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太田昇（岡山県真庭市長・前京都府副知事） 

滋賀自治体問題研究所は１９８５年６月 

１５日に設立されました。 

このことを記念した講演会を７月４日に

大津市内で行いました。新型コロナウイル

ス感染対策として、レセプションの中止や

大きな会場への変更、さらにズームを使っ

たライブ中継を行いながらの実施でした。 

講師は岡山県真庭市長の太田昇氏。

「新たな地域での取り組みが滋賀の活動

の手掛かり、ヒントになるのではないか」

（高橋理事長あいさつ）という意図で実施

したものですが、「頑張っている自治体はどこでも、首長のリーダーシップ、住民参加、職員の育

成の３要素がある」（本多副理事長閉会あいさつ）ことが実感された内容でした。 

以下、講演の内容を紹介します。 

７月号の内容  

滋賀自治体問題研究所創立 35 周年記念講演 「里山資本主義」真庭の挑戦 ·····················  1 
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コロナ禍から見えたジェンダーの問題 ····································································  12 

コロナ時代の私たち－忘れてはならないこと  ··························································  13 
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ご紹介いただいた太田です。コロナの関

係で控えていたのでこうした講演は 3、4

か月ぶりです。京都で仕事をしていたので

滋賀にもよくおじゃましていました。 

 

【真庭市の紹介】 

 真庭市は合併して 15 年になります。前

の市長さんが 2 期、私が 2 期目の 4 年目と

いう状況です。後でお話しますが、真庭市

の特徴的な施設で市内でエネルギー供給を

しているバイオマス発電施設1は、私が就任

する一年前ちょっと前に完成しています。   

市役所の本庁舎は、バイオマス発電と太

陽光発電とバイオマスボイラーにより

100%再生可能エネルギーを使用しており、

一年中快適に過ごすことができ、買電と比

べて年間600万円程度安くついており経済

的です。ボイラーの燃料は木質チップとペ

レットです。ペレットはカロリーが高いが、

製造手間がかかっているので単価は高く、

通常チップを燃やして補助的にペレットを

使う、だからボイラーが二つついています。

このバイオマス発電は、燃料が木材なので

環境にも優しいものです。 

 市の概要は表 1、図 1 に示すとおりです

が、山林面積がほぼ琵琶湖の面積と同じ約

660km2 であり、80%が山林という典型的

な農山村です 

 南北が長く、北部には日本最大のジャー

ジー牛の酪農地帯である蒜山があります。

全国の１万頭のうち 2000 頭がここにいま

す。一つの市ですが、地域によって自然環

境も歴史や文化も違います。 

 私は、京都府にいるときは、基礎的自治

体があまり大きくなることについては内心

反対でしたが、市長になって少し考え方が

かわりました。大きければ、大きいなりに

                                                
1 出力 10000kW 一般家庭 22,000世帯分に

相当 国内では最大級 

やり方があり、地域内で違うものをやりく

りすれば、うまくやっていけます。とくに、

木質バイオマス関係はある程度ひろいとこ

ろから材を出さなければなりません。 

図 2 に示すとおり人口は、残念ながら、

ここまでがんばっているのに減るか、とい

う思いがありますが想定どおり減っていま

す。合計特殊出生率は 1.8 で比較的たかい

のですが、分母が小さいので、出生数が人

口減を食い止めることにはならず、人口問

表１ 真庭市の概要 

図１ 真庭市の位置 
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題を考える場合は出

生数全体を見なけれ

ばならないと思いま

す。 

 

図 3 の製品出荷額

などの指標でみると

真庭はけっこう頑張

っています。 

企業がどんどん

海外に出て行ってい

ますが、日本に残っ

ている企業は優秀な

のが多い。そこを応援する仕掛けをどうつ

くるかが課題です。商工会と勉強会を行っ

ており、A 社と B 社が真庭の地域内で水平

的協力することなどについて検討をすすめ

ています。 

 京都のパクリですが、地酒で乾杯条例を

つくりました。地域で酒米をつくりそれで

酒をつくる、地域のなかで付加価値をつけ

ていくということなどが始まっています。 

 

 製品出荷額の図 3 ですが、27%が木材関

係です。こんな地域は日本のなかでは他に

なく、真庭の強みでもあります。滋賀県は、

田んぼが主というところが多いと思います

図 2 真庭市の人口動態 

図 3 真庭市の製品出荷額 
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が、真庭では、林業と農業の両方をやって

いることころがけっこう多いです。 

 林業の場合、木を植えて、伐採して、市

場に供給するのですが、サプライチェーン

が重要です。全国で製材所がなくなってい

るなかで、30 か所もあります。 

 

【市政の方向】 

市政の目標は、地域を真に豊かにするこ

とです。豊かさの議論はいろいろされてお

り、その中身にははいりませんが、行政は、

市民の幸せづくりと地域の魅力、地域価値

の増進を応援する条件整備会社であると考

えています。主役はあくまで市民であり、

市民の活動を行政が応援することを通じて

地域の魅力、地域価値の向上を図っていく

ことめざしています。 

市の第 2次総合計画もそうした観点で策

定しており、一言でいえば「真庭ライフス

タイル」の確立であり、東京にはなく、真

庭にあるもので豊かな地域生活を実現して

いくことをめざしています。計画をつくる

過程では、高校生にも参加してもらいまし

たし、現在、見直しを行っており、中学生

にも議論に参加してもらっています。 

人口減少は冷静にみておりまして、2040

年で 34,000 人に減少するとしています。

つくって 5 年になりますが、さみしいです

が、人口はほぼ計画どおり減少しています。

ただ、若い女性の減少が予想より大きく最

大の課題であると言えます。 

 

【逆転の発想】 

若干負け惜しみになりますが、図 4 に示

すように人口が少ないからこそできること

もやっています。 

私は、高齢化についてはそれほど心配し

ていません。いかに健康長寿の社会をつく

るかということだと思います。滋賀県も長

寿県ですが、真庭の女性の平均寿命は全国

一の長野県より大きいです。男性はだめで

すが・・・。 

  

【経済政策の方向～大きな里山市品主義

と小さな里山資本主義～】 

 大きな里山資本主義というのは、豊かな

森林資源を活かし、バイオマス発電を核と

した地域全体での資源循環・活用であり、

小さな里山資本主義というのは、各地域の

特色ある資源を活かした取り組みです。こ

れを相互に連携しながら前進していくこと

をめざしています。 

 行政の支援としては、私が市長になって

出先機関を地域振興局にかえ、地域のこと

を専門的に考える地域振興主幹をいう職員

を配置しました。中心となる人を置くとや

はり地域が変わっていきます。それともう

一つ広報主幹の配置です。本庁各部局と出

先機関に配置し、市民やマ

スコミにいかにわかりやす

く情報を発信するかについ

て努力してもらっています。 

 

【森林と林業 木を使い切

る】 

図 4 中山間地域を活かす逆転の発想 
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 原木市場 3 か所、製品

市場 1 か所 小さい業者

がみんなで集まって知恵

を出しながらやってきた

伝統があります。高級な

ものから簡易なものまで

真庭ですべての材料がそ

ろう。 

図 5 にあるように、原

木仕入れ量年間20万m3

に対して出荷量は 12 万

m3 で、4 割の廃材がでま

すが、材として使えない

ものはバイオマス発電の

燃料になります。とくに

今まで全く使えなかった

樹皮も燃料にすることで

木材一本丸々使えてお金

になります。約半世紀前、

当時の若い人たちが勉強

会をしながら努力してき

たことが今実っています。 

 

【バイオマス発電】 

 発電施設の検討段階で

は、5,000kW という案も

ありましたが、FIT 制度

ができて採算がとれる見

通しができ、国の後押し

もあり、10,000kW のバイオマス発電施設

を設置することになりました。大きなトラ

ブルもなく非常に順調に稼働しています。 

 図 6 に示した燃料のうち、未利用木とい

うのは間伐材、一般木材というのは製材所

からの廃材です。建築廃材は炉が傷むので

いれていません。それから、真庭の特徴と

して、山主にもトン 500 円を支払っている

点です。一番苦しいのは山主ですが、こう

した措置によって山の経済がまわっていき

ます。このシステムがうまくいっているの

は、地域のみなさんがまとまっているから

です。純利益も年間 2 億数千万円あり、株

式配当もありますが、今、もう一基つくろ

うということで資金をためています。 

 

【バイオマスツアー】 

観光地域づくり法人（DMO）をつくり、

バイオマスツアーもはじめました。 

図 5 森林と林業・木材産業 

図 6 バイオマス発電 
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 ただ、図 7 に示すとおりこれ

はブームがあります。今はコロ

ナで減少していますが、発電所

だけでなくもっと魅力的なツア

ーを組めばもっとのびると思い

ますが、これで儲けようとして

いるのではなく仲間を増やした

いという思いでやっています。 

 

【木材需要を増やす】 

 木材需要を増やす取り組みと

して、新たな構造材 CLT（Cross 

Laminated Timber）の普及を行っていま

す。しかし、正直言って市場があまり伸び

ていません。一番大きな理由は、設計がま

だ手計算によっているという点であり、コ

ンピューターですべて計算されている鉄筋

コンクリートのレベルに至っておらず、時

間がかかり、コスト高の原因となっていま

す。この点と接合金具が改善できれば、環

境、強度という点では本当にいいので伸び

る余地があります。 

 

【安全・安心、未来に誇れる地域づくり】 

概ね小学校区単位で「邑づくり会議」

というものを設置して、地域づくりや地

域自治確立の取り組みを進めています。

行政があれこれするの

ではなく、地域の活動

を支援するのです。極

端なことを言えば、何

もしないところは支援

をしない、やるところ

支援するのです。 

力を入れているの

は自主防災組織です。

地域自治をつくってい

くには防災組織づくり

が有効で、現在 157 の

組織ができています。  
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図 8 CLT の利点と利用箇所 

図 9 自主防災組織率の推移 
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【各地域の特色を活かした地域づくり】 

地域づくりの経験ですが、元々700 人ぐ

らいの集落が今、人口が社会増となる地域

が生まれています。もともと空き家が多く

獣がすみつくようなところでしたが、ここ

で、全国一斉の空き家調査をしようとなっ

たのです。地元は、地図屋に頼むと言って

いたのを地域でやってくれと変更してもら

いました。空き家の持ち主は、仏壇がある、

墓があるということでなかなか手放さない

のですが、地域の人が「いつまでも空き家

にしておくのはどうか」というと対応も変

わってくるのです。この地域は、都市部の

人たちが自分の人生、生き方、仕事を考え

る真庭塾という集まりを年 9 回開いており、

公民館で泊まったりしながら、地元の人と

交流ししていました。こういう外からの力

と地域の力、そして行政が力をあわせて空

き家調査を実施しました。その結果、他地

域も含めてですが移住を選択する人たちが

でてきました。2 年前に 60 数件の空き家が

あり、使えるのが 15 軒ありましたが、15

軒すべて埋まりました。そして今、新築の

家も建つようになっています。東京のうな

ぎ屋、ピザやさんなどもできています。 

その他の経験として、宿泊施設で薪スト

ーブ用の木を切るとクロモジという木が増

えてきました。これが使えないかというこ

とで、クロモジ茶、クロモジのイアリング

などがつくられました。 

地域おこし協力隊も活用しています。協

力隊の女性が森の美容室を開いたり、韓国

人の隊員がインターナショナルシェアハウ

スを開設したりといった取り組みも行われ

ています。 

 

【介護関係】 

 介護関係のいろいろな取り組みを通じて、

先ほど紹介した長寿命につながっているの

かと思っています。評価する指標として、

健康寿命というものを出せないかと思って

いるのですが、なかなかいい統計データが

ありません。 

 医師会、歯科医師会、福祉関係者がいっ

しょになって個人の情報を共有して介護の

対応をするという取り組みを行っています。 

 真庭の方言をいれたラジオ体操を地域放

送通じて流すなどの取り組みも行っていま

す。 

 市民が主役の健康づくりをさらにすすめ

ようということで頑張っていただいていま

す。 

 また、年よりの生きがいという点で、家

庭菜園の野菜を道の駅に出しています。手

数料 25%での出荷です。大阪の高槻や今年

から滋賀県の守山の道の駅にも出荷してい

ます。年間の売上 8 億 7000 万円、個人と

しては、20 万円から 200 万円の収入につ

ながっています。市からも 1000 万円補助

していますが、年金プラスの収入として年

寄のみなさんの生きがいにもつながってい

ます。 

学校のイスに JISマークが必要か？ 休校要請も 3日間だけ 

 小学校の机といすも 1 セット 4 万円で木材でつくりました。教育委員会は JIS マーク

がないと言って反対したが、形式論として退けました。コロナの一斉休校要請に対して

も、3 日間休んだだけで子どもの学習する権利を守りました。要請に応えた方が楽だが、

真庭の実態を考えると休校の必要性は小さいし、自ら判断することが重要と思いました。

父兄の中にはラインなどを使った同盟休校の動きもでましたが説得しました。自らの頭

で判断することが重要であり、すぐに右へならヘという習性は怖いと思います。 



しがの住民と自治 第 348 号 2020 年 7 月 15 日 

 

- 8 - 

 

【新たな展開】 

① 生ごみの資源化 

一般家庭からの生ごみとし尿処理汚泥

の資源化・バイオガスの製造を始めていま

す。バイオガスは発電に使い、発生する液

肥は肥料に利用しており、窒素分が多く葉

物には有効で大変好評です。2023 年度に公

募で選定された 4 地域で本格プラントが完

成する予定です。 

② かきがらの利用 

 里山・里海連携の循環型農業として、瀬

戸内海のかきの殻を土壌改良材として田ん

ぼにまき、育てた米を真庭里海米と名付け

て販売しています。 

③ 再生可能エネルギー自給率 100%をめ

ざした広葉樹のチップの活用 

今の発電所は全部針葉樹が燃料となっ

ていますが、広葉樹についての検討を行っ

ています。今のプラントの発電は、1kWh

あたり 24 円です。石炭火力が 10～12 円、

ここをめざしながら検討したところ 17、18

円/kWh まではいけるという結果が得られ

ています。あと国でなんとか後押しができ

ないかという交渉をする予定です。今、石

炭家電廃止の議論がありますが、廃止して

どうするのか、という点で広葉樹を燃料と

したバイオマス発電をという提案をします。

送電ロスのない地域の発電です。広葉樹は

植林は不要、土砂崩れ対策にもなる、いい

ことだらけです。発電に向いた木を植える

ことなども含めて、時流に乗っていけるか

と思っています。 

今、真庭の再生可能エネルギーの率は

63%ですが、広葉樹チップの活用による第

2 発電所ができれば本当に再生可能エネル

ギー自給率 100%が実現できます。 

④ 岡山大学との共同 

いろいろ協力をいただいている隈研吾

先生が岡山大学の教授となったので、真庭

市長と岡山大学長が共同代表となって、林

業・木材・木造建築に関する知見を集積し、

教育・研究・経済活動への活用を推進する

ための産学官連携の場として、検討委員会

を設置することになりました。真庭の強み

である、林業・木材加工を生かし、林業・

木材・木造建築に関する教育研究機関や関

係機関の集積が実現することで、「知の集積」

による地域価値の向上につなげることをめ

ざしています。 

 

【質疑応答】 

Q1.職員をどう育成しているのですか？ 

A. 市長が全部やれるわけではないので本

当に職員が大事です。まじめな職員が

多いのですが、市のない 9 町村の合併

で、正直言って政策をつくる力などは

弱い。それをどう作っていくのかにつ

いて苦労しています。ただ、きちんと

訴えてればそれに応えてくれる。途中

採用も多くやっており、本当にいい人

材がきてくれますが、今までいる人を

無視するようなことはできない。人を

見極めながら登用していくようにして

います。年齢にかかわらないキャリア

採用、国のキャリアをいれる、という

こともやっていますし、 

 

Q2.はえぬき職員をどう活用しています

か？ 

A. 仕事がおもしろいと感じてもらうこと

を心掛けています。ルーチンワークの

比率をできるだけ減らし、市民に役に

たつ仕事に重点おいています。刺激を

与えあうための交流、市民といっしょ

になってやる仕事を重視しています。 

できるだけ私からの指示によらない

ようにしており、それはかなりできる

ようになっています。また、部局ごと

に目標をだす、人事考課とは連動させ

ないで目標達成について評価するよう



しがの住民と自治 第 348 号 2020 年 7 月 15 日 

 

- 9 - 

 

にしています。 

Q3.総合計画や空き家調査の話がでました

が、コンサルタントがやるとどこでも同

じようなものになっている面がみられ

ますが、コンサルタントをどのように使

っておられますか？ 

A. コンサルタントをいれていないわけで

はありませんが、コンサルまかせにな

らないよう注意しています。コンサル

タントにやってもらわなければないな

いこともありますが、丸投げにしない

ことや、コンサルタントのわざを吸収

すること、また、大学の先生にも入っ

てもらっていて、職員の栄養になるよ

うに心がけています。コンサル任せに

すると力にならない。行政が実行力を

失うような委託問題は反省すべきです。

職員をいたずらに増やすことはできま

せんが、私は職員を減らすことは考え

ていません。うちは財政規模が約 300

億円ですが、基金も 300 億円あります。

特別会計も赤字を出さない。うまく経

営すればそんなに苦しまなくてもいい

のです。 

Q4.地域防災組織が地域運営もしているの

ですか？ 

A. 防災組織は防災だけであり、連携はし

ているが地域運営組織としては別のも

のがあります。 

Q5.地域づくりの工夫について 

A. 地域づくりには二つあると思います。

公民館あるいは小学校単位の地域自治

組織的な活動と、もうひとつはそれを

超えた、たとえば森の問題での NPO と

かです。言い方がどうかと思いますが、

行政とたてでつながっている組織とそ

れを超えた横の関係の組織、それらを

うまく活用することかと思います。 

 

 

 

安齋友美（新日本婦人の会滋賀県本部 事務局長）  

 

コロナ禍で、これまでにない長期間の休

校を経験した子どもたちと保護者たち。 

新日本婦人の会では、6 月からの学校再開

にあわせて、「学校再開どうですか？」アン

ケートを実施し、全国から 1421 人の回答

がありました。 

その中から、滋賀県内 39 名の方の声を

紹介したいと思います。 

アンケートには、小学 1 年生から高校３

年生までの全ての学年の保護者が回答して

くれました。（回答者の市町は８市町）学校

が再開してすぐは、少人数にわかれての分

散登校が多かったようですが、７月までに

は通常の人数での登校・授業に戻っていま

す。しかし、通常のクラス人数では３密を

守りながら、子ども達の実態に合わせた授

業がで

きるの

でしょ

うか？ 

 

 

学校再開後の子どもたちの様子（表①） 

具体的な記述には、「自粛生活はとても

表① 子どもたちの様子 

楽しそう 19人 

不安そう 3 人 

いつもと変わらない 18人 
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表② 授業の様子 

内容が難しい 2 人 

休校中の学習を教えてもらえな

い 

4 人 

授業のスピードが早い 6 人 

問題ない 6 人 

通常よりも授業時間が増えた 4 人 

夏休み、冬休みが短縮される 27人 

土曜日授業が始まる 0 人 

宿題が増えた 2 人 

オンライン授業が始まる 1 人 

 

表③ なくなった行事（延期も含む） 

行事の変更はない 1 人 

延期か中止か未定 ９人 

林間学校等の宿泊学習 10 人 

遠足・運動会・合唱コンクール 各9人 

文化祭 6 人 

プール、水泳 ５人 

社会科見学 ４人 

修学旅行 ３人 

そのほか 

家庭訪問、PTA 活動、親子ふれあい活動、

マラソン大会、全校芸術鑑賞会 

 

しんどかったようです。お友達とあえるよ

うになって表情が明るくなりました」と学

校生活を楽しんでいる子どもの様子が書か

れている一方で、「楽しそうであるが、疲れ

ている」「再開 1 週目、ストレスからよく

怒っていた」といった様子もありました。

ソーシャルディスタンスや手洗いをするこ

となど、子どもたちなりに初めての状況を

理解しようとしている様子がうかがえまし

たが、「コロナをこわがっている」という記

述もあり、子どもたちの心のケアと、感染

症を理解するための学びも必要であると感

じました。 

 

再開された授業の様子（表②） 

授業の状況について、「受験があるので

カリキュラムが終わるのか心配」「遅れた分

を取り戻せるとはとても思えない」「理解で

き進めるかが心配」「授業内容がたくさんあ

ってゆっくり教えてもらう時間がない」と

いった授業内容や進め方に対する不安の声

が多くありました。驚いたのは、「いきなり

テストがあった」「休校中に出された課題

（よく理解できていないのに）のテストが

あった」という回答です。アンケートには、

「休校中の自習部分は個人差が大きいため、

再開後の学習意欲や理解にも差が広がって

いるように思う」「勉強への意欲がさらにな

くなった」といった声も出されています。

子どもたちの理解度を知るためだとしても、

再開後すぐにテストをすることは子どもた

ちにとってどうだったのでしょうか。 

 

学校行事・給食について 

学校行事の中止や延期については（表③）

に記載。部活も縮小して実施されている学

校や大会等が中止になったものもあるよう

です。「運動会や遠足がなくとも、子どもた

ちが無事に過ごせるほうが大事」という声

と、「何もかもが中止にならず、子どもたち

の思い出は残してほしい」「楽しみなこと、

今しか経験できないことがどんどん無しに

されるのは、どうかと思う。」といった声も

聞かれましたが、どちらも子ども達のこと

を考えた声であると思います。 

給食に関しては、1 学期中にすべての市

町で学校給食が再開されました。給食再開

がうれしい反面、再開後すぐは、感染防止

のため簡易なメニュー（レトルトなど）で

の実施が多く、メニューが少ない・おかわ

りができないなどで 6 時間目の授業までも

たないといった声も出されました。また、

配膳や片付けが教師の仕事になっていると

ころも多く、「先生の負担が心配」といった
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表④ 通常のクラス人数 

20 人以下 2 人 

20～30 人 11 人 

31～35 人 17 人 

36 人以上 9 人 

 

声も出されています。 

 

アンケート全体を通して 

アンケートの最後には、要望したいこと

を自由に記述してもらいました。その中に

は「受験が心配」「地域や学校によって格差

が大きくなりそうで不安」「夏休みを短縮し

て学校を開く日には、給食を出してほしい。

お弁当を作るのは大変だし、食中毒も心配。」

「学習格差がうまれ【コロナ世代】という

学力の低い子どもたちと呼ばれることのな

い、世の中にしていただきたい」「同じ市内

でも学校の規模が違う。行事も一律に中止

ではなく子どもにも考える機会を作ってあ

げてほしい」など、子どもたちのことを考

えた切実な声がたくさん集まりました。ま

た、長い休校期間のなかで「学校があるか

ら勉強ができ、生活リズムが整い、コミュ

ニケーション能力がつくんだと思った」と

学校や教師の大事さを改めて考えた保護者

もいました。 

新型コロナウイルス感染症による学校

休校という初めての事態の中で、誰もが「子

どもたちにとっての学校とは」を真剣に模

索しています。始めに述べたように、7 月

までにほとんどの学校が今まで通りの教室

で授業をおこなっています。（表④通常のク

ラスの人数）感染を防ぐために中止になっ

た授業もある一方で、教室内での感染は防

げるのかといった声もありました。また、

「少人数クラスにして、先生に丁寧に関わ

ってもらいたい」といった声も出され、コ

ロナ禍で子ども一人ひとりに目が行き届く

少人数学級と教員増が保護者からも求めら

れています。 

6 月 15 日に新婦人中央本部がおこなっ

た文部科学省への要請で、文科省は「コロ

ナ禍では少人数学級が必要」と回答しまし

た。また、全国知事会・全国市長会・全国

町村会の地方３団体も 7 月 3 日に文科省へ

少人数学級の実現を求める緊急提言を出し

ています。一刻も早い少人数学級の実現と

教員の増員で、休校で不安になっている子

どもの学力保障と心のケアをおこなってほ

しいと思います。新婦人滋賀県本部も、少

人数学級実現のために、さらに声を集めて

運動して

いきたい

と思いま

す。 

 

 

 

滋賀自治体問題研究所創立 35周年記念事業について 

 

記念誌の作成････元役員、現理事の方々からメッセージをいただいています。記念講演

の資料として配布していますが、記念講演の内容を含めて改めて編集し 9 月の総会を「め

ざして記念誌として発行します。 

35 年の資料の整理････しがの住民と自治や各種発行物、資料を電子データとして整理し

て、「滋賀自治体問題研究所アーカイブス」として保存する計画です。来年 3 月の完成を

めざします。 
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林 永代（新日本婦人の会大津支部）                 

新型コロナウィルスの感染拡大は、私た

ちに「こんな社会でいいのだろうか」を問

うものとなりました。飽くなき利潤追求で

地球温暖化と環境破壊を進めてきたこと、

病院や保健所を減らし公務員を削減し続け

公共の企業化を進めてきたこと、派遣や非

正規雇用など無権利な不安定雇用を推進し

てきたこと等々・・・。その中からコロナ

禍から見えたジェンダーの問題を挙げてみ

ました。 

 

ステイホーム 

私は週に一度、新婦人の親子リズムのサ

ポーターをしています。しかしコロナで 3

月からお休み、ようやく 6月から再開する

こととなりました。久しぶりに顔を合わせ

たお母さんたちから出された会話は「休校

や休園、夫の在宅ワークで三度三度の献

立を考え食事づくり、間食のおやつや飲み

物の準備、普段の何倍もの食器を洗い、洗

濯、スーパーへの買い物、こどもの手洗い

やマスクの確認、勉強をみて…学校が始ま

っても弁当作り、夫は在宅でも家事育児は

分担してくれず、負担は増えるだけ！なぜ

女性だけ！」・・・この話でずいぶん盛り上

がりました。 

少しは男性の意識も変わっていると思わ

れた若い世代からだされたので少し意外で

した。 

ある調査では男性も在宅ワーク中は「家

事分担をしていた」と答えています。実際

いつもより「手伝っていた」のだと思いま

す。しかし女性の実感とはかなり温度差が

ありました。 

コロナウィルス感染拡大によるステイホ

ームは、家事や育児など家事労働は依然「女

性が無償ですべき役割」としての認識が潜

在していることを改めて顕在化するものと

なりました。「ケア労働」としての社会的評

価はまだまだこれからなのです。 

また配偶者からの DV被害も深刻で、滋賀

県でも３月の DV 相談は前年度の同月より

1.6倍に増加したと報道されています。（６

月４日付読売） 

 

女性労働者 

 「近くにパートに行ってるが、子どもが

休校になったので行ける日が少なくなり収

入が半減、休校による休業補償があるはず

だがもらえない。」「少しでも自分の能力が

生かせ、収入になればとヨガやピアノの講

師活動をしてきたが、私たちには何の補償

もない。」こうした声をたくさんの女性から

聞きました。「突然の一斉休校」や「補償な
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き休業要請」は非正規雇用・不安定就業の

大半を占める女性を直撃しました。 

また、コロナ対策の最前線で働く医療・

介護・福祉従事者の 7割以上は女性です。

防護具も体制も不十分なまま感染の危険に

さらされながら低賃金・過重労働の職場で

支えています。在宅する子どもの食事や学

習のことを心配しながらの勤務が続きまし

た。 

対策なき「突然の一斉休校」や大津市で

の「1 学期は学校給食を中止します（その

後、6/22 から実施することとなった）」と

した一方的なお知らせなどは全くジェンダ

ーの視点が欠如したものと言わざるを得ま

せん。 

 

一律 10万円給付金の世帯主給付方法 

家族など同じ世帯にある人に関しては、

世帯主が一括申請し、世帯主名義の銀行口

座に給付金が振り込まれます。今回 DV被害

者については、直接給付金を受け取ること

ができるようになりましたが、大津市でも

手続きには「保護命令が出されている」ま

たは「DV支援機関への相談証明がある」の

いずれかが必要となっています。これでは

DV 被害者として公的機関に相談したこと

がなかったとしても、離婚を前提に別居し

ている最中の人あるいは夫と同居していて

も夫婦の間でお金の配分がうまくなされて

いないケース等の女性には届きません。「選

挙通知書は個人に届くのだから 18 歳以上

は個人の申請・給付を選択するようにでき

ないだろうか。」といま声が上がっています。 

 

コロナ後の社会へジェンダーの視点を 

「『男は仕事、女は家庭』という男女の性

別役割分業はそのままに、過労死するほど

の長時間労働に男性も女性も放り込まれる

なか、家族的責任を一方的に押しつけられ

た女性の多くが正規労働から締め出され、

安上がりで使い勝手の良い非正規労働に追

い込まれた。」・・・コロナ危機はこれまで

進めてきた日本の政治の問題点を浮き彫り

にしました。 

このコロナ危機をむだにせず、「コロナ対

策をはじめ、あらゆる政策にジェンダーの

視点を！」と、おおいに議論をおこして、

社会を変えていきたいと思います。 

 

 

 

   

                     高橋進（滋賀自治体問題研究所理事長、 
龍谷大学名誉教授） 

 

１ コロナ時代の私たち 

 －「忘れたくない物事のリストづくり」

と「元に戻ってほしくないことを考える」

こと－ 

 いま世界で最も読まれているコロナ本の

一つは、20 以上の言語に翻訳され、日本で

も 3 月に翻訳が出版されたイタリアの作家

（大学・大学院で物理学を専攻）、パオロ・

ジョルダーノのエッセー『コロナ時代の僕

ら』（早川書房、2020 年 4 月）である。こ

れはイタリアがコロナ危機のまっただ中に

ある今年の 2 月末から 3 月上旬に著者が書
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いたエッセーをまとめたものであり、日本

語版には 3 月 20 日付けのイタリアの新聞

『コリエーレ・デッラ・セッラ』紙に掲載

された小論「コロナウイルスが過ぎたあと

も、僕が忘れたくないこと」が追加されて

いる。   

 本全体が作家の鋭い感性と理性的な思考

に満ちているが、印象的なのは末尾の小論

である。その小論の一部を以下に紹介しよ

う。 

「僕らは COVID-19 の目には見えない

伝染の経路を探している。・・・。世界でも

イタリアでも、状況をここまで悪化させた

原因の経路だ。そちらの経路も探さなくて

はいけない。だから僕は今、忘れたくない

物事のリストをひとつ作っている。リスト

は毎日少しずつ伸びていく。誰もがそれぞ

れのリストを作るべきだと思う。そして平

穏な時が帰ってきたら、互いのリストを取

り出して見比べ、そこに共通の項目がある

かどうか、そのために何かできることはな

いか考えてみるのがいい。 

 僕は忘れたくない。ルールに服従した周

囲の人間の姿を。そして、それを見た時の

自分の驚きを。病人のみならず、健康な者

の世話までする人々の疲れを知らぬ献身を。

そして、夕方になるまで窓辺で歌い、彼ら

に対する自らの支持を示していた者たち

を。・・・。 

 僕は忘れたくない。頼りなくて、支離滅

裂で、センセーショナルで、感情的で、い

い加減な情報が、今回の流行の初期にやた

らと伝播されていたことを。・・・。 

 僕は忘れたくない。政治家たちのおしゃ

べりが突如、静まりかえった時のことを。 

 僕は忘れたくない。ヨーロッパが出遅れ

たことを。 

 ・・・。 

 陽性患者数のグラフの曲線はやがてフラ

ットになるだろう。かつての僕たちは存在

すら知らなかったのに、今や運命を握られ

てしまっているあの曲線も。待望のピーク

が訪れ、下降が始まるだろう。これはそう

あればよいのだがという話ではない。それ

が、僕らがこうして守っている規律と、現

在敷かれている一連の措置－効果と倫理的

許容性を兼ね備えた唯一の選択－のダイレ

クトな結果だからだ。・・・。新たな急上昇

も一度ならずあるかもしれず、学校や職場

の一時閉鎖も、新たな緊急事態も発生する

かもしれず、一部の制限はしばらく解除さ

れないだろう。もっとも可能性の高いシナ

リオは、条件付き日常と警戒が交互する

日々だ。しかし、そんな暮らしもやがて終

わりを迎える。そして復興が始まるだろう。 

 支配階級は肩をたたきあって、互いの見

事な対応ぶり、真面目な働きぶり、犠牲的

行動を褒め讃えるだろう。自分が批判の的

になりそうな危機が訪れると、権力者とい

う輩はにわかに団結し、チームワークに目

覚めるものだ。一方、僕らはきっとぼんや

りしてしまって、とにかく一切をなかった

ことにしようとしたがるに違いない。到来

するのは闇夜のようでもあり、また忘却の

始まりでもある。 

 もしも、僕たちがあえて今から、元に戻

ってほしくないことについて考えない限り

は、そうなってしまうはずだ。まずはめい

めいが、自分のために、そしていつかは一

緒に考えてみよう。僕には、どうしたらこ

の非人道的な資本主義をもう少し人間に優

しいシステムにできるのかも、人間が環境

とのつきあい方をどう変えるべきなのかも

分からない。実のところ、自分の行動を変

える自信すらない。でも、これだけは断言

できる。まずは進んで考えてみなければ、

そうした物事はひとつとして実現できない。 

 家にいよう。そうすることが必要な限り、

ずっと家にいよう。患者を助けよう。死者

を悼み、弔おう。でも、今のうちから、あ
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とのことを想像しておこう。「まさかの事態」

に、もう二度と、不意を突かれないために。」 

 

2 統治能力のない安倍政権－国民との

ズレと無策トリオ：トランプ、ボルソナーロ、

安倍 

 ジョルダーノのいう「忘れたくないこと

のリストづくり」と「元に戻ってほしくな

いことを考える」という私なりの作業を以

下で試みておこう。 

 日本と世界で新型コロナの感染者が増加

して以来、私にはほぼ日課にしていること

がある。新聞で世界各国の感染者数の推移

を見る。次にネットでイタリアの感染者や

死者、ICU の患者数を調べ、7 月中旬にな

っても毎日 10 人前後の人が亡くなり、200

人以前後の感染者が出ていることを知り、

暗い気持ちになる（7 月 13 日時点の死者合

計は 3.5 万人）。また、滋賀県 HP で新感染

者や空き病床数、発生場所と状況を見る。

そして、発熱後の出勤や外出の行動履歴、

職業を見て、アルバイトや派遣社員なら休

めないかと思ったり、その理由を考えたり

している。 

 ところで、2020 年 7 月 10 日現在、新型

コロナの感染者数は世界で 1227 万人を超

え、前日比で 22 万 8 千人増、死者は 55 万

5 千人に達し、前日比で 5,400 人以上の増

である。第 1 位が米国で、感染者 311.8 万

人、死者 13.3 万人、第 2 位がブラジルで感

染者 175.5 万人、死者 6.9 万人である。米

国では感染者は 1 日で 6.3 万人増、ブラジ

ルで 4.2 万人増と爆発的に増大している。3

月~4 月はヨーロッパが感染拡大の中心で

あったが、今や米国・中南米とインド、ア

フリカが拡大の中心である（『朝日』2020

年 7 月 11 日）。 

 日本では 4 月の緊急事態宣言による休業

要請と自粛要請、行動自粛により、5 月末

にいったん減少しつつあったが、5 月 25

日の緊急事態宣言の全国解除に続く様々な

自粛要請の緩和後、7 月に入りぶり返して

増加しはじめている。滋賀県でも 6 月は何

日も続けて新規の感染者が出てなかったが、

7 月初旬からぽつぽつ出始め、緊張が強ま

っている。「コロナとの共生」「With Corona」

「新しい日常」などの言葉が気楽に使われ

ているが、「感染に怯える生活」のうっとう

しい毎日というのが、多くの人の実感であ

ろう。 

 そんな状況にもかかわらず、政府は 7 月

22 日から 1 兆 7 千億円の予算（うち 3 千

億円が事務費）の「Go to キャンペーン」

を開始し、国民の国内旅行を大々的に推奨

する政策を進めようとしている。これには、

多くの感染症や公衆衛生の専門家から「も

う少し待つべき」という批判が出ている。

感染者が再び増加しているのに、なんら積

極的で具体的な感染防止政策も取らないで、

経済社会活動を活発化させるのは、無茶苦

茶で危険だというまっとうな意見であり、

「このままでは日本は無策のブラジルと同

じ」という批判もある。しかし、政府は経

済活動再開を優先し、菅官房長官は「Go to

キャンペーンの延期はまったく考えていな

い」と言い、「社会経済活動と感染防止の両

立」のお題目を言うだけで、第二次補正予

算の予備費 10 兆円の使用を検討せず、新

しい感性防止対策を打ち出していない。こ

のままでは、全国的な感染の再拡大が予想

される。 



しがの住民と自治 第 348 号 2020 年 7 月 15 日 

 

- 16 - 

 

 私のかねてからの疑問と不安、政府と国

民とのズレ感の一つは、日本ではなぜコロ

ナ対策担当大臣が加藤厚生労働大臣ではな

く、西村経済再生担当大臣なのかというも

のである。諸外国では保健大臣が担当責任

者であるのに、日本ではそうではない。そ

の理由はコロナ抑制対策よりも経済優先の

発想が安倍政権に最初から存在していたか

らであるということが、最近のいろいろな

事象を総合してだんだん分かってきた。緊

急事態宣言が出され、コロナ拡大の真最中

の 5 月 1 日に成立した第一次補正予算でも、

国民への 10万円定額給付金や雇用助成金、

持続化給付金、大学生への支援金などは入

っていなかったが、コロナ収束後の経済対

策としてこの「Go to キャンペーン」は入

っていた。 

安倍政権は、中国やヨーロッパでのコロ

ナの感染拡大の深刻さ、緊急事態宣言とい

う形での社会・経済活動の停止による感染

防止という政策の実施状況を見ながらも、

そこから何も学ばず、日本での拡大の可能

性と深刻さを理解していなかったし、今も

理解していないのである。そして、感染防

止医療に関する基本方針を持たない。だか

ら、3 月末までオリンピック・パラリンピ

ックの実施可能性を信じ、お追従の首相側

近の経産省官僚の「全国民にマスクを配れ

ば、不安はぱっと消えますよ」という馬鹿

げた助言を受け入れ、数百億円という莫大

な国民の税金のむだ遣いをし、今もまった

く反省していないのである。つまり、安倍

首相は、国民にとってコロナ感染という「病

気の現実」が問題ではなく、「国民の不安」

が問題であると考えているのであろう。こ

こに、安倍政権と国民の根本的なズレの原

因があるのではないか（これは「貴族政治」

とも呼ばれている）。10 万円の特別定額給

付金も、マイナンバーカードの政府の普及

政策に追随したいくつかの大都市では手続

が破綻し、郵送に切り替えたが大幅に遅れ、

6月25日現在でも大阪市3％、千葉市8％、

名古屋市 9％と圧倒的多数の必要な国民の

手に届いていないのが現実である（『朝日』

6 月 28 日）。しかし、政府はこの遅れに対

してなんの支援政策も採っていないし、問

題視もしていない。無責任と言わざるをえ

ない。 

 その西村コロナ担当大臣は、7 月 3 日の

記者会見で「誰も緊急事態宣言はやりたく

ない。休業もやりたくないでしょう。みん

なが努力しないとウイルスには勝てませ

ん。」と、政府の感染拡大防止対策抜きに国

民の自主努力だけを要求して平気であり、

国民を唖然とさせている。他方で、西村大

臣は、休業要請に従わなかった業者に対す

る強制措置ができるようにする必要がある

と、新型インフルエンザ等対策特別措置法

の「改正」を主張している。 

 2 つ目のズレは、安倍首相の関心は自分

のことと改憲だけであり、国民生活の苦境

には関心がないことである。それゆえに、

アベノマスクや星野源コラボ、コロナ禍の

中で法律違反の黒川氏の定年延長と東京高

検検事長への任命と検察庁法改正案の上程

（この法案は国民の強い反対で廃案）を強

行し、昨年の参議院選挙で自分が強引かつ

全力で応援した河合杏里議員の選挙違反・

逮捕でも何ら責任を取らず、杏里・克行議

員夫妻の議員辞職の必要性にも言及しない。

しかし、国会が終わったとたんにお気に入

りの維新顧問の橋下徹元大阪市長とネット

番組で対談し、政局と改憲の国民投票、国

会解散論議にうつつを抜かしている。他方、

国会会期中は野党の質問にまともに答えず、

自分の言いたいことだけを時間無制限でし

ゃべりまくり、記者会見でも記者の質問に

十分に答えず「時間だから」と逃げ、その

後、他の政治家と面談する時間は十分取っ

ている。現在も、国民の生活危機を放置し
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て、野党の国会開会要求に応じない。国民

の思いと大きくズレている。 

 3 つ目のズレは、持続化給付金事業の担

当をめぐる問題である。6 月 23 日の『朝日』

の「私の視点」欄に元京都府綾部市長の四

方八州男氏が、中小企業を対象とする持続

化給付金事業を電通（電通は過労死問題を

起こしたブラック企業！）やパソナなどの

設立したサービスデザイン協議会という民

間団体に769億円という高額な事務費で委

託したこと、その「中抜き」や「再再委託」

等が問題になっていることについて、なぜ

地域の商工会議所の協力を得て、市役所が

行わないのかと根本的な疑問を提示してい

る。つまり、公的業務を民間に丸投げする

ことが、当たり前のように行われているこ

とへの疑問である。この間、新自由主義の

名の下に、公的な仕事を民間の儲け対象と

する「民営化」を政府も自治体も推進して

きたが、それは結局、安倍政権においては

税金を使っての「お友達優遇」「お友達政治」

と化したことが如実であった。つまり、こ

れからは公的なものを公が取り戻さないと、

国民に対して責任ある行政ができないとい

うことである。 

 4 つ目の疑問、政府と国民とのズレ感は、

なぜ日本では PCR 検査態勢が進まず、病

院への財政支援がきわめて少ないのかとい

うことである。2 月から PCR 検査拡大の必

要性が、医療関係者から叫ばれているにも

かかわらず、6 月 10 日時点でいまだに検査

能力は 1 日約 2.8 万件である（『朝日』6 月

23 日）。次への備えはできていない。韓国

や中国、欧州諸国は 1 日 20 万件以上の検

査能力があるのに、日本はなぜ拡大しない

のであろうか。一体日本は医療後進国なの

か。最大の原因は、政府が主導的にこの分

野にお金と人を配分せず、自治体任せにし

ているからである。では、なぜなのか？政

府の専門家会議や新しく設置された分科会

でも、検査態勢の充実が言われているのに、

なぜそこにお金を投入しないのか。 

 3月から5月のコロナ感染者の拡大時に、

感染症指定病院をはじめ、大きな病院が患

者を受け入れ、献身的に治療に取り組んだ。

その治療に当たるために、医者や看護師、

病床を割き、他の診療科や手術を停止や後

回しにして治療に当たり、死者数を抑える

ことができたが、その結果、病院は大きな

赤字を生んでしまった。赤字額は大病院で

月に数十億円にもなる。また、再度の感染

拡大に備えて空き病床を維持することは、

同じフロアーの空室を作り続けることでも

あり、赤字の拡大につながる。しかし、こ

れに対する政府の支援はまったく不十分で

ある。これでは第 2 波に対処することも、

通常の病気に対する医療体制も維持できな

いであろう。 

 その結果、慈恵医大病院や東京女子医大

では、7 月のボーナスゼロで 400 人の看護

師が退職を希望していると報道されている。

命がけで働いた見返りがボーナスゼロでは、

誰でも労働意欲を失うのが当然であろう。

また、感染症指定病院だけでなく、他の病

院も軽症の感染者を受け入れたり、病室用

意したり、防護体制を強化したりしており、

全国の医療機関が大なり小なりの収入源に

なっている（滋賀県保険医協会調査による

と、滋賀県でも 9 割の医療機関が減収とな

った。『滋賀民報』7 月 12 日）。それゆえ、

このままでは第 2 波が来たときには多数の

病院が破産しており、患者の受け入れは不

可能になっていると予想されている。すな

わち、医療崩壊である。 

日本医師会や各地の医師会、知事会も政

府が責任を持って感染拡大防止策さらに強

めるように求めているが、政府は聞く耳を

持たない。なぜであろうか？国民の安全は

二の次と政府は考えているのであろうか。

それとも、全国での緊急事態宣言を解除し
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た 5 月 25 日の安倍首相の「わずか１ヶ月

半で流行をほぼ収束できた。日本モデルの

力を示した」や麻生財務相の「死者が少な

いのは国民の民度のレベルが違うから」発

言に示されるように、国民の努力といくつ

かの偶然が重なって、5 月下旬に感染者数

がいったん減少したことに、科学的な根拠

のない奇妙な自信を持ち、自惚れに耽って

いるからであろうか。医療体制支援の不足

も PCR 検査体制の不備の放置も、科学と

データを無視した、戦前同様の精神主義そ

のものに思われる。 

 5 つ目のズレ感は、日本の国は実に不幸

のまっただ中にいるのではという不安であ

る。その理由は、トップの政治指導者が歴

史的なコロナ危機において、その危機の理

解力をまったく欠き、自分の言葉で話せな

いことが明らかになったからである。私は

指導者の善し悪しがすべてを決めるという

考えではないが、政治指導者が自分の言葉

で国民に語りかけることができなければ、

その国の民主主義は行き詰まる。安倍首相

はこの能力がないことを明白にしてしまっ

た。記者会見でも官僚が書いた文書をプロ

ンプターで読むだけであり、その言葉に力

も誠実さもない。だから国民の心に届かな

いし、響かない。むなしく音が鳴っている

だけである。この政治指導者は一刻も早く

交替させないと、国民の不幸とコロナ対策

の混迷は続くと予想される。このことは、

「忘れてはならないこと」である。  

 

 

第 62回自治体学校 Zoom分科会・講座等 

2020年 8月─1日(土)・2日(日)・8日(土)・9日(日) 

 ※集団受講も可能です。 

 ※定員に近付いている分科会もありますので申し込みは早めに 

 ※詳しくは下記の自治体問題研究所ホームページを参照してください。 

https://www.jichiken.jp/events/200801-gakko-62/ 

  

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 滋賀県教育会館大会議室 

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 
 ※記念講演はズームを使ったライブ中継も行います。視聴を希望される方は滋

賀自治体問題研究所のメールアドレスあてに申し込んでください。 

   Shigajichiken2009@yahoo.co.jp 

 

https://www.jichiken.jp/events/200801-gakko-62/
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