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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 市町村長・議員選挙の歩みー第１回の記

述の訂正と発見 

 まず、訂正から始めよう。前号で 2 頁左欄下

から 9-4 行目に「1947(昭和 22）年の戦後初の道

府県知事選挙と道府県議選挙ですでに 80％台で

あり、2 度目の 1951 年の道府県知事・道府県議

選挙では 90％台を記録している」と書いたが、

これはグラフの読み間違いであった。お詫びし

て訂正します。貼り付けたグラフが白黒であっ

たので、読み間違えたのであるが、この数字は

道府県知事と道府県議員選挙ではなかった（図

表は再録していないので、前号の図表を見て下

さい）。 

 正しくは、戦後第 1 回の統一地方選挙で投票

率が 80％台であったのは、道府県議選と市区町

村議選であり、知事選と市区町村長戦は 70％台

であった。第 2 回目の 1951（昭和 26）年選挙で

90％台であったのは、市区町村長選と市区町村

議員選であり、知事選と道府県議選も 80％台に

上昇した。その後、市区町議選は 1963（昭和 38）

年まで 80％台を維持している。市区町村長選は

この 1963 年に 80％台をわずかに割る 79.55％で

あった。以後、4 つの選挙は上下の波を経つつ、

いずれも投票率が漸減していくが、市区町村長
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選と市区町村議選という二つ身近な地域の選挙

が、より大きな地域である知事選・道府県議選

を上回ってきた（例外的に 1975（昭和 50）年選

挙では、道府県義選の投票率が市区町村長選を

上回っている）。しかし、その市区町村議会選

挙でも、1983（昭和 58）年の 72.78％を最後に、

以後 70％を割り、1995（平成 7）年には 59.84％

と 50％台に下がり、4 年前に 50.02％、そしてつ

いに今年の統一地方選挙では 50％を割った。 

 滋賀県内でも同じ傾向であり、今年の統一地

方選挙の後半部の近江八幡市議選 51.36％（前回

55.26％）と日野町議選 59.81％（65.39％）の 2

つの議員選挙と豊郷町長選 57.95％（前回

65.72％）で 50％を超えたが、他の 3 市では 50％

に届かなかった。大津市 42.17％（前回 45.70％）、

彦根市 43.39％（50.05％）、栗東市 39.45％

（43.94％）であった。一体なぜ、これほどまで

に低下してきたのであろうか。 

 ところで、ヨーロッパ諸国の国政選挙では過

去には 80％台の投票率が当たり前で、スウェー

デンやデンマークなどの北欧では今でも 80％台

の投票率を維持している。しかし、日本では衆

院・参院議員選挙という国政選挙では一度もこ

の 80％台を記録したことがない。衆議院選挙で

は 1958（昭和 33）年の 76.99％が最高であり(こ

の選挙は 1955 年の保守合同、左右社会党の合同

後初の衆議院選挙で、「保革 2 大政党制」の誕

生が期待されていた）、1993（平成 5）年に 70％

を割る 67.26％を記録した後に漸減していた。自

公政権から民主党連立政権への政権交代をもた

らした 2009（平成 21）年の選挙で 69.28％に上

昇したが、それ以後、60％以下に下がったまま

である。 

 参議院選挙では戦後 2 回目の 1950（昭和 25）

年の 72.19%を超えたのは、1974（昭和 49）年の

73.20%と史上最高の 74.54%を記録した 1980（昭

和 55）年の 2 回である。1980 年の衆参両院で投

票率が上昇したが、その理由は、大平内閣不信

任案が自民党内の一部派閥の欠席によってハプ

ニング的に可決され、衆議院が解散されたため、

参議院選挙との同日投票（ダブル選挙）になっ

たことによる。なお、大平首相はこの選挙中に

死去したが、選挙では自民党が大勝した。 

 

２ 地方議員と議会の役割の変化ー議員は

「誰を」、「何を」代表しているのか？  

 市区町村議会選挙は、もともと小さな単位の

選挙であるうえに、小規模自治体では集落・地

区から候補者が出るという、それぞれの地区代

表としての性格を持っていた。議員たちは地域

の道路や水道、公共施設など住民要求を行政に

届けるという役割を担っていた。しかし、1953

（昭和 23）年から始まる「昭和の大合併」によ

って、1947（昭和 22）年に全国で 10,505 あった

自治体は、1956（昭和 31）年に 4,668 に、1965

（昭和 40）年には 3,392 自治体へと減少した。

戦後初期からの投票率の漸減には、合併によっ

て地方自治体が大きく遠くなったという理由が

挙げられる。しかしまだ、この段階はましであ

り、旧村・旧集落の協同体生活と意識が存在し、

「ムラ」の生活が市町村議員選挙における投票

行動を支えていた。市町村議員たちも地区代表

としての意識を持ち、活動を行っていた。1960

年代から 70 年代までの高度経済成長期もこの

「代表」関係はそれなりに維持されていた。 

 しかし、1980 年代後半、とくに 1990 年代（平

成年代）以後、日本社会は激変した。工業のグ

ローバル化と産業構造の変化、農業人口の激減、

工業からサービス産業への労働力の移動は、住

民と市町村議員とのこの「代表関係」の基礎を

崩していった。かつての「ムラ」の共同体と共

同生活は消失し、人々は「生産者」「労働者」

ではなく、「消費者」としての意識が優先し、

行動するようになった。労働組合の組織率は急

速に低下し、かつての社会・文化団体も会員が

激減し、人々は「企業化」された商品の購入者

へと変貌した。農村部に誘致された工場で働く

人々の多数は、「地域の市民・住民」には十分
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にはならなかった。この状況下で平成の大合併

が強行され、基礎自治体が大規模化され、行政

と議会がいっそう遠くなり、住民にとっては手

が届かない存在となった。また、市議会議員に

当選するには、旧来の地区・地域の支持だけで

は不十分であり、業界団体や社旗団体も弱体化

し、議員たちは地域から離れた浮き草に近くな

り、選挙地盤は中途半端なものになった。誰も

が「浮動票」という不確かな目に見えにくい人々

をターゲットとするようになった。「政策で争

う」といっても、大都市以外の地方議会はさほ

ど政党化されておらず、無所属保守系が多い状

況では、政策論争が選挙の争点にはならない。

したがって、市民にとっては何が争点なのか、

候補者の違いは何かが不明なままでの選挙とな

る。これでは、選挙において投票先を選びよう

がないのである。 

 このような変化の結果、地域の建設業や農業

などの利益団体を明確に代表している一部の議

員以外は、多くの市民にとって「議員」の「代

表性」は自明ではなくなったのである。その結

果、人々は、議員選挙に行かなくなり、投票率

が止めどなく低下し続けているのである。そし

て、これは議員に跳ね返り、議員自身も誰を、

何を代表するのか、代表すべきかを見失い、自

分の立ち位置と政治的スタンスに迷いと動揺を

生じさせているのである。都市部の首長や議員

選挙における 30～40％台の投票率という、民主

主義国家における選挙として異常な低さの背景

には、このような事情がある。このような異常

な状態は、代表としての「正統性」を揺るがす

もので、一刻も放置できない。では、どのよう

な取組をすれば良いのかについて、次に考えて

みる。 

 

３ 社会の構成を的確に反映した議会に変え

る 

（1）女性議員の比率の引き上げ､均等化 

 議会は市民の声と要求を吸い上げ、それを首

長（行政の執行部）との対話と対決を通じて実

現するとともに、行政を監視する役割を持って

いる。そのためには、多様な市民を反映した構

成になることが不可欠である。人間の半数は男

女から構成されているのであるから、議員の構

成も半数に近づけるのが、「代表性」の達成に

近づくことになるのは、理の当然である。 

 昨年 5 月に成立した「政治分野における男女

共同参画推進法」（候補者男女均等法）によっ

て（これは政党に対して、候補者を男女均等に

することを義務づけるのではなく、努力を求め

るもの）、今年 4 月の道府県議選挙では、各党

が女性の候補者をそれなりに増やした。その結

果、女性の当選が増え、史上最多の 237 人の女

性議員になったが、なお定数の約 1 割（10.4％）

である。当選者に占める割合では、自民党 3.5％、

国民民主党 14.5％、立憲民主党 24.6％、共産党

51.5％であり、自民党の極端な低さと共産党の

多さが目立っている。政令市では前回より 34 人

多い 211 人が当選し、札幌市議会が政令市で女

性比率が一番多い 32.4％となった。 

 滋賀県議会選挙では大津市選挙区（定数 10）

で 4 人、草津市選挙区（定数 5）で 1 人が当選

したが、他の選挙区は女性がゼロであり（無投

票区も含む）、定数 44 のうちの 5 人で 11.4％で、

全国平均レベルである。今回選挙のあった市町

議会議員では、大津市議会では定数 49 で女性は

9（18.4％）、彦根市は定数 26 で女性は 5（19.2％）、

近江八幡市は定数 27 で女性が 5（18.5％）、栗

東市は定数 19 で女性が４（21.1％）、日野町は

定数 16 で女性が 3（18.8％）であった。栗東市

だけが 20％を超えている。市議会レベルでは、

女性比率の上昇が見られるが、県議ではまだま

だである。この候補者男女均等法に沿って候補

者を男女同数にすることを政党に強く求めてい

くことが重要である。 

（2）議員の年齢を社会の人口構成に近づける 

 日本社会が高齢化していると言われている

が、地方議員の高齢化はもっと激しい。（１）
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で紹介した NHL 地方議員 2 万人調査によると、

最年少議員が「60 歳以上」の議会が 91 ある。

町議会の 7.7％、村議会の 18.6％がそうである。

これには議員報酬の金額の低さと地域の高齢化

が関係している。ちなみに、今回選出された滋

賀県議会では、30 歳台が 1 人、40 歳台が 10 人、

50 歳台が 13 人、60 歳台が 18 人、70 歳台が 2

人であるが、人口比と比べて若い人が非常に少

ないことは明らかであり、改善の必要がある。

今年の統一地方選挙前の 19 市町のうち、議員の

平均年齢が 60 歳以上の議会は 15、他の市町も

60 歳弱であり、いずれも高齢化率は高い（『朝

日』2019 年 3 月 23 日、滋賀面「県・全 19 市町

のいま」）。これらは議員報酬と関係している

ので、県内市町議会の議員報酬を見ておこう。 

 議員報酬では、滋賀県議会議員の報酬は月額

80 万円で、ボーナスを入れると年額 1000 万円

を超えるので、議員収入だけで生活していける

金額である。ちなみに、議員報酬が 40 万円を超

えるのは、大津市（56.3 万円）、草津市（44.3

万円）、彦根市（40.5 万円）だけであり、家族

持ちの 40~50 歳台が議員報酬だけで生活できる

のはこの 3 市くらいであろう。他の市では、守

山市 38.2 万円、長浜市 37 万円、近江八幡市 36

万円、湖南市と甲賀市 35 万円、高島市 31 万円、

米原市 30 万円となっており、夫婦共働きでやっ

ていける金額である。他の市町の議員報酬はそ

れより低く、議員報酬だけでは生活できそうに

ない。議員報酬が低い順に言えば、豊郷町 16.2

万円、甲良町 17.7 万円、多賀町 18.5 万円である

（『朝日』2019 年 3 月 23 日、滋賀面「県・全

19 市町のいま」）。 

 若年・中堅年齢層の議員を創るには、議員専

業を可能にするためにはこの議員報酬の金額問

題は避けて通ることができない。市民と議員の

間での公開の率直な意見交換が必要である。 

 他方、小さな自治体では議員報酬の引き上げ

が財政的に厳しいであろうから、その代替策と

して、多くの人が議員になれるようにするため

に、兼業の容認拡大や夜間・日曜・土曜議会の

開催も検討課題であろう。また、夜間・日曜・

土曜の議会開催は、職員の残業・代替休日の問

題はあるが、議会の傍聴を容易にするために有

効であり、検討に値する。 

（3）若者議会・子ども議会・女性議会などの恒

常組織化 

 市民が地方自治と議会に直接参加し、関心を

持ってもらうための取組は世界各国で試みられ

ている。「代表性」の危機、投票率の低下（と

くに若者の投票率の低下）、議会への関心の低

下は世界的な現象である。スウェーデンなどの

北欧諸国では、政治参加の一つの形態として若

者議会や若者市長などの制度が取り入れられて

いる。それは、単に若者の声や要望を聞く場を

設けるという形だけではない。若者議会に一定

額の予算を付与し、その使途の決定ができるよ

うにしている。また、先進的な自治体では、ま

ちづくりの総合計画や部分計画に若者の参加を

呼びかけ、そこでの議論でまちづくり計画を作

り上げていく試みがされている（明るい選挙推

進協会『シティズンシップ教育』宮本みち子「ス

ウェーデンのシティズンシップ教育」、

www.akaruisenkyo.or.jp/citizenship、石田徹・高橋

進・渡辺博明編『18 歳選挙権時代のシティズン

シップ教育』法律文化社、2019 年)。 

 また、女性の意見を議会審議と行政に反映さ

せるための女性議会も有効であろう。当然のこ

とながら、これは働く女性や専業主婦、さまざ

まな仕事の女性たちが参加しやすくするため

の、曜日や時間の工夫が不可欠である。ともか

く、上述のように、かつてのような「代表性」

が成り立っていないという事実から出発するこ

とが大前提である。世界各国がこれを試みてい

るのである。 

 

４ 統一地方選挙の統一率の回復と投票を便

利にする 

（1）統一率の回復 



しがの住民と自治 第 336 号 2019 年 7 月 15 日 

 

5 

 

 下記の図が示すように、近年の統一地方選挙

は「統一」と言いながらも「統一率」が極めて

低く、20％台になっている。また、統一率の低

下は投票率の低下と連動している。全国一斉に

地方議会と首長選挙が行われるならば、その

時々における地方自治と地域生活をめぐる争点

が何であり、どの政党がどのような政策を提示

し、実行しているかが問われることになるであ

ろう。選挙の争点が明確になれば、人々にとっ

て選択が分かりやすくなり、投票に行く動機が

高まり、投票率は上がる。このためにも、各種

の地方選挙の時期を順次ずらし、統一地方選挙

にできるだけ揃えていくための措置が必要であ

ろう（片山義博「片山義博の『日本を診る』112 

統一地方選挙改革論」『世界』2019 年 3 月参照）。 

（2）投票を便利にする 

 投票方法の大胆な改善も不可欠である。18 歳

選挙権が実現し、参議院選挙と衆議院選挙、統

一地方選挙が実施されたが、投票率全体の低下

と同時に若者の投票率が特に低い。日本の投票

制度で昔と比べて改善されたのは、不在者投票

が期日前投票として容易になったくらいであ

る。商業施設等に「共通投票所」を開設できる

ようになったが、これを開設している自治体は

わずかであり、あいかわらず、「投票所に来て

投票する」ことを大前提としている。生活形態

も昔と大きく変わったのであるから、もっと多

数の期日米前投票所を設けたり、住民票を移動

していない大学生たちがもっと簡単に不在者投

をできるようにすること、郵便投票をもっと簡

単にすることなどを実施すべきである。投票率

の高い国では、主権者たる国民が「権利として

の投票権」を行使しやすくするために様々な努

力をしているが、日本もこれを見習うべきであ

る。 
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５ 議会と市民とのズレの是正～議会改革の

必要性～ 

 NHK の 2 万人地方議員調査によれば、「議会

は機能している」かについて、議員の 13.4％（滋

賀県 11.3％）が「とてもそう思う」、62.2％

（61.3％）が「ある程度そう思う」と答えてお

り、合計 75.6％（72.6％）が機能していると考

えている。また首長との関係では、「首長と議

会との間にほどよい緊張感がある」という項目

について、「とてもそう思う」が 9.1％（滋賀県

12.5％）、「ある程度そう思う」が 62.3％（59.4％）

で、合計 71.4％（71.9％）が「ほどよい緊張関

係がある」と考えている。しかし、2018 年度に

執行部が提案した議案が否決されたことがある

のは、道府県議会 2（和歌山県と福岡県）、特

別区 1、政令市 2、一般市 87、町 94、村 17 であ

り、かなり少ない。したがって、ここで言う首

長と議会との「ほどよい緊張関係」の質と内容

が問われることになる。 

 また、「議員に対する世間の風当たりは強い」

という項目では、「とてもそう思う」16.3％（滋

賀県 15.2％）、「ある程度そう思う」54％（56.3％）

で、合計 70.3％（71.5％）が風当たりが強いと

考えている。もちろん、政務活動費の不正が各

地の地方議員に頻発していたことも、これに大

きく影響しているであろう。そして、重要なこ

とは「有権者は議会に無関心だ」という意見に

ついて、11.4％（滋賀県 14.5％）が「とてもそ

う思う」、55.2％（60.5％）が「ある程度そう思

う」と答え、合計 66.6％（75％）の議員が「有

権者が議会に無関心だ」と考えているのである。

では、議会は有権者に関心を持ってもらい、住

民自身が住民自治の「主人公」「主権者」とし

て活動してもらうために、どのような活動をし

ているのか、してきたのかが問われなければな

らないであろう。これに関連する議会改革につ

いては、今年度の滋賀自治体問題研究所の研究

プロジェクトを計画しているので、詳細はその

研究の進展後に検討することとしたい。 

 ただここで言えることは、世界の多くの国で

は、議会と市民・国民とのズレを改善するため

に、様々な形での直接民主主義と市民参加を推

進している。それに対して、日本では議会は「議

員」という「代表」による間接民主主義に過度

にこだわり、住民投票を典型的な形とする直接

民主主義を、議会代表による間接民主主義を補

完するものとして積極的に活用することに否定

的である。上述のように、「代表性」が弱まっ

ている現代においては、「代表性」を強化・補

完するためにも、直接民主主義が不可欠である。

市民と議会との対話、市民間の対話と市民によ

る決定を学びつつ訓練することこそ、「地方自

治が民主主義の学校」という題目を実現するこ

とになるであろう。 

 

 おわりに～子どもの時からのシティズンシッ

プ教育～ 

 最近、マスコミを賑わせたニュースで私が強

く興味を持ったものがある。それはヨーロッパ

の高校生たちの地球温暖化阻止のための行動を

各国政府に求める高校生ストライキである。そ

れはスウェーデンの 16 歳の 1 人の高校生が、自

らの意思で金曜日に学校を休んで政府庁舎に行

き地球温暖化阻止のための取組を求めた行動か

ら始まった。私が驚いたのは、この学校を勝手

に休んでデモンストレーションを行うという行

動をマスコミも学校も教育当局もいっこうに非

難していないことである。むしろ高く評価して

ように見える。日本でなら、マスコミも教育委

員会も文科省も勝手に学校を休んでデモを行う

ことに対しては、「高校生はまず勉強」「デモ

は政治活動」というごうごうたる非難が起こる

であろう。そう言えば、米国でも近年、高校生

や中学生たちが銃規制を求めるデモや集会を全

国各地で組織し、ワシントンで全国集会を行っ

た。これは土日だけでなく平日の行動もあり、

学校での署名集めも行っていた。これに対する

米国の学校当局やマスコミの非難は報道されて
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いない。この違いはなぜであろうか。 

 スウェーデンをはじめヨーロッパ諸国や米国

では、「市民」に育つということは、学校で社

会や政治に関する知識を身につけるだけでな

く、否それ以上に、市民としての権利と義務の

行使が不可欠であり、それは市民として「行動

する」ことと不可分であると社会全体が考えて

いる。その教育、つまり「市民になる」ための

「政治教育」（＝シティズンシップ教育）は実

践と不可分と考えられおり、高校生の「政治行

動」を否定するのではなく、「積極的に評価す

る」のである。 

 日本でも高校教育において新しく「公共」と

いう社会化科目が 2022 年から開設される。これ

が文科省や経産省が企図するような道徳の押し

つけや金融取引への誘導にならずに、政治的に

自覚し、批判的な視点を持ち、行動する「市民」

を育てるための科目になるのか、国民の側の監

視と努力が求められている。日本では地域にお

いて「市民を育てる」取組として、公民館にお

ける「社会教育」を進めてきた伝統がある。市

民と自治体の側から、高校だけでなく小中学校

の学校教育と地域をつなぎ、ボランティアだけ

でなく、「市民の行政・議会参加」を通じて「市

民を地域で育てる」試みが様々に試みられるこ

とが、投票率に現れる「政治参加」を上昇させ

る王道であろう。 

 世界の取組が示すように、市民の一人一人が

主権者として育っていくためには、「主権者教

育」や「シティズンシップ教育」が不可欠であ

る。旧来の「社会化」過程が喪失・変容してき

た現代社会においては、「子どもから大人まで」

これがいっそう求められている。「政治的社会

化」が自然発生的に進むものではなく、人間の

意識的な努力によるのであるから、議会や行政、

市民・社会団体など様々な場と契機を通じて、

これに取り組むことが、投票もその重要な一部

である「市民の政治参加」を高めていく道であ

ろう（完）。 

 

 

山口 剛（滋賀自治体問題研究所常任理事） 

 

１．大津市における支所･公民館整備の経過 

昭和 7 年（1932）滋賀村と合併 

昭和 8 年（1933）膳所・石山両町と合併 

昭和 25 年（1950）大津公民館発足 

昭和 26 年（1951）雄琴、坂本、下阪本、大

石、下田上の五カ村と合併 

昭和 42 年（1967）瀬田・堅田両町と合併 

平成 3 年（1991）瀬田南支所オープン 

  〃     瀬田北支所オープン 

平成 4 年（1992）瀬田東支所オープン 

平成 6 年（1994）真野北支所オープン 

平成 9 年（1997）仰木の里支所オープン 

平成 18 年（2006）大津市と志賀町が合併 

 小松、木戸、和邇、小野支所開設 

大津市は支所や公民館の見直しを住民の反対を押し切り強引にすすめようとしています。去

る６月２３日（日）に開催された「支所・公民館を守る市民集会」に提出、発言した私のレジ

メを加筆修正したものです。当日は 77名の市民が参加され、会場からも多くの発言があり多く

の感想が寄せられました。 
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市中心部にも支所を開設（長等、中央、逢

坂、平野） 

学区を分離独立した支所 （真野北、仰木

の里、唐崎、南郷、） 

この間、老朽化してきた支所・公民館を順

次整備してきた（下阪本、藤尾、富士見、田

上、大石、平野） 

 

２．小学校区単位に支所・公民館を設置し

てきた役割 

 大津市ではこれまで全ての小学校区に支所・公

民館を設置して住民の利便性の向上や社会教育、

文化・青少年育成などの諸活動、防災の拠点とし

てきた。基本的に全ての学区の支所や公民館は同

じ時間帯で取扱事務も同様に行ってきた。支所間

に格差は無く、支所・公民館は住民自治そして社

会教育や地域の文化振興の拠点として大津市の発

展に大きな役割を果たしてきた。 

 ○徒歩、自転車で行ける範囲に支所がある。（利

便性が高い） 

 ○住民の連帯、自治意識や福祉、青少年の健全

育成に大きな役割 

学区自治連合会、社会福祉協議会、民生児

童委員協議会、消防団、体育振興会、文化振

興会、地域女性会、地域老人クラブ連合会等 

 ○文化やスポーツの振興にも大きな役割 

学区運動会や文化祭の開催など 

○人権意識の向上にも大きな役割 

  人権生涯学習推進協議会の組織化で「人権

を考える市民の集い（夏、秋）」など 

 ○青少年の健全育成 

青少年育成学区民会議、子どもの体験活動

推進協議会など 

 ○地域の防災拠点としての役割 

   支所は学区単位消防団の詰所や消防自動車

の車庫、自主防災会の活動拠点となっている。

ほとんどの支所には消防団の車庫が併設され、

学区消防団の活動拠点として防火パトロール

や行方不明者が出た際の捜索活動、気象警報

が発令された際には消防団員が集まり、学区

内を中心に見守りパトロールを実施。その時

は、支所の職員と連絡を取り合い行っている。 

 

３． 公民館は地域社会教育の砦 

 社会教育法第 20 条で公民館の設置目的が謳わ

れている。 

 

必要学習と要求学習を行う場所として公民館が

あり、大津市はこれまで公民館を設置していない

小松支所と指定管理を行っている大津市民会館に

併設している大津公民館を除いて「生涯学習専門

員」を配置して、サークル活動の調整や子供の体

験活動や高齢者問題などの必要学習を行ってきた。

今回の計画では、この生涯学習専門員をすべて廃

止する計画。 

 要求学習 →公民館のサークル活動（お茶、

お花、外国語、習字、太極拳） 

 必要学習 →現在社会が必要とする学習

（子育て支援、人権、環境、高齢者、防災、

国際交流など） 

 これまで、大津の公民館はこの要求学習と必要

学習を生涯学習専門員がコーディネートしながら、

地域の諸課題解決のために講座や子供たちのため

の体験学習などを、地域のボランティアの方々の

協力を得ながら行ってきた。 

 

４．支所・公民館の廃止の問題点 

  昭和５０年代にも支所・公民館の廃止の動き

は、行政改革の一環としてあった。ただ、大津市

が合併を繰り返し大きくなってきた歴史的経過や 

公民館は、市町村その他一定区域内の住

民のために、実際生活に即する教育、学

術及び文化に関する各種の事業を行い、

もって住民の教養の向上、健康の増進、

情操の純化を図り、生活文化の振興、社

会福祉の増進に寄与することを目的と

する。 
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（滋賀民報社提供） 

 

南北に細長い地形から支所の統廃合案は実施され

ず、逆に充実強化されてきた。支所・公民館の廃

止や統廃合は、これまで長年にわたって築きあげ

てきた大津の良さ「住民主体の街づくり」を弱体

化させたり、地域の分断化を引き起こしたりする

など、住民の自主的な自治意識を衰退させること

につながる。支所・公民館の見直し案は、これま

で大津の町づくりに果たしてきた役割について何

ら評価がされていないだけでなく、今後の町づく

りの視点が無く経費の削減だけが先行している。 

（１） 住民自治・地域自治の衰退につながる。

（地域力の低下） 

地域力の低下は子供たちに対する見守り活動や

田植えや稲刈りなどの自然体験活動が出来なくな

るなどにつながる。ひいては地域の防犯力の低下

にもなる。 

（２） 地域によって取扱事務や窓口時間に差が

設けられることにより地域間に分断を持ち込む。

（学区間の分断） 

（３） 公民館や生涯学習専門員制度の廃止は、

これまで公民館が音頭をとって行ってきた地域の

社会教育の諸事業を地域任せにすることになり、

学区間の教育力に格差を生む。ひいては地域の均

等発展を阻害する。（地域教育力の低下） 

（４） 地域福祉力の低下につながる。 

 大津市は民生児童委員の欠員１人もなく地域推

薦で６００名を超える民生児童委員が選出され、

常に支所・公民館を拠点に高齢者や子供たちの見

守りなど地域福祉活動に日夜奮闘されている。こ

の活動も支所・公民館の職員と連絡調整をとりな

がら行われているが、相談する職員がいなくなる

ことにより、民生児童委員の負担が増え、地域福

祉力の低下につながる。（地域福祉力の低下） 

  

 6/23市民集会感想＆ご意見（抜粋） 

・各報告を受けて大津市政（越市長）の問題点

がはっきりし、驚きとこれは何とかしなけれ

ばと強く思いました。特に市長リコール運動

を云われたことも検討したらと思いました。

地域の説明会に出席して発言できるように準

備します。 

・市にメールで質問をしていますが、いまだに

回答がありません。このような資料を提供し

てもらえたことありがとうございます。まち

づくり協議会は、地域により差が出てくるの

で、社会教育上、市民の公平な学習機会がお

ろそかになる恐れがあります。協議会役員の

都合で貸す場合もあるかもしれませんので、

公平さ、透明性をどう保障するかが問題です。 

・地域への働きかけがなかなかできていないの

で相談しながら行います。勉強になりました。 

勉強などでロビーが使えたのが使えなくな

った。印刷作業は日曜日はダメ。何のための

市民活動センターなのかと不満がでている。 

・私は支所の窓口業務をしています。人員削減

され窓口は大変忙しいです。窓口の仕事は単

に税金、保険料を預かるだけではなく、多岐

にわたる市役所の全部の加の役割を果たして

おります。ご理解いただきたいです。地域支

所は所長と 1 名となり、業務は限られ、勤務

時間は短縮されるかたちですが、その通りに

はできない部分が多く出てきます。相談事も

多いです。いま現在も非常に忙しい業務をこ

なしています。 

・市民センター（支所）で働いている嘱託職員
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です。今年度に入ってから本当に忙しいです。

業務量調査の結果から人員配置されたと聞い

ておりますが、現場は足りてないとひしひし

と感じています。国保料の決定通知や限度額

認定の証の更新の申請書、福祉医療受給権券

の更新申請書等、質問や受付が殺到し、最後

の昼休憩に入った職員は 4 時でした。私は昼

休憩 4 時を過ぎて終了したのが 2 日間続きま

した。また、業務量調査ですが、忙しくて正

確に書けてないのが実情です。6 月 20 日から

自治協働課の職員さんがまわっておられます

が「これでは書けへんな」と職員数が足りて

ないのを実感しておられました。なので（市

は）全市所を回っていただきたいです。 

・各報告等をお聞きして痛感したことは、この

運動の根本には憲法で保障された「基本的人

権、主権在民、幸福追求権」等を守り抜く運

動であることだと実感した。市長リコール運

動、市民投票で決着も。それにしても来春（1

月）の市長選挙はこのことが争点でそのため

には早い取り組みが重要。参院選後ただちに

具体的に開始することを望む。 

・初めてこうした会に参加させていただきまし

た。近所の人に説明できるように勉強ができ

ました。市の市民センターに対する聞く態度

がないことがよくわかります。 

・今日出席して良かったです。よくわかりまし

た。私たちは、みんなで力をあわせてガンバ

りましょう。支所を減らすなんて高齢者が多

くなった今、何を考えているのか？と言いた

いですね。遠い支所まで行けませんよね。私

は 2~30 人のコーラスを公民館でレッスンを

やっています。2 本の杖を使って歩いてくる

おばあちゃんもいます。地域のおばあちゃん

たちを生き生きさせようと思っている私も本

当にがんばらないと…と言うことが実感です。 

・多くのことを学ばせていただきました。地方

自治体が行うべき事業を減らす方向が全国で

すすめられている実情があると思います。そ

れは、団体委任、機関委任が進められ、地方

の業務を（国がやっていた業務）を減らし、

資金を出さない自公政権の方向の結果だと思

います。今一番大切なことはこうしたことを

進める自公政権を倒すことだと思います。 

・支所をめぐられての発言や市職員の生の声を

聞けて良かったです。他地区の方の実情もよ

くわかり参考になりました。ただ自分の地区

でこれからどうこの運動を進めれば良いかが

まだよくわかりません。 

・大津の財政が厳しい状況になっていて、どう

してもどこかで予算を削らなければならない

というのであれば、市民としてはどこを削り、

どこを生かすか真剣な議論をしなければいけ

ないと思います。ただ今回の支所公民館の廃

止の案については人口がそれほど減るわけで

もないのに安易に人件費を減らす案として出

されているように思います。弱者を守るのが

福祉です。福祉を充実させるというのであれ

ば支所の廃止はこれに逆行するものです。時

間をかけて議論を続けて行くことを願います。 
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「建設残土問題を考える」講演学習会 

(主催：日本科学者会議滋賀支部) 

 

5 月 12 日(日)、野洲市内で上記学習会が開か

れ、畑明朗氏(元日本環境学会会長)が講演されま

した。 

2000 年代に激化した建設残土問題が、最近

再燃している。畑氏が関わってこられた三重県

紀北町・尾鷲市と滋賀県大津市等の建設残土捨

て場問題を事例として、全国の建設残土問題、

土砂条例制定状況、法律制定の必要性などにつ

いて講演されました。 

畑氏がおこなった現地調査のスライドを豊富

に使っての講演の概要は以下のとおりです。 

 

１．三重県紀北町・尾鷲市の建設残土捨て場

の現状と問題点 

2018 年 6 月から同年 12 までに現地調査を行

った紀北町 7 か所、尾鷲市 3 か所の計 10 か所

の残土捨て場と2か所の残土荷揚港(紀北町名倉

港と尾鷲市尾鷲港)の調査を踏まえ、問題点を次

の 6 点に整理されました。 

① 残土捨て場がこれだけ集中しているところ

は珍しい。 

② 山林を伐採しており、自然を破壊している。 

③ 土砂条例がないために無秩序に堆積された

ものが多く、豪雨で土砂崩れしやすく、現に 2

か所で土砂崩れを起こしている。 

④ コンクリート片、レンガくず、鉄筋、陶磁器

くず、廃プラスチックなどの建設がれき類の産

業廃棄物が混入し、廃棄物処理法違反である。 

⑤ 残土捨て場からは排水が流出しているとこ

ろが多く、水に溶け込んでいる汚染物質量を示

す電導度が高く、pH やヒ素が環境基準を超えた

ところもあり、水質汚濁の恐れがある。 

⑥ 残土荷揚げ港には、関東や関西から大量の

残土が船で毎日搬入されている。 

 

２．全国の建設残土問題と土砂条例制定状況 

国土交通省の「平成 24 年度建設副産物実態調

査結果」によると建設発生土場外搬出量約 1.4

億立方メートルのうち 64%の約 9 千立方メート

ルが内陸受入れ地に搬入されている。このため

全国的に建設残土捨て場が不足し、各地で不法

投棄などの問題を起こしてきた。 

一方で建設残土は、安全な土木資材であり、

産業廃棄物ではないとされ、規制する法律がな

い。 

1990 年第後半から、残土の花入・埋め立てを

規制するために自治体が独自に条例を制定して

きており、2006 年時点では 10 県と 163 市町村

で制定され、2018 年現在では 20 都府県、12 政

令市で土砂条例が制定・適用されている。 

三重県周辺では、京都府、和歌山県、大阪府、

岐阜県、滋賀県大津市などが土砂条例を制定し

ているが、いずれも残土問題が契機となってい

る。2001 年以降でも、残土崩落事故が、大阪府、

広島県、山梨県、滋賀県、奈良県、千葉県、茨

城県、埼玉県、岡山県の 9 府県で 14 件起きてい

る。 

 

３．全国の土砂条例の制定内容 

全国の都道府県における土砂条例(土砂の埋

め立て等規制に関する条例)の内容では、条例の

目的は、土砂崩れなどの災害防止と生活環境保

全であり、埋め立て面積は 3,000 平方メートル

以上の許可制が多い。埋め立てを実施する事業

者に対しては、地元説明会開催、周辺住民への

周知等、搬入の届出(土砂の発生場所等)、搬入時

の土壌等の調査・結果報告、定期的な施工状況

報告、搬入後の土壌等の検査・結果報告などを

求めるものが多い。また、埋め立て行為地の土

地所有者に対しても、施工状況の把握、報告等
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をものが多いなどとなっている。 

 

４．紀北町土砂条例の制定 

土砂条例のない地域は残土投棄場所として狙

われる。三重県伊賀市は、産廃混じりの大量の

残土不法投棄事件を契機として 2018 年 7 月に

土砂条例をした。同県紀北町では、住民運動や

メディア報道を受けて土砂規制を内容とする生

活環境保全条例を制定し、2019 年 7 月から施行

することになった。一方、三重県では土砂条例

を不要としていたが、年内に土砂条例を制定し、

2020 年 4 月施行を目指すことになった。 

 

５．法制化の必要性 

三重県紀北町・尾鷲市や滋賀県大津市などに限

らず、全国的に建設残土捨て場は、土砂崩落事

故、自然破壊、水質汚濁などを起こしており、

もはや自治体の条例だけでは対応できなくなっ

ている。都道府県・政令市の 41%は残土の法規

制が必要としており、国が法律を制定して対応

する時期がきている。その際、建設残土が逆有

償の場合は、建設汚泥と同様に産業廃棄物とし

て扱い、廃棄物処理法の対象にすべきである。 

(常任理事 服部喜由) 

 

 

 

大津市民病院で今、何が起きているか？ 

市立大津市民病院は、明治 32年に開設、昭和 39年に現在地に移転

し、これまで長年にわたり市民に親しまれる病院として地域医療を担

ってきました。平成 11年には、本館棟が改築され、今日的な医療ニー

ズに対応した医療体制の整備が図られたてきましたが、平成 24年 1

月に就任した越市長のもとで、これまで営々として積み上げられた地

域医療の拠点としての機能が弱体化してきています。平成 29年 4月か

らは「地方独立行政法人市立大津市民病院」として、大津市の関与が

減らされ独立採算を強いられる形で法人改革が進められています。先

ず、昭和 28年に大津市民病院附属准看護婦養成所として開校以来、

数多くの看護師を育ててきた附属看護専門学校の生徒募集が平成 30年度から停止され、在校生が卒

業する来年３月には廃止される見込みです。また、平成 30年 3月には、病院退院後、自宅等へ戻る

までのつなぎの医療・福祉施設で定員 100人の老健施設「ケアセンター大津」が廃止されました。

続いては、本年 6月からは産婦人科で医師が複数退職したことから分べんが出来なくなりました。

又、本年７月からは、救急医療に従事していた医師がまとまって退職したことにより、救急医療体

制にも支障が出ていると報じられています。このような大津市民病院の医療体制の危機的状況が何

故起こってきたかと言えば、越市長のもとで独立行政法人移行の際に大津市が承認した病院の経営

計画で明記された市の負担金（補助金）、年上限 24億円が十分繰入されず、運転資金がショートし

かけない事態が発生する中で、職員に今後の病院運営に対する不安感や経営層に対する不信感が広

がっていると言われています。     

              （山口剛 常任理事） 

大津市民病院外観：HP より 
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自治体研究社の新刊 

※滋賀自治体問題研究所を通じて申し込むと、税抜き価格でお届けできます。 

 （送料 当方で負担） 
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下記のとおり日程が決まりましたのでお知らせします。 

 日時 2019 年 9 月 23 日（祝・月） 13:30～16:45 

 場所 滋賀県教育会館２階大会議室 

 日程 記念講演 13:30～15:15 

 総会    15:30～16:45 

 記念講演 

   「自治体戦略 2040構想・AI と公務労働」（仮題） 

    講師 黒田兼一氏（明治大学名誉教授） 

 

 

編集後記 

□4 月に選挙が行われた県と各市町の日本共産党議員団とそれぞれの地域課題などについて懇談を

行うとともに、自治体問題研究所との連携強化について申し入れを行ってきました。概要について

は前号でお知らせしたところですが、この懇談などを通じて 11 人の新人議員に入会していただきま

した。議員団や各団体との懇談は引き続き実施していきたいと考えています。 

□滋賀県職員互助会が募集している「地域社会活動提案事業」に対しては、この間連続して応募し

ていますが、今年は「議会の活性化方策」をテーマに応募しました。採択決定はまだですが、今年

度はこの課題での調査を実施していく予定です。みなさんのご協力をお願いします。 

□全国の地域研究所の事務局長会議が 5 月に開催されました。全国研は進行する財政難、職員の確

保や労働条件の保証など問題が山積するなかで事務所移転もお金を要するさしせまった課題になり

そうです。全国研あっての地域研究所であり、全国研がおかれている厳しい状況に無関心ではいら

れません。今度の総会ではそのことも報告しながら対応について考えていきたいと思っています。 

                                         （Ur） 


