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※マスク着用を。消毒液は準備します。 

※ズームを使ったライブ中継も行います。 
 

６月号の内容  
7月 4日 滋賀自治体問題研究所創立 35周年記念講演 ······················································  1 
大津市役所本庁舎全面閉鎖について 
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた大津市の取り組み  ·····································  2 
大津市役所「本庁舎業務の停止、本庁舎閉鎖」と「市災害等対策基本条例」 ······················  5 
大津市役所での新型コロナ感染拡大防止のための本庁舎閉鎖のこと等 ·······························  9 

安倍政権のずれた対コロナ政策と利権癒着、真実隠し ······················································  12 
滋賀県立大学の新型コロナ対策の概要 ···········································································  16 
支所・公民館を守る大津市民の会が大津市長に対して要望書提出  ···································  17 
滋賀自治体問題研究所 2020年度定期総会  ·······························································  17 
氾濫原の建設予定地にこだわった市長との闘い－高島市新ごみ処理施設建設問題－  ···········  18  
お知らせ（自治体学校の代替措置） ········································································  18 
 

  

今年 6月で創立 35周年の節目を迎えることを記念した記念講演を行います。 

今回講師をお願いした岡山県真庭市長の太田昇さんは、前京都府副知事であり、ふるさとの

真庭市に戻って 2期目をつとめています。真庭市は岡山県県北の山間地に位置しており、2005

年に 5 町 4 村が合併してできた県内最大面積の市です。同市の最大の特徴は、豊富な森林資

源を活用した林業と木質バイオマスを中心とする再生可能エネルギ―による循環型のまちづ

くりです。滋賀のまちづくりにも貴重な示唆を与えてもらえると思います。 

どなたでも自由に参加できます。ライブ中継の詳細は別途お知らせします。 
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新型コロナウイルス感染症でクラスター発生による大津市役所本庁舎全面閉鎖は、全国的に

事例のない事態で、大津市執行部、大津市議会、市民の間で様々な問題点が浮き彫りにされまし

た。今後の議論を深めるために、今回は市長、職員組合、運動体の方々に「本庁舎全面閉鎖」に関

して原稿をお願いしたものです。 

～大津市役所本庁舎の全面閉鎖を受けて～ 

 

佐藤 健司（大津市長）  

 

 「感染者が発覚した時点で何故、市役所

の閉鎖を行わなかったのか。市民に感染者

が出たらどう責任を取るのか」「緊急事態な

のに庁舎が閉鎖とは何なのか。コロナを言

い訳に休んでいるにしか見えない」 

大津市役所において職員に集団感染が発

生し、本庁舎を閉鎖する事態にあたって寄

せられた声の一部です。今般の本庁舎の閉

鎖によって、市民や事業者の皆様に多大な

ご心配とご不便をおかけしましたことを、

深くお詫び申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症については、

本年１月に国内で初めて感染者が発生し、

３月５日に滋賀県で１例目となる感染者が

大津市で確認されました。その後、感染者

は全国で急増し、４月１６日には政府が全

都道府県に緊急事態宣言を発令しました。 

滋賀県においては５月１４日に緊急事態宣

言が解除されましたが、この間、市民や事

業者の皆様におかれては、外出やイベント

等の自粛や滋賀県の休業要請にご協力頂き、

本当にありがとうございました。また、過

酷な状況の中、日夜、懸命に患者の治療に

あたってくださった医療従事者の皆様に対

し、この場をお借りして、心から感謝申し

上げます。 

 大津市では、隣接する京都市で感染患者

が確認されたことから１月３１日に「大津

市新型コロナウイルス感染症危機対策本部」

を設置して以降、全市を挙げた感染拡大防

止対策に取り組むとともに、職員に対して

も、３密の回避等の徹底、風邪症状等の休

暇取得や時差勤務・在宅勤務の推奨等に鋭

意、努めてきました。４月７日には国の緊

急事態宣言により法定の「大津市新型コロ

ナウイルス感染症対策本部」を設置し、貸

出を行う市の施設の閉鎖や市立小中学校の

臨時休校などの対応を進めました。 

 こうした中、４月１１日に本市職員にお

いて新型コロナウイルスの感染者が初めて

確認され、その後、１３日・１４日と連続

して各日１人の感染者が相次いだことから、

速やかにフロア全体の閉鎖及び消毒作業を

実施し、当該職員が所属する部局の全職員

を自宅待機としました。また、市全体の新

型コロナウイルス感染拡大防止対策により

増加する業務に対応すべく、業務継続計画

を第３段階（感染拡大期）に移行し、感染

拡大防止の観点から、先送りが可能な業務

は停止又は休止し、新型コロナウイルス対

策室及び特別定

額給付金室の新

設、保健所の体

制強化など優先

度の高い業務に

人員を集中して
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配置しました。２交替制勤務の実施、テレ

ワークによる在宅勤務の推進など勤務体制

も柔軟に対応してまいりました。 

 しかし、その後も感染が相次ぎ、１７日

には３人が、１８日には２人の感染が確認

され、いずれも同じ職場からの感染となっ

たことから、市長として、感染源や感染経

路の調査を進めるにあたって、より一層の

調査分析が必要であると考え、４月２０日

に滋賀県に調査支援を要請し、滋賀県新型

コロナウイルス感染症対策班情報・疫学統

計チームと市保健所との合同による調査が

実施されました。さらに２０日には１１人

目の感染が確認され、職員の集団感染の発

生という現状を考慮した結果、４月２５日

～５月６日の１２日間、実質平日の４日間

ではありましたが、市役所本庁舎の閉鎖を

決断し、４月２１日に記者会見を行なって

発表しました。 

 行政サービスを切れ目なく提供すること

で、市民の皆様の要請に応えることが我々

の責務ではありますが、複数の部局で感染

者が発生し、無症状の感染者がいる可能性

も否定できない中で、これ以上執務を続け

れば、職員のみならず市民及び事業者の皆

様への感染リスクを高めることにつながり

かねないという、命と健康を最優先に考え

て苦渋の決断をしたものです。 

このことについては、後日に報告があっ

た滋賀県新型コロナウイルス感染症対策班

情報・疫学統計チームの調査結果で「無症

状病原体保有者や発症前のウイルス排出を

加味すると、本症の集団発生対応は、でき

る限り早期に、広い範囲で社会的隔離など

の強い介入を実施することが、早期解決に

つながると考えられる。特に、対市民業務

を行う市庁舎においては、閉庁は、４月２

１日時点で考えられる最も有効な感染拡大

防止策の一手段であった」との考察を頂い

ており、適切な判断であったと考えており

ます。 

とは言え、閉鎖した期間は、折しも全国

的な感染拡大のピークを迎えている時期で

あり、感染への不安と、先の見えない生活

への不安が大きくなっている中で、本庁舎

の閉鎖が、市民や事業者の皆様にとって多

大なご心配をおかけしたものであったとい

うことを重く受け止めております。改めま

して、多大なご不便をおかけしましたこと

を、お詫び申し上げます。 

 本庁舎の閉鎖期間中は、市民生活への影

響を最小限にとどめるため、支所で行う業

務は継続するとともに、緊急対応について

は、コールセンターから自宅待機中の職員

へ連絡をつなぐなど、行政サービスの継続

に努めました。また、本庁に勤務する職員

については、職員間の接触を 12日間絶ち、

徹底した職員の健康観察を実施するととも

に、職場での濃厚接触者や健康観察から帰

国者・接触者外来へのＰＣＲ検査の受診に

つなげていきました。その他、本庁舎の全

館及び公用車の消毒を行うなど、一日も早

い事態の収束に努めました。私としては、

閉鎖期間中、支所等の巡回を行った他、明

日都浜大津で執務を行い、公益社団法人大

津市医師会と感染症対策について会議を持

ち、新型コロナウイルス感染症への対策を

盛り込んだ補正予算案の協議等を行うなど、

できることをやり抜く覚悟で業務に当たっ

てまいりました。 

 本庁舎の再開にあたっては、全館及び公

用車の消毒を行ったことや、引き続き職員

の健康観察を徹底し、２週間遡って発熱や

風邪症状など体調に異常のある者の出勤を

自粛させ、健康な者のみの出勤とするなど、

安全な状態であると判断したことから、業
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務を再開したものであります。 

 ５月２１日には、滋賀県衛生科学センタ

ーの意見を踏まえた大津市保健所からの最

終報告書が提出され、新型コロナウイルス

感染症患者クラスター発生にかかる積極的

疫学調査結果を受けました。ここでは、換

気が不十分など執務室の環境や物品の共用

といったリスク因子が指摘され、職場環境

の衛生管理の徹底などについて提言を頂き

ました。 

 大津市では、保健所の提言を受けて、５

月２５日に対応策を発表するとともに、５

月末日をもって２交替制を解除いたしまし

た。対応策では、職員の健康観察の継続や

徹底した換気や消毒・手洗い・うがい等の

感染予防対策の徹底、テレワーク等を活用

した在宅勤務の継続による３密の解消、ま

た狭隘な執務室での飛沫防止を徹底すべく、

ダンボール等を利用したパーテーションの

設置を行っております。保健所からの最終

報告書においては、感染源や感染経路の特

定はなされませんでしたが、執務室の環境、

共用スペース、共用物品などに感染リスク

があったと認識しており、様々な感染の危

険因子に対して、十分な感染防止策を講じ

きれていなかったことが集団感染の原因の

一つであったと思います。 

 感染防止対策は、これをしたからといっ

て、感染を１００％防げるものはありませ

ん。一つ一つの対策の積み上げが感染リス

クをゼロに近づけるものであり、職員一人

ひとりの危機意識のレベルをさらに引き上

げる必要があると考えております。そのた

め、私をはじめ全ての職員が常に緊張感を

持ち、二度と感染の拡大が生じないよう一

丸となって対策に取り組んでいきたいと考

えております。 

 さて、大津市では、政府の緊急事態宣言

の解除を受け、感染予防の徹底を前提に、

公共施設を順次再開しており、市立小中学

校においても、６月１日から段階的に再開

しております。さらに国の特別定額給付金

をはじめ、市民の皆様の命と暮らし、市内

事業者の皆様の事業継続を支えるため、本

市独自の支援制度を含めた総額約 360億円

の「大津市新型コロナウイルス感染症緊急

対策パッケージ」をまとめ、５月補正予算

に計上いたしました。このパッケージは、

大きく感染拡大防止対策、生活・子育て対

策、経済対策の三つの柱からなるもので、

特に経済対策は、小規模事業者や中小企業

を対象とした１０億円を超える規模の大津

市独自の支援策であり、速やかに実施して

おります。また、特別定額給付金について

は、郵送申請方式に係る申請書の発送を５

月２８日に完了いたしました。給付を急が

れる方への支給については、オンライン申

請とホームページからダウンロードする申

請書による手書き申請分、合わせて約１万

８００件分、約２７億円の給付金をすでに

支給しております。 

さらに、緊急対策パッケージ第２弾とし

て、新型コロナウイルス感染症対応医療機

関支援金事業などの「感染拡大防止対策」

やひとり親家庭への臨時給付金などの「生

活・子育て対策」、テイクアウト・デリバリ

ー事業を導入する事業者への支援などの

「経済対策」を６月補正予算案として議会

に提案いたしました。 

 感染が沈静化したとはいうものの収束が

見通せない中で、市民や事業者の皆様を取

り巻く状況は、厳しさを増しています。全

国に目を向けると、新規感染者及びクラス

ターが依然として発生し、再び感染が拡大

する第２波、第３波も想定されるなど長期

にわたって新型コロナウイルスとは向き合



しがの住民と自治 第 347号 2020年 6月 15日 

 

- 5 - 

 

わなければなりません。 

引き続き、市民や事業者の皆様に寄り添

い、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る暮らしや経済への対策として、市として

何ができるのか、何をするべきなのかを常

に考え、命と暮らしを守るため、全力で取

り組んでまいります。 

 

 

～「危機」における議会の対応について～ 

八木 修（滋賀自治体問題研究所常任理事 

・生活と健康を守る会）  

2020年 4月 22日大津市長は、「大津市

役所本庁舎において、昨日現在、新型コロ

ナウイルスの感染者が 11 人確認され、集

団感染が発生している状況を重く受けとめ

ております。これ以上の感染拡大をくい止

めるため、4月 25日土曜から、5月 6日水

曜までの 12 日間は（大型連休があったの

で、実際の閉庁の４営業日）、消防、水道、

ガス業務を除き、市役所本庁舎の業務を停

止し、本庁舎を閉鎖することといたしまし

た。」と、市役所本庁舎の閉鎖を発表した。 

阪神淡路大震災、東日本大震災等の自然

災害により、役場が物理的、壊滅的な損傷

で事実上「庁舎閉鎖」的な状況はあったが、

今般の新型コロナウイルス感染症クラスタ

ー発生による「市役所本庁の業務停止と閉

鎖」は、全国的にもまれな事例となった（京

都府井手町で、京都産業大学生、町商工会

と町職員との活動交流会によって多くの職

員に連鎖的に感染者が発生し、3月 31日～

5 月 7 日まで役場の本庁舎を閉鎖し、臨時

窓口で対応した例がある）。 

市役所本庁舎の閉庁について、市長・行

政当局、職員・労働組合、市民・対市運動

団体それぞれで様々な反応、意見が聞こえ

てきます。本号に寄稿された佐藤健司・大

津市長の文章によって、閉庁に至る経緯、

考え方、評価のおおよそは分かるであろう。 

そこで、本稿では、私は議員経験者、運

動団体「生活と健康を守る会」会員という

立場で、議会の対応や市民の思いを述べて

みたい。 

上述のように、ゴールデンウイークと

土・日・祝祭日が 8日あり、実際の閉庁は

4 営業日であった。市役所から感染を市民

や事業者に拡大してはならないという公的

な責任の立場、クラスター発生と同じフロ

アー・階に勤務する職員の恐怖感などを考

えると、未知の新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、クラスター発生の「本庁舎

閉鎖」は、選択肢としは当然あり得るもの

と思われる。しかし、大津市の行政は 1年

365日・24時間停止することのない市民生

活（とりわけ弱者）、市民の諸活動（ボラ

ンティア活動など）、事業活動等々にとっ

ては身近なよりどころであり、その点では、
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大型連休を挟んでいたとはいえ、本庁の完

全閉庁は様々な点で市民生活に大きな影響

を及ぼした。その視点から見ると、以下の

ような問題点が指摘できる。 

第一に、全体について言えば、市長の発

表文、記者会見などによって（本号への市

長の寄稿でも）「庁舎閉鎖」に至るプロセ

スと評価が市長によって説明されている

が、市として、閉庁による市民生活への影

響評価を行うことが必要ではないか。それ

により、今後の緊急事態の際の改善につな

がるであろう。なお、大津市保健所による

調査結果を受けた大津市の対応策は、5 月

25日に公表されているが、保健所の報告書

そのものは、個人情報が含まれていること

を理由に、公表されていない。 

第二に、以下のような具体的な問題が市

民団体に寄せられている。 

①各小学校区に設置されている 36 の支所

は業務が継続されていたが、職員配置は

通常通りで、日常の支所業務以上のこと

には手が回らないばかりか、新型コロナ

ウイルス対策で発出されている国から

の事務連絡が行き渡っておらず、市民に

的確な対応ができなかった（例、生活保

護利用者の医療券は電話連絡でも可）。 

②特別定額給付金問題：市役所のHPに掲

載されたのは 5月 1日で、他の市町のＨ

Ｐ掲載から大幅におくれ、給付事務も遅

れをきたした。 

③支所が混雑していて、住民票交付に時間

がかかった。 

④生活保護利用者が、従来行っていた保護

費の問い合わせを「不急不要」と断られ

た。 

⑤用水路の改修について、（元建設部所属

とはいえ）全く他部局の職員が現場調査

にきて、違和感があった。 

⑥コールセンターの電話が非常につながり

にくかった。つながっても、本庁閉鎖で

担当課は不在で空振り電話となった。 

そのようなもとで、急遽「大津市に新型

コロナ対策を求める有志の会」が立ち上げ

られ、4月 28日（第一次）、5月 11日（第

二次）に市長、議会議長、教育長に対して

市民生活と教育に関する要望書が提出され

た。さらに、4月 30日、県知事、県教育長

宛要望書。5月 15日、市議会議長あて要望

書の提出が行われた。 

4月 28日の要望書は、①庁舎閉鎖の判断

過程を明確にすること、②危機対策本部メ

ンバーが自宅待機となっているが、危機対

策本部をすぐに機能させること。③緊急電

話センターを設置すること。④議員は自宅

待機でなく、市民の不安、要望をくみ上げ、

臨時会を開き機能を発揮すること、⑤給付

金や融資などの相談体制を構築すること、

⑥国への融資申請の混雑を改善すること、

⑦特別定額給付金を 5月中に支給できるよ

うにすること、等々13項目であった。 

 次に、コロナ危機の最中の、閉庁中の市

議会の活動はどうであったのか考えてみよ

う。大津市議会は、議員立法で大津市災害

等対策基本条例（平成 27年 3月 20日 条

例 38 号。同年 4 月 1 日施行）が制定され

ているが、その条例を議会が全く気にもせ

ず、条例に基づく行動を起こしていないこ

とは無視できない。 

 同条例は、第 2条（定義）第 1項第 5号

で「危機 : 市民の生命、身体及び財産に対

して災害に相当する程度の被害を生ずるお

それがある事故又は事態であって、放置す

れば社会的混乱が生ずるおそれがあるもの

をいう」と定義づけており、今般の新型コ

ロナウイルス感染拡大よる事態は、まさに

条例でいう「危機」に該当するものである。 

同条例第 8条で、議会の責務を次のよう

に規定している。 

「議会は、災害又は危機が発生した場合

においても、迅速な意思決定、多様な市
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民ニーズの反映その他の議会として権

能を適切に果たすために必要となる事

項を定めた計画(以下「市議会業務継続

計画」という。)に基づき、適切な対応

をとらなければならない。 

「議会は、市民の生命、身体及び財産を

災害及び危機から守るため、防災及び減

災並びに危機管理に関する調査及び研

究を行い、市の防災対策及び危機管理へ

の提言を行わなければならない。 

 第 3項 「議会は、国及び県の動向を

踏まえつつ、地域の実情に合わせた市の

防災対策及び危機管理における執行の

監視及び評価に努めるとともに、被災状

況の把握及び市民に対する情報発信に

努めなければならない。」 

このように、かなり綿密に、厳しく規定

されている。つまり議会は、危機に対して、

①「市議会業務継続計画」（ＢＣＰ）に基

づき、適切な対応をとり、②危機管理に関

する調査及び研究を行い、市への提言を行

ない、③市の防災対策執行の監視及び評価

に努め、被災状況を情報発信しなければな

らないのである。 

  

 

災害種別  

 

災 害 内 容  

 

地     震  

 

・震度 5 強以上の地震  

風水害  

 

・台風、暴風、豪雨、洪水、土砂災害などで局地的又は広範囲な災害が 

発生した場合、又はそのおそれがあるもの 

その他  

 

 

・自然災害のほか、大規模火災などの大規模な事故、原子力災害、新型

インフルエンザなどの感染症、大規模なテロなどで、大きな被害が発 生

した場合、又はそのおそれがあるもの  

  

大津市議会業務継続計画（ＢＣＰ）（平

成 28 年 3 月 第 2 版）第 4 項で想定する

災害として 3種を想定し、その他の内容と

して新型インフルエンザなどの感染症を位

置づけている。そこで、大津市議会が同条

例に基づいて議会としての責務を果たして

いたのか、議会の動きを近藤眞弘議長（当

時）のブログ1から見てみると、職員の感染

者の発生と市庁舎の閉庁という状況下での

議長・議会の対応は、一貫して不要不急の

登庁自粛と自宅待機の呼びかけであった。 

                                                
1 

https://kondomasahiro.shiga-saku.net/e15

21599.html 

・4月 14日：大津市役所の現状を鑑み、私

から議員各位に感染拡大防止のため不

要不急の登庁を避けていただくよう指

示させていただき、今後の登庁について

は、私から指示があるまではできるだけ

見合わせていただくようにお願いしま

した。正副議長については交代で登庁す

るようにし、緊急時には常に登庁するよ

う確認いたしました。 

・4月 15日：本日から議員の皆様にも感染

拡大防止の観点から当面の間、不要不急

の登庁自粛をお願いします。 

・4月 16日：本日も数名の議員が登庁され
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たようですが、指示通り不要不急の登庁

は行わないようにご協力願いします。 

・4月 20日：議員については私からの指示

で不要不急の登庁は禁止していますが、

今日も電話で確認すると登庁している

議員がいるようで、早く帰るように伝え

てくれるよう議会局職員にお願いしま

した。 

・4月 24日：明日から５月６日まで、本庁

の閉庁に伴い全館の消毒および職員の

健康観察を行います。従って各議員に改

めて不要不急の登庁はご遠慮いただく

よう要請させていただきました。 

・4月 28日：議会においては執行部の現状

を踏まえ、各議員や会派からの要望や提

案については議会局を通じて執行部に

伝えているのが現状で、取り組みについ

ての回答もいただいております。しかし

市民の皆さんにとってはホームページ

も更新されていないことから情報不足

であるということは否めません。 

・5 月 7 日：「市役所本庁舎の業務停止、

本庁舎を閉鎖」が解かれ、私も今日から

登庁致しました。 

このように、当時の議長のブログで見る

限り、大津市議会は大津市災害等対策基本

条例に基づく行動を行っていません。議会

改革の一端として議員立法として成立した

条例が「絵に描いた餅」になっていたので

す。 

今般の「市役所本庁舎業務の停止、本庁

舎閉鎖」は、二元代表のうちの市長部局の

問題であり、議会が無批判的に市長部局に

追従することは決して妥当ではなかったの

ではないか。そのような時こそ、議会は「３

蜜」に配慮しつつ、大津市災害等対策基本

条例に基づく対応のための会議を、工夫す

ればできたのではないか、またすべきでは

なかったか、と思われます。市役所本庁舎

の業務停止と本庁舎閉鎖、議会の対応につ

いては事態終息後、行政も議会も市民、市

職員の声を十分聴いて総括を行い、今後に

生かすことが重要です。 

前議長近藤眞弘議員の 5月 26 日付ブロ

グでは、「今日は午前中に議会運営委員会

が開催され、６月通常会議における新型コ

ロナウイルス感染症対策の見直しについて

協議された結果、質疑・一般質問は認め一

人当たり３０分以内の持ち時間で行えるよ

うに変更（通常、本会議での質疑・一般質

問は 60分）。」と述べている。 

 この件に関する議会運営委員会での議

論、各派の態度は、現時点ではまだ分から

ないが、議会活動の要である議会審議時間

をコロナの感染防止を理由に短縮すること

は、議会と議員活動の自己否定、存在理由

の否定につながると言わざるをえない大問

題である。危機の時に、議会はどのように

活動すべきかについて、議会の役割という

視点から、今一度考えることが、議会、議

員、市民に求められている。 
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江口 辰之（大津市職員労働組合連合会執行委員長）  

 

今年 4月、大津市役所では、職員間で新

型コロナウイルス感染症が拡大し、残念な

ことに「クラスターが発生した」と報道さ

れる事態に至りました。 

市は、職場での感染防止を行い、業務の継

続に努力しましたが、結果的に、前例のな

い「市役所本庁舎閉鎖」に追い込まれまし

た。 

本庁舎閉鎖は全国ニュースとなり、市民に

は不安を与えました。職場の労働組合とし

ても悔しい限りです。 

しかし、市は、職場の感染症の拡大防止策

を徹底して実施し、業務の継続に努めまし

た。市労連は業務に奮闘する職員を支える

立場で必要な申し入れを行い、市の施策に

協力してきました。結果として、本庁舎閉

鎖にまで追い込まれてしまいましたが、そ

の後も続く感染拡大防止のためには、やむ

を得なかったと考えています。 

 

ある大津市保健所職員の思い『大津市役

所で働く全ての人へ』 

 ２月に「帰国者・接触者相談センター」

を設置した大津市保健所では、市民からの

相談を毎日 24 時間体制で受け付け、疑い

のある患者への対応等を行っていました。 

そうした中、３月５日（木）に市内で初

めて PCR 検査の陽性の患者が確認されま

した。 ３月 11 日（水）付で兼務職員が

増員配置され、急増した市民からの相談に

対応していました。 

３月下旬、保健所で市民対応にあたる組

合員から市労連に次のメッセージが届きま

した。 

 

「（一部省略）今、私たち大津市保健所職員

が行っている帰国者・接触者相談センター

業務や疑いのある患者への検査・聞き取り、

陽性者への積極的疫学調査・濃厚接触者へ

の検査・健康観察、市民への予防啓発は、

重症者の命を救うため、日本での爆発的感

染者拡大(オーバーシュート)をくい止め、

感染の拡大を緩やかにし、命の危険がある

人のための医療体制を崩壊させないように

するための作業です。 

これらの業務に大津市保健所の仲間たち

は、他職場の保健師たちのシフト応援も得

ながら、昼夜休日 24 時間体制で踏ん張っ

て取り組んでいます。 

爆発的感染者拡大(オーバーシュート)を

回避するための様々な行動自粛要請によっ

て、暮らしの困難に直面している市民を支

援すること。 

新型コロナウイルスによって、命の危険が

迫っている市民がいる。医療を必要とする

市民がいる。 

休校で子育てと仕事の両立が困難な市民が

いる。 

ホテル・旅館や飲み屋からは人が消え、麒

麟は来ても観光客が来ない悲鳴が聞こえる。 

収入が激減する市民がいる。業績不振か

ら廃業する市民がいる。雇い止めにあう市

民がいる。内定取消しされる市民がいる。

日本での就労・留学ができなくなった外国

の人がいる。 

税金・保険料が納められなくなる市民が
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いる。電気ガス水道が止まり、家賃を滞納

し、食べていけなくなる市民が出てくる。

そして、新型コロナウイルスからは身を守

れたのに、生きていく目処が立たず自ら命

を断つ市民が出てくるかも知れない。 

何としても、くい止めなければならない。 

今、市役所は市民の命と健康・暮らしを

守るため、全ての部局が一丸となってこの

難局に立ち向かう時。 

市民の役に立つ所。今こそ市役所の名の

とおり、職員の英知を結集し、職員一人ひ

とりの持てる力を全面的に発揮して、市民

の命・健康・暮らしを守るために共に頑張

ろう。 

市民の幸せと自分の幸せを重ね合わせて、

私たちが、未来ある子どもたちが、生きて

いける明日を一緒に切り拓こう。」 

 

 メッセージは最前線で市民からの相談に

当たる職員の思いでした。市労連は、市民

生活の危機に立ち向かう市職員としての決

意を示すものであり、保健所の職員を励ま

す意味でも、みんなで共有すべきとの考え

により、３月 27 日付「労連ニュース」に

掲載しました。メッセージの掲載に「感動

しました」等の感想をいただきました。 

 

市労連は「出勤者の8割削減を行う決断」

を市長に申入書を提出。そして「市役所

本庁舎閉鎖」へ 

市労連は、４月６日（月）に提出した春

闘要求書で「新型コロナウイルス感染症か

ら市民と職員を守る手立てを徹底して講じ

ること」の項目の中で、職場の人員を増や

し、市民の命・健康・暮らしを守る業務に

必要な人員配置を求めると同時に、市職員

間の感染防止のため職員の特別休暇の充実

等を要求しました。 

市は、４月８日（水）に、総務省通知を

もとに、職場内、公務外において３密を避

けることの他、時差勤務・在宅勤務の活用、

風邪症状がある場合は出勤を控えること等

を市職員に通知しました。 

４月 11日（土）、初めて職員への感染が

わかりました。 

市労連は、４月 13日（月）、正規・非正

規を問わず、職場を問わず、全ての職員を

対象に在宅勤務（テレワーク）ができるよ

うにすることや、自宅待機命令を発出する

ことで出勤者を減らして３密を回避し、職

場での感染拡大を防止するよう申し入れま

した。 

市役所は市民の命・健康・暮らしを守る

業務を行うことが第一です。市労連は「私

たち職員が健康でいることが、市民に必要

な仕事を継続できる条件」と「労連ニュー

ス」で訴えました。 

同日、市は「事態はさらに深刻な状況に

あります」と危機感を込めて、全所属にさ

らなる感染拡大の防止の徹底を呼びかけま

した。１時間ごとの換気、出勤後の手洗い・

うがい、マスクの着用、消毒液での清拭を

徹底して行うこと、職員の体温測定と、所

属長には風邪症状がある職員を躊躇せず休

ませることが指示されました。また、本庁

舎の窓口等では、感染防止のための透明シ

ートの設置が始まりました。 

風邪の症状で休む職員もあり、妊娠中の

女性職員や基礎疾患がある職員への配慮も

必要でした。職員は、いつ自分や家族が新

型コロナウイルス感染症に罹患するか知れ

ず、もしかしたら既に自分が感染源になっ

ているかも知れない等と、大変不安な状況

でした。庁外職場の職員は「本庁舎には行

きたくない」と言い、家族から「出勤しな

いでほしい」と言われる職員もありました。
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「このまま業務を続けていて市役所は大丈

夫か？」と、日々、不安が高まっていまし

た。 

その後、４月 17 日（金）までに市職員

への感染が７人に拡大し、同日、市は、週

明けの 20 日（月）から５月６日（水）ま

での間、職場ごとに勤務者を２班に分け、

１日交替制のローテーション勤務とするこ

とを通知しました。 

市のローテーション勤務の方針に対し、

週明けの４月 20日（月）、市労連は「新型

コロナウイルス感染症のまん延防止のため

の申入書」を市長宛て提出。 

申入書では、①総務省は、「最低７割、極

力８割程度の接触機会の低減を目指す」た

め、地方公共団体に対して「自らも出勤者

の削減に最大限取り組むこと」を求めてい

ること、②滋賀県内の医療機関の受入れベ

ッド数が逼迫していることから、県内の医

療崩壊を引き起こさないためには大津市役

所においてもまん延防止を最大限に取り組

まなくてはならないこと、③市役所の他の

フロアの職員にも感染症の拡大が懸念され

ること、の３点の理由により、「一刻も早い、

さらに強力なまん延防止の取り組みが求め

られる」ことから、「市役所本庁舎において

は、新型コロナウイルス感染症のまん延防

止の他、ライフラインの維持、救急・消防、

虐待対応等の人命に関わる業務、死亡届等

の法定の申請受理業務等に絞った究極の業

務縮小を行い、出勤者の 8割削減を行う決

断をすること」を実施するよう申し入れま

した。 

本庁舎での感染者は、４月 20 日（月）

中に 11人にまで拡大しました。 

そのような中、４月 21日（火）、市長は

臨時記者会見で、４月 25 日（土）から５

月６日（水）までの間の本庁舎の閉鎖を発

表。職員にとっても突然だったため、閉鎖

までの間は、周知と準備、再開後の準備に

追われました。そして、実施されました。 

本庁舎の閉鎖は、市職員が通常勤務を続け

ることがかえって感染拡大を長期化させ、

それが市民サービスの低下に大きく影響す

るとの判断です。この間に、執務室・会議

室等を消毒し、市民の来庁を止め、職員と

の交流、職員間の交流を断つことが目的で

した。 

 新聞では「行政機能停止」と報道され、

市民から「コールセンターにつながらない」

「支所には必要な情報が伝わっておらず、

的確な対応ができていない」等の苦情があ

りました。 

しかし、実際には本庁舎では、支所の通常

業務をこなすために必要な戸籍住民課、税

や国保等の窓口の職員は出勤し、水道・ガ

ス等のライフライン業務も継続していまし

た。 

出勤しない職員は自宅待機命令に基づく

勤務であったため、コールセンター（民間

委託）から連絡があった場合はしっかり対

応するように指示されていました。それ以

外でも職員間ではスマホやパソコンで連絡

を取り合い、業務に必要な協議を行ってい

ました。 

また、特別定額給付金やその他の市民が

一刻も早く求めている施策の実施が、本庁

舎の閉鎖のために特に遅れた、との批判が

ありました。 

しかし、経過のとおり、４月 11日（土）

の職員への感染がわかった後、市は、職員

の感染拡大防止に追われました。保健所や

保育園、児童クラブ等への応援に加え、感

染者が生じたフロアの閉鎖と濃厚接触のお

それがある職員の自宅待機で、多くの職員

が本務の職場を離れて応援体制に組み込ま
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れました。「大津市新型インフルエンザ等対

策業務継続計画」に基づき、業務を縮小・

休止し、職員も優先度の高い業務に集中さ

せざるを得ず、本庁舎の閉鎖以前から職場

では通常業務がこなせなくなっていました。 

 

「大津に支所があって本当によかった」と

の声を生かし、さらなる支所機能の充実

へ 

市内には 36 の支所（市民センター）が

ありますが、前市長時代の 2017年 11月に

示した素案では、2020年度から 10か所に

集約する方針でした。その後の「支所・公

民館を守る大津市民の会」等の運動により

当初方針は見直され、今年１月の市長選挙

を経て、当面現状のままと決まりました。 

職員数は、2019年４月に窓口職員を中心

に全支所合計で 45 人減らされ、今年４月

に９人増員されましたが、熟練した者が少

なくなり、新人がわずかに増えても十分な

機能が果たせていないのが現状です。 

例年、ゴールデンウイーク期間は、引っ

越し等で住民票の異動が多い時期です。支

所では一つの窓口で手続きができるため、

どこの支所でも繁忙期です。 

本来であれば、本庁舎の閉鎖期間中は支所

への応援職員の配置が必要でしたが、本庁

舎勤務の職員が出向くと感染拡大を招く可

能性があったためにできませんでした。 

市は、コンビニ収納やオンライン手続きを

拡大することで支所業務が減らせると見込

んでいますが、今回のことで市民はやはり

支所を頼りにしていることがよくわかった

と思います。これ以上の人員削減はしては

ならないし、少なくとも 2018 年の職員配

置に戻す必要があるのではないでしょうか。 

支所は地域で暮らす市民にとっては身近

な相談窓口であり、これからも市民の命と

健康、暮らしを守る窓口としての役割を果

たすことが求められています。 

繁忙の中でも、支所の職員は「大津に支

所があって本当によかった」と思っていま

す。同時に、これからも市民の期待に応え

るために、さらなる機能の充実が必要と感

じています。 

 

 

 

 

 

 

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

龍谷大学名誉教授） 

 

 ○コロナ禍と安倍政権の迷走の理由 

 5月 27日、全国に関して新型コロナに関

する緊急事態宣言の全面解除が決定され、

日本での感染対応は第二局面に入った。市

民の生活や経済・社会活動はまだ以前には

戻っていないが、手探りではあるが、怯え

つつも、少しずつ生活を取り戻しつつある。

「やることなすこと、すべて遅く、不十分」

な安倍政権の施策であるが、6 月中旬には

私の所にも問題の「アベノマスク」が配達
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され（これの処分方法は現在考慮中）、定額

給付金が振り込まれた。しかし、6月 11日

時点では、全国では一律 10 万円の給付金

支給率は 38％、5月 1日から実施されてい

るはずの持続化給付金の支給決定率は

74％（支給率ではない！申請件数 199万件

のうち、149万件、相談件数では半数以下）、

雇用調整助成金支給決定率は 56％である。

日々の生活困難にある半数以上の人々の手

に最低限の支援でさえ届いていないのであ

る。なぜ、そうなのか？国会で質問されて

も、首相や担当大臣の明確な答弁はなく、

弁解と言い逃れ、強弁ばかりである。 

 また、「新しい日常」などという、まとも

な社会科学者から見れば非科学的な「政治

用語」が政府やマスコミで無批判に使われ

ている。しかし、コロナ危機に対処しつつ、

どのように日常生活を再構築するのか、ま

た、コロナ危機がもたらしたものの意味を

真剣に考え、新しい社会の仕組みを模索し

なければならないことは事実である。 

 この間、「自分のことだけが大事な」安倍

政権の無為無策、火事場泥棒のような検察

法改正案の国会提出と国民の急速かつ広範

な反対運動の広がりによるその廃案、科学

的根拠と法的根拠を欠いた、「やっているよ

うに見せるための」2月 27日の全国の学校

の一律の突然の「休校要請」決定、3月 13

日の改正新型インフルエンザ等対策特別措

置法の成立、3月 25日の東京オリンピック

の開催 1 年延期決定、「少なすぎ、ピンぼ

け」の対コロナ経済対策、「拡がらない・受

けられない」PCR 検査（未だに、PCR 検

査が必要な人々に拡大できなかった原因つ

いて、政府の総括がなされていない）、「何

も実現できず、ただ叫ぶだけ」の対コロナ

政策、科学的根拠を示さないままの 4 月 8

日の 7 都府県への緊急事態宣言（4 月 16

日の全国への拡大）による経済・社会活動

の自粛要請による生活危機、経済・社会活

動の停止、経済・社会混乱は戦後の歴史上

例を見ない規模であり、およそ、政府の特

定の政策が国民生活をこれほど激しく直撃

する例は戦後初めてではないかと思われる。 

 また、その無策ぶりは、安倍首相が信奉

する米国のトランプ大統領と双璧である。

その意味で、コロナ感染の第一局面が終わ

った現段階で、この間の安倍政権の対コロ

ナの政策内容、政策決定の方法、政策変更

過程などを検証しておくことは、今後ある

と予想されている第二波に備えるためにも、

また、日本政治・社会のこれからを考える

上でも有益であろう。 

 

 ○安倍政治の本質の露呈 

 安倍政治の特徴は、「おべっか使い」官僚

と政治家による「裸の王様」政治、憲法と

法率を無視したイデオロギー優先の解釈変

更政治、友だち政治、真実隠蔽・改ざん政

治、フランス大革命前のルイ 16 世とマリ

ー・アントワネットの王朝政治、ルイ 14

世の「朕は国家なり」の独裁政治である。

このような特徴はどこから生まれるのかと

問えば、「大事なのは自分だけ」という保身、

「憲法改悪第一」のイデオロギー政治、「朕

は国家なり」の新たな形の専制政治の思想

からではないかと思われる。そこから、今

回のコロナ対策予算で明らかになった火事

場泥棒のような巨大利権の癒着（怪しげな

布マスク業者、電通とパソナなどによるサ

ービスデザイン推進協議会の「中抜き」

（769 億円の事務費！）とインチキ公募、

委託の繰り返し、電通は「総括」業務だけ

で全事業費の 13％の 104億円の受け取り）、

国民生活の実態と乖離したノーテンキで

「少なすぎ、遅すぎの」諸政策（ドイツで
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は類似の支援金が申請から 3 日で支給）、

それにもかかわらず、6月 15日の国会では

安倍首相は、「良くやっている」と居直り答

弁、税金の巨大な無駄使い（466 億円の費

用をかけた稀代の愚策＝全世帯への布製マ

スク 2枚の配布）などが生まれてきている。 

 これらは、これまでその不正を追及され

てきた、森友学園への違法な便宜供与（こ

れには安倍昭子首相夫人が絡んでいる）、加

計学園への不法な便宜供与（加計学園理事

長は安倍首相が学生時代に留学中に語学や

生活で非常に世話になった恩人）、首相主催

の桜を見る会への首相の後援会員や安倍夫

人の関係者、自民党議員の後援会員の招待

などと同根であり、同じ性質を持っている。

すなわち、お友達のために、国民の血税を

使って不正に便宜を図ることである。しか

し、森友・加計、桜問題では、刑事事件や

自殺者を出しながらも、安倍政権は乗り越

えてきた。その理由は、国民一般にとって、

立憲政治や手続の公正さは身近な問題では

ないからであった。ところが、コロナ問題

では、安倍首相と政府の政治決定が国民生

活を直撃し、大打撃と大混乱をもたらした。 

 

 ○政府の政策による国民生活の直撃－

責任を取らない政治、税金の私物化政治 

 コロナ禍は政治の役割が正負の両面でい

かに大きいかを誰にでも分かる形で示した。

子どもたちは、昨日まで普通に行っていた

学校や幼稚園・保育園に、首相の突然の要

請で行けなくなった。保護者は、納得でき

る理由をまったく説明されることもなく、

突然明日から家で子どもの世話をしなけれ

ばならず、仕事を休まざるを得なくなり、

収入が途絶えることになった。様々な店舗

は、突然休業を要請され、収入が途絶え、

支払義務だけが残った。観光地や旅館、タ

クシーなどは人気が絶え、経営危機に陥っ

た。俳優や芸術家、芸人は舞台や活動の場

が閉鎖され、収入がゼロになった。フリー

ランスや風俗業従事者は当初の支援政策で

は低く見積もられ、排除された。学生はア

ルバイトがなくなり、生活が困窮し、授業

もまともにないのに、授業料は払わされる

不合理。しかも、二次補正予算では、困窮

学生に生活支援金が盛り込まれたが、対象

は全学生の 1割程度の数の予算であり、留

学生には困窮要件に加えて、成績要件を課

すという「外国人差別」を平気で持ち込ん

だ。 

 これほど、不合理なことはない。それゆ

え、生活の保障・補填、学びの補償を国民

が求めるのは当然のことである。それに対

して、安倍首相と政府のどうしようもない

ほど無神経で国民の悲惨に鈍感な対応は、

国民の深い怒りと政府不信を呼び起こした。

実際、5 月に作成された一次補正予算の少

なさと国民生活の実態とのズレは甚だしい

ものであった。6月 12日に可決された第 2

次補正予算では、国民や野党・与党のから

の批判を受けて、それなりに一次補正予算

の不十分な点の拡充がされた。 

 しかし、この間の国会審議で明らかにな

ったのは、「Go to キャンペーン」（1 兆 7

千億円のうち、30千億円が事務費、サービ

ス・デザイン協議会を当初は予定）や雇用

調整助成金の中抜き、特定企業との利権癒

着と税金のむだ遣い、手続のひどい遅れ、

政府が自由に使途を決めることができる

10兆円もの予備費の問題である。466億円

の布マスク配布が示すように、これまでの

安倍政権の施策から推察して、彼らは国民

の血税を自分の自由に使える小遣いと思っ

ているのであろうから、首相の勝手な思い

つきで巨大な無駄に使われる可能性はきわ
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めて大きい。3 月に国会で承認された本予

算でも予備費は 5千億円であるから、その

異常な大きさが分かる。また、これは、予

算の使途は国会の承認を得るという財政民

主主義、財政立憲主義に反する。ここでも、

安倍政権の憲法原理と法治国家原理の無視、

破壊が行われていることは重要である。 

 

○議事録を作らない政策決定－真実隠し

と責任逃れの布石 

 6 月に政府が学校の一律休校要請や緊急

事態宣言の発令の根拠とした政府の専門家

会議の議事録を作っていないことが発覚し

た。「議事概要」しか作っておらず、これで

は、会議でどのような議論があったのかが

分からないままであり、政府の政策決定の

根拠も不明なままとなる。また、安倍首相

や関係閣僚、省庁幹部らがコロナ感染症へ

の対応を話し合う実質上の政策決定の会議

である「連絡会議」の議事録に、首相や閣

僚の発言が記載されていないことが発覚し

た。これでは、その時々の状況で首相や閣

僚が何を根拠にどのような意見を言い、ど

のような議論を経て、最終的に政策が決定

されたのか国民には分からない。これは、

構造的な隠蔽工作である。なぜ、このよう

なことを行うのか。「責任は私にある」とい

う安倍首相が、なぜ、自分の発言を隠すの

か。この理由は、上記のように、森友、加

計、桜問題に一貫した「責任逃れの」と「事

実の隠蔽」のためであり、コロナ対策では、

文書改ざんを避けるために最初から文書を

作らない方針を採ったと考えられる。とん

でもない政権であり、国民に苦難を押しつ

けるが、自分は責任を取らないですむよう

に前もってしておくという、民主主義、情

報公開の全面否定の政権であると言わざる

をえない。 

しかし、安倍政権のこれらの政府の政策

と行動に対して、広範な国民が主権者とし

て声を挙げ、不正を批判し、生存と尊厳を

守るために、補償と支援を求め、行動を始

め、国と地方自治体の政策を動かし始めて

いる。世界でも日本でも変革を求める大き

なうねりが起こっている。米国での警官に

よる黒人殺害の人種差別への抗議と正義を

求める運動は世界に拡がっている。 

歴史を振り返れば、第一次大戦末期に発生

したスペイン風邪は、第 1波から第 3波の

流行で全世界で2000万人から4000万人の

死者をもたらした。その数は、第 1次大戦

での死者数をはるかに上回った。日本でも

数十万人が死亡した。戦争の結果とあいま

って、労働運動が台頭し、男子普通選挙権

が欧米で実施され、女性選挙権が実現した

国も出てきた。国際連盟が結成され、ILO

が設立された。1918 年の第 1 次世界大戦

終結から約 100 年後の現在、コロナ禍は、

世界の不平等、不正義、政治と政府の役割

の重要性を誰の目にも明らかにした。そし

て、自国の歴史の見直しと差別撤廃の世界

の連帯を作り出している。日本でも、この

うねりを高め、政治の変革に繋げることが

できるか、一人一人に問われている。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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滋賀県立大学の新型コロ
ナ対策の概要 

 

① 一般公開講座や 4 月 7 日に予定されて

いた大学・大学院の入学式などの行事

はすべて中止、延期となりました。 

② 2020 年度の授業は 5 月 11 日から始ま

り、7月 28日まですべて遠隔授業で行

われ、学生はパソコン、タブレット、

スマホを用いて受講することになって

います。ただし、実習や実験の授業、

教職科目等は遠隔では実施できていな

いため、一部の科目は 8月～9月に集中

実施となる予定で、該当科目を履修す

る学生にとっては登校が必要となり、

負担増となります。 

③ 遠隔授業は、教員にとっては新たな教

材や課題の準備、ネットを通じて学生

からの提出物をうけとるなど通常授業

とは異なるという負担感が大きいよう

です。学生は、有効に時間が使えると

いう評価がある一方で、やはり受講す

る全科目で毎回の課題提出が必要にな

るという負担感が増しているようです。 

④  図書情報センター全館 （図書館、情

報処理演習室、LL教室、CAI教室）は、

4月 3日から 7月 28日まで臨時休館と

なっていますが、希望に応じて郵送に

よる貸し出しサービスが始められてい

ます。 

⑤ 7月 18日、19日に予定されていたオー

プンキャンパスはウェブ形式での開催

となりました。 

⑥ 家庭から自立してアルバイト等により

学費を賄っていることや、新型コロナ

ウイルス感染症の影響でその収入が大

幅に減少していることなどの要件に該

当する学生のうち、住民税非課税世帯

の学生は 20万円、それ以外は 10万円

の学生支援緊急給付金制度がもうけら

れています。一律給付金を支給する私

学もありますが、県大では学生への現

金の支給は実施しておらず、その代わ

りに希望する下宿学生への米等の食食

料援という独自の措置も行われました。 

⑦ 授業の開始は例年に比べて遅れたが、

その分は遠隔授業期間で取り戻し、前

期の授業終了日（7月 28日）と後期の

授業開始日（10月 1日）は今のところ

ほぼ例年どおりとなる見通しです。 

（Ur 県立大学 HPと一部関係者に聞

き取りによりとりまとめたものです。） 

 

 

 

 

 支所・公民館を守る大津市民の会は、本

年の 1月の選挙で当選した佐藤健司市長に

対して、2月段階から支所公民館の存続と

拡充を求める要望書を提出すべく、準備を

していましたが、市長の交代や新型コロナ

ウイルス感染拡大もあり、その日が伸び伸
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びとなっていました。ようやく、5月 13

日に大津市役所の委員会室において、内田

一成市民部長、小石明子自治協働課長に対

して、下記の要望書を提出し、趣旨説明を

行うとともに懇談を行いました。又、大津

市議会の各会派にも杉浦智子市会議員を通

じてその写しを渡しました。 

要望書は、佐藤新市長が、支所機能の見

直しについては白紙撤回した事を高く評価

するとともに、公民館については本年４月

１日からコミュニティセンター条例が施行

されたが、本条例は市の運営責任と社会教

育を市全域から同一水準で進めることを放

棄し、各学区の諸団体に一任したと言って

も過言ではないと指摘し次の点を求めてい

ます。①コミュニティセンターを社会教育

法に基づく位置づけとして、生涯学習専門

員を配置し、市民センターの職員体制も、

昨年度までのように市長部局職員と教育委

員会部局職員が共同して業務を行うこと。

②コミュニティセンター条例は早急に見直

し、これまでの支所機能や人員体制、社会

教育法に基づく公民館の運営や生涯学習専

門員の配置などを継続すること。 

懇談では、市役所本庁舎が新型コロナ感

染対策として全館閉鎖した際に、市民は支

所の存在がいかに大切であるかを再認識し

たこと、しかしながら支所がコロナ禍にお

ける市民への情報提供や相談に対応できる

機能と人員体制をとらず「通常業務」の範

囲にとどまったことを指摘し、いま多くの

市民が不安や危機的な状況に直面している

もとで直ちに支所においても特別の相談窓

口や支援体制を図ること、そのため支所公

民館の職員を 2018年度の水準まで戻すよ

う求めました。 

また、今後、起こりかねない大規模な災

害時等においても、支所が本庁舎をバック

アップできるよう機能と体制の拡充を求め

ました。 

内田市民部長は冒頭で「市民センターが

地域の核になっていることは十分承知して

いる、できるところはやらせていただく。」

と答えました。懇談には池端代表、江口辰

之、林永代、山口剛の世話人 4 名が参加、

杉浦智子市議が同席しました。 

＜文責 山口 剛＞ 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇ 

内田市民部長に要望書を提出する池端代表 

 

滋賀自治体問題研究所 2020年度定期総会 
 日時 2020年 9月 22日（火・休）13:30~16:30 

 場所 大津市内を予定 

記念講演 

  「新型コロナ問題と地域経済・地方財政」 
   講師 平岡 和久 立命館大学政策科学部教授 
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氾濫原の建設予定地にこだわった市長との闘い－高島市新ごみ処理施設

建設問題－                 

福井 節子（高島市議） 

5月 28日、全員協議会で市長は「今回の

宮前坊区での『新ごみ処理施設建設』を『一

旦白紙に』」と発言し、記者会見でも同様の

発言で新聞報道もされたところです。 

昨年一年間は、共産党議員含む良識派議

員が、安曇川河川に隣接する霞堤の中に建

設予定地があり、水害リスクの大きさや、

土盛りによる建物の在り方などいろいろな

角度から問い質した一年間でした。県立大

の先生を呼んでの学習会も市民と共に、ま

た反対派議員独自でも行い、水害リスクに

ついて理解を深め確信を持ちました。 

現在、仮契約されている建設予定地の土

地取得議決案を、2019年の 12月議会では

8 対 9 で否決。続いて再提出した 2020 年

の 3月議会でも同数で否決し、副市長が引

責辞任する事態となりました。 

文書公開請求で出てきた土地所有者と市

が交わした「土地売買仮契約書」には、「議

会の議決を得たときに本契約が成立するも

のとする」と記載されていますが、契約破

棄に関する事は一切書かれておらず、まさ

かの「否決」だったのだと読み取れます。

弁護士に確認すると、「議決にならなかった

時点で仮契約の効力はなくなる」との回答

を得ました。本来なら、12月議会で「否決」

された時点で「白紙」になっていたはずで

す。まったく同じ議決案で 3月議会に再提

出してくるのも異常な執念と言わざるを得

ませんが、それで否決されたのですから、

当然それで白紙です。しかし、執行部はそ

れでも「生きている」と言います。 

5 月には、京都新聞に「宮前坊区の公募

書類に問題があったのでは」という記事が、

２回に渡り掲載されました。そこでは、区

の規約がなかったため、急遽当時の役員で

「平成 17 年 4 月 1 日から施行する」と以

前からあったかのようにして応募書類に添

付されていたり、総会を開いて説明した際、

賛否の確認もないまま「全員賛成」だった

とする議事録が添付され、反対意見を持つ

区民からは「ずさんな手続きや虚偽の記載

だ」と批判する声が上がっていると書かれ

ています。 

また、今でも当初予定していた用地の中

には契約に応じない所有者もあり、そこを

歯抜けにした用地買収ともなっており、市

と区の固執した強引とも取れる用地買収の

在り方に市民は疑義を感じています。 

高島市当局はゴミ処理施設建設検討委員

会という第 3者機関を設置して、応募のあ

った 2地区を審査しました。しかし、会議

は非公開で行われたため、後日情報公開請

求しましたが、個人情報以外の部分も黒塗

りで、安全についてどの様に市が説明した

のか、委員からどのような質問が出された

のかも分からない状況です。現在、滋賀自

治体問題研究所理事長の高橋進先生に応援

いただき、不服審査中です。来年 1月の市

長・市議選とからみ、争点の一つとなるこ

とは必至です。 

 
お知らせ第 62回自治体学校 in広島」は中止が決定されていますが、ズームなどに

よる代替措置が行われます。6 月中には分科会スケジュールも含め確定させ、簡易

チラシ(データを地域研に送信します）、ＨＰ、「住民と自治」、リピーターへのメー

ル等で宣伝・募集が行われます。 


