の小西議員、無会派の

鵜飼議員が議案に反対討論を行いました。 

そもそも、不動産鑑定は公平性、客観性

の確保から一社の随意契約でなく、複数の

鑑定が求められるにも関わらず、一社の随

意契約であることが問題です。 

さらにこの土地は、山林、宅地、原野、

保安林などが混在する土地です。評価額は

実測ではなく公簿面積で、「現況」評価の上

一括して評価したとしています。しかし、

産業建設常任委員会やその後の調査で評価

に一貫性がないことが明らかになりました。 

３カ所の地番で、地目は「山林」、現況「宅

地」なので「宅地」で評価、一方地続きの

土地で地目は「山林」、現況「宅地」なのに

「山林」で評価、また、現況宅地なのに地

目のまま「原野」で評価。この「原野」の

評価について、担当課の問い合わせに不動

産鑑定事務所は「現況は宅地だが、草が生

えているので原野のまま評価」などとして

います。 

このように鑑定評価に一貫性がないこと

から、あらためて継続して審査を行うのは

当然です。取得価格の積算根拠に関わる問

題点が指摘されており、議会として十分な

検証が必要で、いったん否決して継続して

審査を行うのは議会の役割に照らして当然

です。 

税金が適正に使われるのかどうか、行政

をチェックする議員、議会の役割が問われ

た案件でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



しがの住民と自治 第 342 号 2020 年 1 月 15 日 

 

- 7 - 

 

 

お知らせ 
 

１． 議会活性化に関する第７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 2020 年 1 月 20 日（月）10:00~12:00 

場所 滋賀自治体問題研究所 

議題 ・議会改革白書 2016 年版などをもとにした滋賀県の最新状況のまとめ 

   ・ケーススタディ（①甲賀市政治倫理審査会、②彦根市庁舎耐震化工事における「裏    

    合意」と百条委員会、③ 2019 年度当初予算を否決した彦根市議会とその後の対応、

④その他） 

   ・提言案と報告書の整理 

・自治研集会への報告（自治研集会とは別に分科会を設定します） 

じゃっかんの状況報告 

 県および各市町議会事務局へのアンケート調査は現在、17 自治体から回答が寄せられており、 

議会改革の最新状況のとりまとめができると思います。改革については、それぞれの実情に応じ

て実施されていますが、それが、たとえば投票率の向上などに結びついていないという問題が指

摘されます。住民参加と政策立案能力の向上キイワードになるのではないでしょうか。 

 

２． 国体・県財政研究会(第 2 回：前回の予定を延期) 
日時 2020 年 1 月 21 日（火）10:00~12:00 

場所 滋賀県職員組合自治研室 

議題 ①この間の調査のまとめ（県財政、体育館、草津市プール、彦根市調査） 

   ②福井、三重調査について 

   ③提言案とその取扱 

   ④報告書のとりまとめ 

   ⑤その他 

じゃっかんの状況報告 

 現在まで、彦根市へのヒアリングを行うとともに、県立体育館、草津市プール、県財政などに

焦点を当てて調査をおこなってきました。現在までの調査結果の特徴は、①他府県のように既存

施設の活用を基本方針としなかったため、400 億円を超える過剰投資が行われていること、②そ

の結果、県や市の財政を圧迫し、住民生活関連予算が犠牲になっていること、③民間資金を活用

する PFI 手法がうちでの小槌として採用されているが、従来方式との費用を比較する指標である

VFM は透明性にかけている。 

 

３． 滋賀自治体問題研究所創立 35 周年記念講演会、レセプション、記念誌の発行 
記念講演 2020 年 7 月 4 日（土）の 15:00~17:00 

講演 太田昇氏（岡山県真庭市長・前京都府副知事） 

(仮題）「歴史から学んで地域の資源を活用し、循環型のまちづくりを推進」 

  場所 滋賀ビル 9 階（中国料理かすが横会議室） 

  レセプション 7 月 4 日 17:;15~19:15 （中国料理かすが） 

  記念誌 役員経験者などに寄稿をお願いするとともに、25 年から 35 年の歩みを整理する予    

      定です。 
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日時 2020 年 2 月 24（月・
休）13:30～16:45 
場所 滋賀県教育会館 
基調講演 
「自治体戦略 2040 構想で

自治体はどうなるか」 

 講師 本多滝夫（副理事
長、龍谷大学教授） 
 ※分科会は右表の中から 12 のテーマ  

を３つの分科会に分けて行います。 

 ※議会改革の現状と課題については日  

を改めて分科会を設定する予定です。 

高島市で市民が開く連続「市民講座」  
 高島市では、「市民の暮らし・文化と高島市政を考える会」により、市政に関心のある人々

を対象に毎月 1 回の予定で連続市民講座が開催されます。 

 第 1 回目のテーマは「市民の暮らしと貧困の問題」以下のとおり 1 月 25 日に開催され

ます。その後、「若狭原発の危険性」「市内の学校教育の現状と教職員の悩み」「福祉・医療

行政の問題点」「ゴミ問題と環境行政を考える」「市民が期待する市職員像」「饗庭野演習場

の歴史と市民の運動」「市内の主な施設の問題点」「市民の自主的活動と行政の支援」「農林

水産業・商工業の実態と課題」等々を予定されています。 

第１回講座 １月２５日（土）午後３時～５時  

新旭駅西「市観光物産プラザ」会議室 

テーマ 「市民の暮らしと貧困の問題」 

話題提供者  青地 徹さん 
連絡先は「市民の暮らし・文化と高島市政を考える会」 

   ０９０－７０９１－７１２６（早藤） ０９０－４５９３－７６４０（青地） 

   ０９０－３５６３－３５７６（沢井） 

 

支所・公民館を守る取り組み
越市政の評価、市長選挙の結果について
国体と県の財政問題

小西新市政の２年間で何が変わったか？

滋賀の教育の課題
滋賀における原発裁判の状況
障害児者の暮らしの場を考える滋賀県民の会の活動報告
2020年を「核兵器のない世界」への転機に 
三日月県政の現状課題
家族農業の推進と所得保障
滋賀の医療・介護について
自治体キャラバン2019の取組
国体用プールの問題
滋賀県の保育の課題
9条を守る滋賀の取り組み
4年目をむかえた日野のまち研
職員への求償問題などにみられる高島市政の現状
議会改革の現状と課題
まちづくりについて
議会の活性化に向けた調査（中間報告）
滋賀の青年のおかれた現状について
介護保険審査請求の取り組み


