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          杉原 秀典（安保法制の廃止と立憲主義の回復を  

求める市民の会しが事務局次長 ) 

 

■ はじめに  

 11月 28 日午後、コロナ禍が心配される中、

アクティ近江八幡の多目的ホールは熱気に

包まれていました。「市民の会しが」などが

「菅政権は学問に手を突っ込むな！学術会

議会員を直ちに任命せよ  ！―市民と野党の

集い―」を開催していました。事前の参加確

認は 100 人程度でしたが、フタをあけてみれ

ば 200 人を超え階段イスは満杯になりまし

た。舞台前のフロアーと２階からの入口に予

備のイスを全て並べて、何とか間に合いまし

た。 

 予想外の参加には、いくつかの要因が重な

っていました。１つは、総選挙を想定して準

備を進めていた「市民の会しが」の思いが伝

わったことです。もう１つは、発足当初支持

率が跳ね上がった菅政権の化けの皮が剥が

れ始めたことです。コロナ対策で「人の命を
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顧みない」政権であり、学術会議任命拒否事

件で独裁をめざす政権であり、そしてサクラ

疑惑で安倍前首相のウソをかばい続ける隠

蔽政権であることが判明した。この事実と憤

りを多くの人たちが共有し始めたのです。今、

菅内閣の支持率は急落しています。 

 ここでは「市民の会しが」の活動を報告し

ながら、「11/28 市民と野党のつどい」当日

の様子を紹介します。 

 

１ 「市民の会しが」が大切にしてきたこと 

 この間「市民の会しが」(以下「会」)大切

にしてきたことは、第１に、政策提言づくり

です。「市民の会しが」政策提言1は、これま

で２つの場面で大きな力を発揮しました。 

 １つは、2017 年の総選挙で当時の民進党

が解党し丸ごと「希望の党」に行ったときで

す(９月 28 日)。この時はまだ、滋賀では立憲

民主の旗は上がりませんでした。色々な事情

はあったにせよ、１区の嘉田さん、２区の田

島さん、３区の小川さん、４区の徳永さんが

「希望の党」に吸い寄せられました。この中

央でのクーデター的な出来事を前にして、

「市民の会しが」は、その日のうちに世話人

会を開き、共産党、社民党などに呼びかけ、

一夜にして１～４区全てで野党統一候補を

擁立することが出来ました。１区は社民党の

小坂淑子さん、２区は「市民の会しが」の對

月慈照さん、３区は共産党の石堂淳士さん、

４区は共産党の西沢耕一さんです。その時、

力を発揮したのが「市民の会しが」の政策提

言でした。民進党が希望の党へ合流を決めた

３日後の 10 月１日、教育会館に、「市民の

会しが」、日本共産党、社民党、新社会党(準)

の４者が一同に会しました。その場で、会が

何回も討論して作り上げていた政策提言を

示し、２時間の討論で修正・合意して政策協

定が結ばれました。この政策提言がなかった

                                                
1 ※市民の会しがの政策提言は次号に掲載します。 

ら、４区全てで野党統一候補を擁立させるこ

とは難しかったものと思われます。 

 もう１つは、2019 年の参議院選挙の時で

す。この時、私たちは新たに練り上げた政策

提言をもって嘉田さんと話し合いました。特

に、総選挙で希望の党へ行くことを希望した

ことをどう総括するのか、原発の再稼動を認

めたことをどう総括するのか、について率直

な意見をぶつけました。嘉田さんは「一時期

は希望の党に思いを寄せた。政治家として未

熟であった。再稼動の判断も誤りでした。私

自身の見通しの甘さをお詫び申し上げる」と

率直に認めて、その後、このことを全県集会

や街頭演説で語りました。この時は、県内の

立憲民主党、日本共産党、国民民主党、社民

党の４野党が９項目の共通政策づくりをす

すめ、中央では市民連合が示す 13 項目の共

通政策が野党間で大筋合意されていました。

嘉田さんは、様々な場面で、この３つの政策

を語り、安倍政権との対決点が明確になって

いきました。それが、運動する側の確信を深

めて嘉田勝利に繋がりました。 

 今年に入って総選挙が取りざたされ、コロ

ナ禍が広がる中で、会は、政策提言をコロナ

禍への対応を正面にかかげたものにバージ

ンアップしています。 

 第２に、この政策提言をもって全ての野党

を訪問し、また一同に会して、懇談を重ねて

いることです。こうした中で、今、滋賀の野

党は総選挙に向けた共通政策を完成させつ

つあります。 

 第３に、緊急集会や街頭演説や講演会を、

４つの区それぞれの「市民の会」とも協力し

て取り組んでいることです。特に、総選挙が

近づくにつれて、４つの会の活動が現実感を

帯びて、「市民の会しが」との共同歩調がつ

くられつつあります。このとりくみの特徴は、

情勢変化に瞬時に対応して、みんなの思いを

繋げることでした。菅首相が、学術会議が推



しがの住民と自治 第 353号 2020年 12月 15日 

 

3 

 

薦する会員のうち６人の任命を拒否すると

の情報が入ると、その 10 日後の 10 月 12 日

には、大津の「コラボしが 21」で、任命を拒

否された松宮孝明さんを招いて「しが市民・

大学人集会」を開きました。大学人など１５

０人が集いました。 

 今回の「市民と野党のつどい」は、この任

命拒否事件を中心テーマにしながら、情勢の

新たな展開を踏まえて、スガ政権の本性であ

る独裁性を鋭く問うものとなりました。 

 

 ２ 市民と野党のつどい 当日の様子 

(１)齋藤代表の挨拶  

 「天網恢恢 疎にして漏らさず」 

 挨拶にたった齋藤敏康代表はこう述べま

した。 

 今年の２月１日、私たちは『２区市民の会』

と米原公民館大ホールで、田村智子さんを迎

えてサクラ疑惑を追求する集いを開催しま

した。その 11 か月後、サクラ疑惑に関して

検察の捜査が行われ本日の集会を迎えてい

ます。サクラ疑惑の徹底追及に始まった 2020

年の日本政治は、コロナ対策で迷走し、恣意

的な政権運営で民主政治を破壊した安倍首

相が退陣し、菅内閣の登場と、学術会議会員

任命拒否を経て、まるでブーメランが突き刺

さるようにサクラ疑惑に帰ってきた感があ

ります。「天網恢恢  疎にして漏らさず」と

いう諺が浮かびます。天の網は、普段はある

かなきかの薄いものだが、悪事をたくらむも

のを決して逃すことはないという意味。民主

主義における「天網」は、まず何よりも権力

者を縛る憲法であり、そして市民の眼、市民

の常識に基づいた洞察と批判的思考である

と考えます。 

 情勢を大づかみにして次の展望を示す、含

蓄のある挨拶に皆が唸りました。 

 

 

(２)山口二郎さんの講演「菅ファッショとの

闘いから政権交代へ」 

 続いて、講演「菅ファッショとの闘いから

政権交代へ」です。講師は法政大学の教授で

市民連合の世話人でもある山口二郎さん。以

下、その講演の大要です。 

   

 

  ファッショとは権力者が法を守らないこと 

  私は、今日の演題に、あえてファッショと

いう言葉を使いました。ファッショとは、権

力者が法を守らないことです。こうした権力

行使は、安倍政権の頃から始まり、菅政権に

なっていっそう深まっています。 

  安倍政権は憲法違反を重ねてきました。今

年の第２次補正予算で予備費を 10 兆円も積

んだ。国会のチェックなしに 10 兆円もの金

を好き勝手に使えます。これは財政民主主義

を無視する蛮行です。そのうちコロナ対策に

使ったのは３兆円です。野党が憲法 53 条に

基づいて臨時国会の開催を要求しても、安倍

首相はそれを無視したままで政権を投げ出

しました。本当にでたらめです。 

  アメリカのレベッキーとジブラットが『民

主主義の死に方』という本で「民主主義が単

なる多数決とごっちゃになった時は、民主主

義が死ぬ」と言っています。安倍・菅政権は

「多数決が全てで、選挙で勝てば何をしても、

法を無視してもいい。それは国民が認めてい

る」と思い込んでいます。これが安倍・菅政

権の本質です。それをファッショと言います。
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アメリカ人は選挙でトランプを追い出しま

したが・・・。 

 

 権力の暴走を防ぐ２つのガードレール 

  権力の暴走を防ぐガードレールが２つあ

ります。１つは憲法です。もう 1 つは常識・

慣習・自制心です。レベッキーとジブラット

はこれを「柔らかいガードレール」と呼んで

います。日本で、これほど慣習や常識を無視

して行政府に権力を集中した首相はいませ

んでした。内閣法制局の局長を勝手に変える。

10 兆円もの予備費を積む。慣習や罰則のない

ルールは無視していいという態度です。 

  「責任を取れ」といくら言っても責任を取

らない政治家がいると、我々は無力感に陥り

がちですが、私たちが権力者に責任を問うこ

とをやめたら、主権者であることを放棄する

ことになります。我々は、騙されたままで同

じ間違いを繰り返すことになります。75 年前

の敗戦の時、伊丹万作は「騙されること自体

がすでに一つの悪である」と言っています。

正しいことを直言する人をうとみ左遷する

独裁者菅さんは、官房長官時代にさんざん悪

いことをしています。たとえば、説明の拒絶、

「問題ない」「批判は当たらない」「適切に

処理している」という発言です。もう滅茶苦

茶です。日本語の崩壊、論理の崩壊ですね。

人事についても独裁者です。しっぽを振る者

を優遇して、正しいことを直言する人をうと

み左遷する。 

   

権力の暴走を防ぐために作られた日本学術会

議、学問の自由は学者のコミュニティの自立性

を保障する 

  次に、学術会議の問題の問題です。学問の

弾圧は全体主義のやり口です。1935 年の天

皇機関説事件、美濃部達吉という憲法学者の

書物が発行禁止になり、美濃部は東京大学を

追われました。その 10 年後に、日本は戦争

に負けた訳です。やはり、権力者にとって学

問はうっとおしい。批判をするから目障りで

す。権力の暴走を防ぐためには、自立して遠

慮なしに権力者に物を言う学者が必要な訳

です。だから敗戦後、日本学術会議という機

関が設置されて、政府から独立して活動を行

う制度をつくった訳です。 

  憲法 23 条の学問の自由は、個々の学者が

自分の好きなように勉強する自由を保障し

ているのではありません。それなら、表現の

自由、精神的な自由で十分カバーされていま

す。なぜわざわざ学問の自由を憲法に書き込

んだのか。学問は、いろんな人が自分の考え

を出し議論して相互作用の中で発展します。

その空間が大学と学会です。学会という学者

同士のコミュニティで自由に議論し、権力に

対しても遠慮なしに「ここはおかしい」と言

います。学問の自由とは、学者のコミュニテ

ィの自立性を保障するという意味です。だか

ら、日本学術会議法にも学術会議は政府から

独立するとちゃんと書いてある訳です。 

 

 憲法 15条の国民と自分を 100％重ねる傲慢さ、  

国民の意思を勝手に盗み取ったような話  

  アベスガ政権は一貫しています。最初は矛

先がメディアに向かい、国谷さんや古館さん

がキャスターからはずされた。次に刃を受け

たのが、学問の世界です。今回排除された会

員候補６人は、過去の言動が権力者に目障り

だったことは明らかです。 

  菅さんは、排除を正当化する根拠に、憲法

15 条の公務員の選定、罷免の権利を持ち出し

ています。憲法 15 条には、国会議員をはじ

めとする公務員、すなわち公的な権力を行使

し影響を及ぼす人たちを任命する源は、主権

者である国民の意思だと書いてある。ところ

が、菅さんは憲法 15 条で想定している国民

と自分を 100％重ねて、何の疑いも持ってい

ません。恐ろしい傲慢さです。「あなたは国
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民そのものなんですか」と私は菅さんに聞き

たいですよ。 

  憲法 15 条の国民の意思は、まず選挙で国

会に反映されます。そして国会が公務員の任

免に関する様々な法律を作ります。その法律

に基づいて公務員が任免される訳です。学術

会議は国会が作った日本学術会議法に基づ

いて、会員を任命する仕組みになっています。

ただ、学者の集まりは専門的な知識がないと

なかなか議論に参加できない。そこで、学問

的な成果に基づいて優れた業績を上げた人

を会員にするというルールにしている訳で

す。学問的成果に基づいて任命するというの

が、国民の意思なんです。菅総理は、その横

っちょにいて、形式的に会員を任命する権限

を持っているだけです。その人が入り込んで

「こいつは駄目だ」と言う。その理由として

国民の意思を騙(かた)る。これは、国民の意

思を勝手に盗み取ったような無茶苦茶な話

です。公務員をいかようにも任命、罷免でき

るという考え方はファッショです。 

  という訳で、学術会議の任命拒否の問題は、

菅政権の権力の使い方の一つの象徴的な事

件であり、民主主義で不可欠な異論を唱える

自由を崩す、反民主主義的な所業です。 

  加藤先生みたいに立派な、常識的な、学問

的に優れた著作を書く学者を排除するのは

政治家の知性の崩壊です。これは、日本の政

治にとって大変な危機だと思います。 

 

 アベスガ政治においては言葉が崩壊 

 アベスガ政治においては言葉が崩壊して

います。今国会の予算委員会でも、菅総理の

「答えは差し控える」という「答弁」が何度

もありました。民主主義は、やっぱり議論の

政治、言葉の政治ですね。自分の意見を人に

知らせ、人の意見を聞く。そういうキャッチ

ボールの中から到達点を見つける。それがギ

リシアの民主政治以来のやり方だったけど、

今の日本では、言葉のやり取りが成立しなく

なった。菅さんは予算委員会でもひたすら紙

を読んでいます。表現力がない。あるいはち

ゃんとものごとを考えていない。本当に深刻

ですね。 

  サクラの問題も、秘書がトカゲのしっぽ切

りにあうという帰結が見えている感じがし

ます。しかし、1 年間にわたって安倍さんが

国民に嘘をついてきた事実は消えません。今

回、親安倍だったＮＨＫが、この問題を取り

上げたことは、なかなか興味深いところです。 

  冒頭で主催者が言われた「天網恢恢疎にし

て漏らさず」は本当です。常識をねじ曲げる、

あるいは人間の持っている正義感、倫理観に

反するような暴挙を権力者が続けるのは無

理なんです。どこかで破綻します。シェーク

スピアの戯曲は権力に憑りつかれた王様が

権力を振るうことで自ら滅んでいくという

お芝居が多いですね。マクベスとか。 

  菅さんは「俺が全部やるんだ」「俺の言う

ことを聞け」と動いています。そこに最大の

落とし穴があります。私たちはここで、自信

をもって「おかしい」と声を出さなければい

けません。 

   

 野党がまとまったのは市民の力、 悲観的な私

がちょっと楽観的に 

  私は 30 年来、社会党、その後の民主党と

も関わってきました。日本の野党を応援して

政権交代をめざす企ては、賽の河原で、ちょ

っと石の山ができたと思うとガラガラと崩

れます。それを３回くらい経験したので、私

は悲観的でした。しかし、最近はちょっと楽

観的になってきました。その訳は、自民党の

自滅がちょっと見えてきたのと、野党がやっ

とまとまったことです。 

  これまで、保守二大政党論に対して、野党

がまとまり切れませんでした。でも、2015

年以降、集団的自衛権反対で民主党、共産党
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などがまとまりました。それに不満を持つ保

守二大政党論者が、2017 年の希望の党騒動・

クーデターを起こしました。これはまずいと

枝野さんたちが立憲民主党をつくって、なん

とか野党第一党になれました。 

  立憲民主は社会民主主義的な政策を取り

ます。つまり競争万能じゃなくて、社会保障

を中心に、政府がしっかり格差と貧困に取り

組んでいく。最近、枝野さんはベイシックサ

ービスという言葉を使うようになりました。

これは基本的にヨーロッパの社会民主主義

と同じです。国民の必要とするサービスを国

が提供します。選挙との関連でいえば、若干

の温度差はありますが、共産党との野党共闘

に踏み切りました。 

  野党の再編成ができたのは市民の協力が

あったからです。また、共産党や社民党の力

も大きいものがあります。たとえば 2017 年

の総選挙の時、締切間際に立憲民主という政

党を作りました。その時に、共産党が高い見

地から候補者を調整して、いくつかの小選挙

区で立憲民主から事実上の野党統一候補を

出して勝てました。これが、立憲民主が野党

第一党になれた理由です。 

 

重要なのは方向感覚、 アベスガ政治の前で、

政策は自ずと重なってくる 

  立憲民主の綱領を見ると、他の野党と共有

できるものが多いんです。自衛隊とか日米安

保とか究極のゴールは党によって違います

が、共産党だって今すぐ自衛隊解散、日米安

保破棄を言っている訳ではありません。たと

えて言えば、東京から新幹線に乗って西へ行

く。ある人は博多まで、ある人は広島まで、

ある人は大阪まで行く。でも、とりあえず大

阪までは一緒に行く。これが野党協力のイメ

ージですね。ここで重要なのは方向感覚です。

みんな西をめざす。憲法９条の理念にのっと

る。安保法制も地位協定も改変する。原発も

再稼働は極力認めず、廃炉に向けて工程表を

作る。これは今の野党、かなり広い範囲で共

有できると思います。市民の共通理解になっ

ていると思います。 

  アベスガ政治で、コロナは広まるし格差は

狭まりません。そういう中で、良心的な政治

家が政策を出し合えば自ずと重なってくる

訳です。国政選挙を共に闘う中で相互理解が

進んでいます。私のトーク番組で、立憲民主

と共産党のいわゆる論客と呼ばれる議員に

出てもらって、政権構想を語ってもらうと、

あんまり違いはありません。これなら政権を

担うことが十分にできます。以前は「共産党

と一緒に選挙ができるか」という人がいまし

たが変わってきました。 

  具体的な政策については、基本的には小さ

な政府ではなくて、大きな政府ですね。消費

税はいろんな議論があるんですが、私たちが

払っている負担には所得税も社会保険料も

いろいろある訳で、それをトータルで考えて

富裕層の負担強化と低所得者層の負担軽減

という方向で考えていくということです。今

の日本では、機会の平等さえ脅かされていま

す。竹中平蔵さんは、機会の平等があれば自

由競争でいいと言うけれども、機会の平等さ

えないのが今の日本です。機会の平等を本当

に実現させようと思えば、ハンディキャップ

を背負わされている人々を賃金的にちょっ

と後押しする、そういう制度がなくてはいけ

ません。そのへんが野党の共通政策の柱にな

ると思います。 

  野党には経済政策がないとよく言われま

すが、自民党には経済政策があるのか。ない

ですよ。三菱重工や日立などのかつて優良企

業の没落を見ていると、何がアベノミクスだ

と思います。これからは再生可能エネルギー

を中心にエネルギー転換をして、地域分散型

の経済システムを作っていくことが大切で

す。 
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  ジェンダー平等とか多様性とか個人の尊

厳の話をすると、人間の生き方に関する争点

でワーワー騒いでも腹はふくれないと、いち

ゃもんをつける人がいます。私はそれも違う

と思います。画一的で上意下達的な男性優位

の社会で、威張ることしか知らない爺さんが

経団連や政府の審議会にいるから日本は衰

退の一途をたどっています。家庭と仕事のバ

ランスを考えながら働きたいという豊かな

価値観を持った人がつくる社会でこそ経済

が発展します。地方分権を進めて地域分散型

の経済を作ります。これらのことで野党連合

は政府との対立構図を作ることができます。 

  市民連合の共通政策を 15 項目にまとめた 

  プロセスから市民と野党との協力体制を 

  ９月に、コロナ危機を踏まえて人間の生命

を尊重する市民連合の共通政策を 15 項目に

まとめました。これを野党各党に持っていっ

て基本的な賛同を得ました。個人の尊厳、地

球環境問題、平和非核化、そして沖縄の問題

などです。選挙は来年、任期満了に近くなる

と思います。15 項目をもっと短縮した分かり

やすいスローガンが必要になります。私たち

の方から５項目とか７項目とかの政策を示

して、それに各党が協力するという形で選挙

の体制を作りたいと思います。 

  とにかく 289 の小選挙区のうち少しでも

多く、一騎打ちの構図を作ることが課題です。

候補者を擁立するプロセスから市民と野党

との協力体制を作ります。滋賀はそういうこ

とができている、他のところの模範だと私な

んかは思うんですね。 

 

政権交代のうねりを滋賀県から 

  三権分立は風前の灯です。政権交代が日本

を救います。安倍さんを国会に招致すると言

っても、自民党が多数を持っているから、で

きる訳がない。検察が本気で動いたのはちょ

っと変化かなと思いますが、やっぱり国会で

多数派にならないと、情報公開も、権力犯罪

の追及も、コロナ対策も、格差や貧困を解決

する予算配分もできない。結局、政権交代が

私たちの命を守る。そういう認識で次の選挙

に取り組んでいきたいと思います。 

 大勢集まって頂いて、私も来た甲斐があっ

たと喜んでおります。滋賀県は野党共闘の先

進地でありまして、ぜひ皆さんの力で次の総

選挙でしっかり結果を出して頂いて、政権交

代の大きなうねりをこの滋賀県から起こし

て頂きたいと思います。 

 

(３)立命館大学教授の倉田玲さんのお話  

 次に登場したのが立命館大学教授の倉田

玲さん。学術会議「任命拒否事件」の本質を、

漫談風に、とても深く、とても面白く語りま

した。「こんな大学の先生がいるんだ」とサ

プライズに参加者は驚き感激しました。倉田

玲さんのお話のさわりを紹介します。 

 これは一言で、ルール違反の開き直りです。

しかも厄介なことに、深刻なことに、ルール

の意味を分かっておられず、分かろうともさ

れてない。さらにはご自分(菅首相)のおっし

ゃった、つい昨年度の言葉を早速忘れておら

れます。 

 憲法第 73 条４号を見ましたら、内閣のお仕

事の一つに「官吏に関する事務を掌理するこ

と」、つまり国家公務員の人事を扱うことが

あるんですが、その条文には「法律の定める

ところに従い」と書いてあり、勝手に選り好
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みをしてはあかんという訳です。 

 都合の悪いところは読まない。なんか使え

そうなところは連想ゲーム的に使う。こうい

うことを許してはいけません。人を好き嫌い

の嫌いの方で、はじくということです。同じ

ことが安倍内閣の時代から何度も繰り返さ

れてきたじゃないですか。 

  権力主流から睨まれると学問をさせても

らえない。そういうことがあっては駄目だか

ら、政治から距離を置いた所で学問全体を見

渡すような組織(学術会議)が 1949年(昭和 24

年)に作られた。それが今に続いている。 

   

(４)政党代表と候補者のアピール 

 続いて、立憲民主党県連の代表代行で４区

からの立候補を表明している徳永久志さん、

日本共産党滋賀県委員会委員長の石黒良治

さんと３区からの立候補を表明している佐

藤耕平さんからアピールがあり、嘉田由紀子

参院議員からメッセージが寄せられました。 

 

(５)１区から４区からのアピール 

 最後に、１区から４区からアピールがあり

ました。そのごく一部を紹介します。 

 「１区つなぐ会」の松尾隆司さん  

政党だけでは勝てない。圧倒的な市民がい

て嘉田さんを当選させた。今の政府は「コロ

ナを広げる」ために一生懸命やっている。小

中高と特別支援学校に一斉を休校を要請し、

日本中の子どもの教育を受ける権利を思い

付きで切り捨てた。この政権は変わってもら

う。 

「2 区の会」の水原渉さん 

世話人会の推薦候補として田島一成さんを

推すことを決めた。私たちの願を 10 項目の

政策要望にして合意した。宣伝カーを使い、

２区の会のポスターも作って運動を進めて

いる。歩調がそろわない部分は克服しながら、

いつ衆議院選挙が行われても頑張っていく。 

「３区市民の会」の大道さん  

学術会議問題のビラを 5000 枚作り各駅で

宣伝した。立命館大学の不戦の集いで末川博

総長が「油断をして不断の努力を怠ったなら、

いつまた私たちが体験したような状況にな

るかもしれない」と言っていた。まさに今、

私たちが油断をしていたらだめだというこ

とだ。 

「4 区の会」の中野善之助さん 

とんでもない不測の事態が起こらない限り

徳永さんを統一候補にして４区で勝利をす

る。こういう活動を 2 月から開始した。1 月

23 日に、400 人を収容する日野の大ホールで

４区市民が大結集する集会をする。大いに盛

り上がって勝利をしよう。 

  

 最後は皆でシュプレヒコール。「政権は学

問に手を突っ込むな」「直ちに６人を任命せ

よ」「国民連合政権をつくろう」「市民と野

党でつくろう」「滋賀からつくろう」。会場

に元気が溢れます。参加者は、爽やかな顔つ

きで帰路につきました。 

 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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講演資料 

 

 11月 21日、大津市内で行われた大津革新懇の総会における本多副理事長（龍谷大学教授）の学術会議会

員任命拒否問題での講演資料を紹介します。 
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◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  
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12 月 10 日、滋賀県民らが福井の原発 7

基の運転差し止めを求めた裁判（2013 年 12

月 24 日提訴）の第 27 回口頭弁論が大津地

裁で行われました。  

原告側は、①津波問題での反論、②船舶

や航空機で義務付けられている避難措置に

相当する避難計画は原発では一層重要であ

ること、③高浜原発で発生している蒸気発

生器の減肉問題は過酷事故に発展するリス

クをはらんでいることなどについて、それ

ぞれ準備書面 (72)、(73)、(74)を提出して法

廷で口頭説明を行いました。このうち、津

波問題は、原告が津波問題について主張し

た内容を、被告が全面的否定したことに対

する反論であり、主な内容は、 1)被告が用

いた津波シミュレーションモデルは実績デ

ータによる検証が不十分であり、若狭の原

発に対する予測としては信頼性に欠けるこ

と、 2)被告は伝承の大津波について徹底的

に否定しているが、歴史学者や歴史史料、

さらには津波痕跡調査からも歴史的な大津

波の存在の可能性を否定できないこと、 3)

津波予測は、地震と比べても歴史の浅い分

野であり、新しい津波発生機構の発見や、

津波高さの評価結果が短時間のうちに置き

換えられるなど、被告の評価結果が十分安

全というものではないことなどを主張して

います。  

一方関電側は、準備書面 (53)～ (56)を提出

し、この間、原告が指摘してきた各原発の

地盤は水平成層構造とはいえず、三次元探

査が必要という主張などに対して反論した

ものです。このうち、準備書面 (53)では、

東京大学名誉教授や名古屋大学名誉教授な

どの専門家意見書をふまえて、自らの主張

が妥当であるとして原告主張に反論してい

ます。  

次回の期日は 3 月 11 日 (木 )14 時 30 分か

らとされました。  

裁判が始まる前、13 時 10 分から原告の

代表も参加して進行協議が行われ、争点整

理や今後の期日について確認されました。

原告側は 5 人の証人申請をしていますが、

その採否は争点整理が終わり、裁判所なり

に整理が行われた後になる見通しです。ま

た堀部裁判長は、大飯原発の設置変更許可

を取り消した 12月 4日の大阪地裁判決を読

みたいとして、原告側に証拠としての提出

を要請しました。  

 

大阪地裁が大飯原発設置変更許

可取り消し判決  
12 月 4 日、大阪地裁は関電大飯原発 3，4

号機の設置変更許可を取り消す判決をだし

ました。地震の規模を決定する際に、バラ

ツキについて検討すらしておらず、規制委

員会の審査には看過しがたい過誤があると

いうものです。これは滋賀をはじめ全国の

原発裁判における住民の闘いを大きく後押

しするものです。次回 3 月 11 日には裁判終

了後、この判決を勝ち取った弁護団に依頼

して判決の内容などについて講演会が行わ

れる予定です。  
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コロナ禍で医療従事者等の置かれている

過酷な状況が改めてクローズアップされる

中、11 月 6 日草津市内で『過労死等防止対

策推進シンポジウム』 (主催 :厚生労働省 )が

開催され約 50 人が参加されました。滋賀で

の開催は 6 回目です。  

『いのちと精神、健康の脅威、パワハラ・

過労死をなくす働き方』と題して講演され

た近藤雄二氏 (健康環境支援研究所主宰、元

天理大学教授、医学博士 )は、労働と健康、

産業疲労の研究者として「我が国は、企業

の指揮命令権が非常に強い。一方的な命令

で、限界まで追い詰める構造が多くの過労

死事例に共通」しているとして「過労死を

ゼロにするためには、国の責任として企業

への監督をもっと強化しなければならない」

と強調されました。2020 年 6 月から施行さ

れているパワハラ防止法 (改正労働施策総

合推進法 )については、「パワハラに該当す

る範囲が狭く」し「パワハラに該当しない

例」を示すなど「被害者の受け止めをとが

め、加害者を許容する側面」がある、また

「罰則規定がない」などの課題を指摘しそ

の改善の必要性を強調されました。  

1999 年 8 月、小児科医の夫の利郎さん (当

時 44 歳 )が長時間労働による自殺で亡くさ

れた中原のり子さん (東京過労死を考える

家族の会 )は講演で、「コンビニは 24 時間

開いていてほしい。弁当は出来るだけ安く

買いたい。宅配便は決まった時間にきちん

と届けてほしい。24 時間 365 日安心・安全

な医療を受けたいなどの私たちが当たり前

に考えている『便利な生活』を求めている

中で過労死は起きている。」として、夫の

死後も医師の過労死や過労自殺が後を絶た

ないとして「医師の残業規制がなぜ特例で

年 1860 時間なのか」「医療者の聖職者意

識・犠牲的精神の上に成り立つ労働環境を

これ以上許してはなりません」「医療者も

患者も共に幸せに暮らせる、『真の働き方

改革の実現』を心から願っています」と訴

えられました。  

 

（働くもののいのちと健康を守る滋賀県セ

ンター 服部喜由）  

 

 

 

 

 
第 20回滋賀地方自治研究集会 

 日時 2021年 2月 23日（火・祝）13:30～16:45 

 場所 滋賀県教育会館大会議室 

 基調講演 岡田知弘（自治体問題研究所理事長、京都橘大学教授） 

      菅政権の自治体政策にふれながら 「コロナ禍下で問われる国と地方自治のあり方」 

  レポート報告  コロナ禍のもとでの滋賀の教育、医療、平和運動などを予定 

 ※コロナ感染対策としてズームを併用してリモート参加が可能なように設定します。 
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PFIの重要な評価手法である VFMについて 

 

 前号で立命館大学の岸教授の PFIに関する講演概要を掲載しましたが、PFI実施にあたっての

重要な評価手法であるVFMについての説明が十分できていなかったので以下でポイントを説明

します。 

 

VFMは、Value For Money の頭文字をとったものです。直訳すると、「金額に見合った価値」

という意味であり、PFI事業実施には必ずこの値の算出が求められます。PFI事業における VFM

は、従来手法に比べて PFI手法を採用するとどれだけ安くなるかを表そうとするものです。 

  

 VFMは次式で表すことができます。 

  

 VFM（金額）=従来手法による事業費－PFI手法による事業費  

 VFM（率）＝（従来手法による事業費-PFI手法による事業費）/従来手法による事業費  

 

この計算にあたっては、割引率というものを用いて現在価値化という処理が行われます。たと

えば、割引率をｒとすると、M円という現在の金額はｎ年後には、 

  M/（１+ｒ）n 

  

 具体例で説明すると、割引率を２％とすると現在の１００円は１０年後には８２円の価値とな

るというものです。 

  

 VFMの問題をいくつかあげると、 

  

①まず、従来手法の事業費の算出の問題があります。PFIは事業者によっていろいろな提案の可

能性があり、従来手法の事業費を事前に一定の値を固定することは本来できませんが、それをあ

えて行っているという問題です。算出される事業費も、従来の実績をベースにした概算でしかあ

りません。 

②次に、PFI事業費の算出ですが、これも事前に算出することは困難ですが、建設費や維持管理

費は、従来手法事業費に一定の削減率（一般には１０％）を設定して算出されます。これに、PFI

独自必要となる経費（会社設立経費、税金、公民の金利差）などを加算して算出されます。 

③各年度に事業費を配分して、現在価値化の処理が行われますが、割引率の根拠は説得力に欠

けるものです。一般に割引率を使用することにより、設計建設の時期に支出が大きい従来手法の

事業費低減率は PFI手法の低減率に比べて小さくなり、VFMが大きくなる要因の一つとなって

います。 

VFM がプラスになっていることが PFI 事業推進の錦の御旗になっているのですが、

その根拠は脆弱であるというのがこの間の調査結果です。  
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自治体研究社の新刊  

①  新型コロナ対策と自治体財政～緊急アンケートから考える～  

平岡和久・森 裕之著 A５判 定価（本体 1500 円＋税）   

②  検証介護保険施行 20 年～介護保障は達成できたのか～  

芝田英昭編著 A５判 定価（本体 2200 円＋税）   

③  水道の民営化・広域化を考える［第３版］  

  尾林芳匡・渡辺卓也編著 A５判・並製カバー196 頁／定価（本体 1700 円＋税）  

④  長寿社会の地域公共交通 元気な高齢者を増やし、地方が抱える難問を解決する！  

西村茂著 A 5 判・並製カバー・218 頁 定価（本体 2000 円＋税）  

 

※滋賀自治体問題研究所を通じて注文していただくと、税抜き価格でお届けします。送料は

当方の負担としますが、代金を振り込む場合の手数料はご負担願います。 

 

公の施設のあり方研究会第 5回研究会について 

公の施設のあり方に関する第５回研究会を以下のとおり行います。 

結果については次号でお知らせすることとしますが、ご意見や各市町における公の施設に関

する情報などをお寄せください。 

日時 12月 17日(木)17:00～ 

 場所 ズームを使用 

 議題 

（１）指定管理者制度について 

 コロナ禍による減収補填の状況などの調査結果について。 

 県の来年度からの指定管理者審査結果について 

指定管理者の収支に関する調査の実施について。 

（２）包括的民間委託について 

 対象事業についてはヒアリングを完了。とりまとめ第二次案の協議 

（３）DBO（設計建設維持管理一括方式） 

 この方式を導入している県下水道事業、大津市で実施されているゴミ焼却施設についてのとりま

とめ案の議論 

（４）PFI 

県および長浜市公営住宅、大津市学校給食センターPFI事業のまとめ。 

（５）大津市ガスコンセッション方式 

 導入検討段階の資料と比較しながら作成したヒアリング課題などについて議論。 

（６）病院独法化 

 大津市民病院について、第二期中期計画の内容などについて検討して作成したヒアリング課題に

などについて議論。 

（７）その他 

 

 


