
しがの住民と自治 第 354 号 2021 年 1 月 15 日 

 

- 1 - 

 

 

                                         

 高橋進（滋賀自治体問題研究所理事長）  

 

新年あけましておめでとうございます。

年頭にあたり、一言ごあいさつを申し上げ

ます。  

昨年は、コロナに始まりコロナに終わっ

た年でしたが、今なお猛威を振い続けてお

り、第一次大戦中・後のスペイン風邪に次

ぐ、歴史的なパンデミックになっています。

1 月 12 日現在、世界で感染者 9.000 万人以

上、死者 190 万人以上です。日本でも感染

者 28 万人以上、死者 4,000 人以上に達して

おり、未曽有の大災害です。滋賀県では感

染者 1,570 人、死者 16 人です。どうすれば、

コロナ危機を脱することができるのか、世

界が真剣に模索しています。  

しかし、日本の安倍政権も菅政権も、「ア

ベノマスク」に典型的に表れているように

場当たりでの後追いの、個人的な利権と結

びついた対策に終始し、科学に基づく対策

を取らず、感染が収まっていないのに「Go 

to トラベル」や「Go to イーツ」のような

逆に感染を拡大する政策をおこなってきま

した。そのうえ、両政権は民主主義国の政

治としては決定的な欠陥を示しています。

それは、国会や記者会見を逃げ回り、国民

にきちんと説明する義務と「責任」を果た

していないことです。  

１月号の内容  

地方自治とすべての人の生命・自由・幸福追求権を実現する新しい時代を拓く年に  ·······  1 

医療費削減の計画でなく 湖北に安心の医療を ··························································  3 

次期衆議院選挙に向けた 市民の会しがの政策提言 ····················································  4 

第 20 回滋賀地方自治研究集会 ··················································································· 6  

公の施設のあり方研究会第 5 回研究会について  ·························································  7 
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感染の拡大と自粛政策によって打撃を受

けた人々への支援策も不十分なままで、１

月には再度の緊急事態宣言を発出する事態

となりました。そこでも、中小業者や個人

事業主、不安定雇用の人々等への支援は不

十分なままであり、職や家を失った人々や

貧困層は放置されたままで、ボランティア

団体の支援に頼らざるを得ない状況です。

他方で、大企業の株はバブル崩壊後最高の

高値を記録する異常な社会の仕組みとなっ

ています。  

また、感染抑止のための重要な方法であ

る PCR 検査数も、春からその強化が言われ

ながらも実現できないまま第３波に直面し、

人口比で見ると途上国レベルのお粗末さで

す。このままでは、国民の生活・生命・医

療・仕事は破綻の一途です。  

今年は、東日本大震災・福島原発事故か

ら 10 年目です。原発事故の処理はいまだ見

通しが立たず、今なお多くの方が避難生活

を送っています。にもかかわらず、政府は

原発の再稼働と新設を進めています。  

地方自治を取り巻く状況も一層厳しくな

っています。政府は「自治体戦略 2040 構想」

という地方自治を破壊する「改革」を、コ

ロナ禍を利用して「惨事便乗」的に進めよ

うとしています。一人当たり 10 万円の特別

給付金の支給が遅れたのは行政のデジタル

化が進んでいなかったせいだとトランプ流

の嘘を言い、デジタル庁の設置を決め、通

常国会に法案提出を予定しています。この

真の狙いは国民のビッグデータを資本の私

益のために自由に使えるようにし、同時に

地方自治の中央統制を強化し、地方自治体

を中央政府と民間企業の利権の自動機械に

すること、そして市民を監視するシステム

を構築することにあります。  

また、本年 1 月 22 日には核兵器禁止条約

が発効します。核兵器を違法化し、完全廃

絶する初めての画期的な国際条約であり、

被爆者や反核運動、市民運動、多数の国の

政府の共同の成果です。しかし、核保有国

や日本をはじめ「核の傘」の下にあると考

える国々はまだ加入していません。「核な

き世界」の実現のためには、発効を機に調

印国を世界にもっと拡大することが必要で

す。  

東日本大震災・原発事故・コロナ災害が

示していること、そしてその克服に必要な

ことは、地方が住民の声を聴き、自主的に

地方の実情に合った形で市民の生命・健

康・安全・自由・福祉・幸福を求めること

ができるシステムを作ることであり、憲法

25 条に明記された「すべての国民は、健康

で文化的な最低限度の生活を営む権利を有

する。」「国は、すべての生活部面につい

て、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向

上及び増進に努めなければならない。」を

文字通り国が実行することです。憲法 13 条

は「すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に関する国民の権

利については、公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必

要とする。」と規定しています。仕事、医

療、ジェンダー、夫婦別姓選択制度、DV、

教育、文化、尊厳ある労働、家庭など、こ

れらすべて国民の幸福追求の権利に関わる

ことです。  

その実現ためには、米国の " Black Lives 

Matter"が教えてくれたように、自ら行動す

ることが不可欠です。誰かがやってくれる

のを待っていても、世界は変わりません。

憲法 12 条の「この憲法が国民に保障する自

由及び権利は、国民の不断の努力によって、

これを保持しなければならない。」という

ことを、新年にあたって改めて思う次第で

す。  

本年もよろしくお願いします。  
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清水庄次（湖北の地域医療を考える会、滋賀自治研常任理事）   

 

医療費の削減目指す政府は、病院の

ベッド数を削減する地域医療計画の

策定を地方に義務付け、さらに全国

で 420 の病院を再編の対象とし、こ

の中で長浜市立の湖北病院も名指し

されました。湖北地域医療圏構想で

は国の示した分析手法により、急性

期の病床を 1,170 床から 996 床にま

で削減する計画となっており、湖北

病院の再編だけでなく基幹病院である市

立長浜病院と長浜日赤病院の経営統合も

課題となっています。こうした動きの中、

市民有志により「湖北の地域医療を考える

会」を 2020 年 7 月に結成し、12 月 12 日

には長浜市民交流センターに京都医労連

書記次長の塩見正さんをお招きし、第三回

の学習会を開催しました。塩見さんは次の

ような点から、地域医療構想は「フィクシ

ョンにもとづく医療費削減のための計画」

と断じました。①2012 年の社会保障・税

一体改革三党合意を出発点に、2014 年財

務省・財政制度審議会が「現状を投影した

医療需要でなくあるべき姿」を示した医療

体制を求めた。②レセプトによる診療結果

のデータを操作し必要病床数 (あるべき

姿 )を推計している。③したがって全国ど

こでも医療費が高くなる高度･急性期の病

床を削減する計画となっている。そして、

地域医療構想に合わせ先進最低の医師養

成数 (人口十万人当たり ECD 平均 12.4 人、

日本 6.7 人 )や看護師を削減する動きにも

なっているとしました。  

塩見さんは、現在の年齢ごとの受診率か

ら 2025 年に必要な湖北地域の病床数を

1,397 床と算定され、962 床と算定された

医療構想とは乖離しており、現状 1,237

床から増やす必要性も指摘されました。今

の医療に無駄があるのなら削減も必要で

しょうが、湖北で不足している慢性期の病

床を増やすことこそ必要であり、遠くの病

院にいかなくても近くの病院で必要な医

療が受けられる現状を維持していくこと

が求められます。参加者からは「国は医療

に冷たい」「住民が声を上げていかないと」

との発言も出され、今後、住民アンケート

等も検討し、さらに学習と議論を市民の中

に広げていきたいと考えています。  

なお、学習会の内容は YouTube でご覧

いただけます。「湖北の地域医療を考える

会」で検索ください。  

（ https://www.youtube.com/watch?v=Ia

-ExVmfhiQ）  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia-ExVmfhiQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ia-ExVmfhiQ


しがの住民と自治 第 354 号 2021 年 1 月 15 日 

 

4 

 

 

前号で杉原さんから市民の会しがの取り組みについて報告していただきましたが、紙面の都合

で政策提言を掲載することができませんでした。改めて以下で掲載します。 

 

新型コロナの感染は、政治と社会の脆弱

さを照らし出し、新しい政治様式を求めて

います。  

これまでの政治は、病院や保健所を統廃

合し国民の命のインフラを壊していた。少

人数学級の要望を無視し学校では三密回

避ができなかった。非正規労働者を増やし

格差が大きく拡がっていた。消費税を上げ

て中小企業が疲弊していた。いずれも、規

制緩和・民営化・極端な自由競争など「新

自由主義」の政治がもたらした結果でした。 

コロナ禍を前にしても安倍政権は、対策

の基礎になるＰＣＲ検査を本格的に拡大

する気がありません。医療機関への支援も

極めて不十分です。改憲と戦争する国を目

指す安倍政権は体質として、国民の命やく

らしを大切にはしません。  

また、モリカケ・サクラ疑惑で公文書を

改ざん廃棄したように、国民に目隠しをし

て、政権がフリーハンドを握ろうとします。 

私たちがめざす連合政権は、これとは対

極の体質と政策をもつ新しい政治を実現

します。  

 

１ コロナ禍を乗り越える 

①  新型コロナウイルス感染の発生地域の

居住者、医療・介護・教育施設の関係

者全てと、希望する人全てに無料でＰ

ＣＲ検査を実施します。陽性者には適

切な治療と保護を行います。  

②感染拡大に備えた医療体制を確立し医

療機関と医療従事者への財政支援と補

償を行います。感染者や医療従事者やそ

の家族等に対する差別や誹謗中傷を禁

止します。  

③飲食業、宿泊業などへの休業要請は補償

と一体で行います。演劇²音楽²芸能人²

フリーランス、アルバイトで生活を営む

学生などで収入の道を閉ざされた人た

ちに必要な支援を行います。  

④地方自治体の積極的なコロナ対策を支

援するために、使途の裁量幅の広い臨時

地方交付金を大幅に増額します。  

⑤コロナ禍で苦しむ人の暮らしと営業を

支援するために、消費税を５％に引き下

げます。  

⑥原発事故の避難とコロナの三密対策は

両立しません。原発ゼロの社会を早期に

実現します。  

⑦小中高の学級定員を 30 人以下にします。 

⑧コロナ禍における大学の授業を充実さ

せます。授業の実施状況に合わせて授業

料を引き下げます。  

⑨F35 戦闘機などの浪費的爆買いをやめ

コロナ対策に回します。  

 

２ 平和と憲法、命と自然・農業を守る 

①安倍改憲に反対し、戦争はしないと決め

た憲法９条を守ります。改憲発議をさせ

ません。  

②集団的自衛権を容認した閣議決定を撤

回し安保法制を廃止します。「敵基地攻

撃」論に反対し防衛費を憲法９条に照ら

して大幅に減額させます。護衛艦「いず
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も」の空母化は行いません。  

③核兵器禁止条約に署名します。核と戦争

のないアジア²世界へ向けて積極的な平

和外交をすすめます。  

④原発ゼロ基本法を成立させます。安定ヨ

ウ素剤を各家庭と教育施設に事前配布

します。原発で働く人の安全と雇用を保

障させます。  

⑤びわ湖の環境を守り自然と人間の共生

を図ります。  

⑥食の独立と安全を守り地産地消をすす

めます。  

○食料自給率を当面 50％まで引き上げ

ます。○農家の所得保障制度を復活させ後

継者づくりをすすめます。○琵琶湖の魚貝

の復活につながる施策をすすめます。○

「種子法復活法」を成立させます。  

 

３ 立憲主義の回復、個人の尊重、民主主義

を守る 

①沖縄県民の意思を無視した辺野古新基

地建設を中止し普天間基地の早期返還

を実現します。オスプレイの全国配備²

訓練を中止させます。日米地位協定を抜

本的に改定し、世界に類のない米軍の特

権を見直します。  

②学問の自由を守ります。政府による日本

学術会議への人事介入を許しません。  

③秘密保護法、共謀罪法を廃止させます。 

④教科書検定などをテコにした教育の国

家統制は許しません。大学の軍事研究は

認めません。  

⑤実効あるハラスメント禁止法と被害者

救済の体制を整備します。ＬＧＢＴ（性

的マイノリティー）に対する差別解消施

策を実施します。女性に対する雇用での

差別・賃金格差を撤廃し、選択的夫婦別

姓の実現を図ります。  

⑥児童や高齢者等への虐待を防止するた

め総合的な対策を講じます。  

⑦ＮＨＫをはじめとする放送・報道機関へ

の政府の介入をやめさせます。  

⑧民族差別を煽るヘイトスピーチをなく

します。  

 

４ 貧困と格差を是正する 

①教育予算の抜本的改善を図り、幼児

園・保育園の保育料、高校²大学等高等

教育の完全無償化を目指します。経済

的に困難なすべての学生に給付型の奨

学金を支給します。  

②普通学校で、障害の有無にかかわらず

生活・教育が出来るように教育条件を

整備します。特別支援学校の大規模化

や複式学級を解消します。  

④488 兆円にのぼる大企業の内部留保を

活用して大幅な賃上げと雇用を確保さ

せます。  

⑤労基法をまもり、８時間働けば普通の

生活が出来るように条件を整備します。 

○残業時間の上限を設定し、連続休息時

間を確保するインターバル規制を設け

ます。○労働者派遣法を抜本改正して

正規雇用が当たり前の制度に切り替え

る。○非正規・アルバイトの待遇を正

規並みに引き上げ、同一価値労働²同一

賃金にします。○最低賃金を時給 1500

円に引き上げます。その際、中小企業

に必要な支援を行います。  

⑥外国人労働者の生活と権利を守りま

す。  

⑦保育の質を維持しつつ保育所を増や

し、待機児童をなくします。保育²幼児

教育に関わる職員の賃金を大幅に引き

上げます。  

⑧介護が必要な全ての人に介護を保障

します。介護報酬を抜本的に改善し、

介護職員の賃金を大幅に引き上げます。 
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⑨「マクロ経済スライド」を廃止して減

らない年金制度にします。また、最低

補償年金制度をつくります。  

 

５ 不公正な税制、税金の使い方を改める 

①所得税、法人税、資産課税、証券優遇

税制を応能負担の原則に立って見直し、

公正な税制を実現します。  

②タックスヘイブン (租税回避地 )を利用

した「合法的税逃れ」を許さないよう

法整備をおこないます。タックスヘイ

ブンを利用している会社や富裕層を調

査し公表します。  

③森友・加計疑惑に見られる国有財産の

不当な処分は許しません。  

 

【2020 年 10 月 22 日世話人会】  

 

 

 

 

 

 
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（JR 大津駅から徒歩 5 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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」について語ってもらいます。 

  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、保育、原発裁判、青年運動な

どについて、二つの分科会で合計 8件のレポートを予定しています。 

 ※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。リモートでの参

加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。 

 申し込み先 shigajichiken2009@yahoo.co.jp 

 

mailto:shigajichiken2009@yahoo.co.jp
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国の R2 年度第 3 次補正予算 (案 )、R3 年度予算 (案 ) 

12 月 25 日 (金)に衆院第 2 議員会館で行われた総務省の令和 3 年度の地方財政対策、同

2 年度第 3 次補正予算 (案)、同 3 年度予算 (案)に係るレクチャーに関する資料提供が全国研

からあったのでお知らせします。 

 

公の施設のあり方研究会第６回研究会について 

公の施設のあり方を第６回研究会の予定以下のとおり行います。 

日時 2 月 1 日(木)17:00～ 

 場所 ズームを使用 

 参加を希望される方は滋賀自治体問題研究所アドレス（shigajichiken2009@yahoo.co.jp）

まで申し込んでください。 

 

 議題 

（１）指定管理者制度について 

 指定管理者の収支に関する調査の実施について県および大津市について抽出調査を実施する

こととしておりその結果について議論します。 

（２）包括的民間委託について 

 対象事業（県流域下水道、大津市上水道、下水道）についてはヒアリングを完了しており、

第 5 回研究会での議論を踏まえてとりまとめの第三次案について議論します。 

（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

りまとめ案について議論します。 

（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、大津市富士見プール整備運営

事業など県下で実施されている PFI 事業について調査結果のとりまとめ案について議論しま

す。 

（５）大津市ガスコンセッション方式 

 昨年12月に実施した大津市企業局へのヒアリング結果をふまえたとりまとめ案について議論

を行います。 

（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ヒアリングが実施できるように調整をすすめるとともに、京都医労連に

依頼してだされたコメントなどについて議論します。 

（７）その他 

 ①調査のとりまとめの方向と提言案について議論します。 

 ②自治研集会への報告の内容について議論します。 

 ③報告書のとりまとめ、報告会について議論します。 
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１．令和 2 年度第 3 次補正予算 (案 )について  

 第 3 次補正の経済対策に係る追加所要額は 3,981 億円で、重点は「1．国・地方を通

じたデジタル・ガバメントの推進」 1,799 億円と「2．マイナンバーカードの普及・利

活用の促進」1,336 億円です。これが予算の約 8 割を占めており、デジタル化が最優先

課題になっています。  

 

1－ (1) 自治体情報システムの標準化・共通化に向けた環境整備  1,508.6 億円   

自治体の情報システムについてクラウド活用を原則とした標準化・共通化に向けた自治

体の取組を支援し、令和７年度までに基準に適合した情報システムを利用する形態に移

行することを目指す。   

 

1－ (2) 地方公共団体の情報セキュリティ対策の推進  31.4 億円   

次期自治体情報セキュリティクラウドについて、国が設定した高いセキュリティレベル

(標準要件 )の遵守を図るため、移行に要する経費に対し補助を行うとともに自治体情報

セキュリティ向上プラットフォームの改修を行い、マイナンバー利用事務系のセキュリ

ティソフト更新等を支援する。   

 

1－ (3) マイナンバーカードを用いた地方公共団体のオンライン手続の推進  249.9 億

円   

マイナンバーカードの利便性を向上するため、原則、全自治体において、カードを用い

て子育て・介護等のオンライン手続が可能となるよう、自治体とマイナポータルとの接

続を支援する。  

 

２－ (1) マイナンバーカードの普及に係る対応策強化  1,032.1 億円   

マイナンバーカードの普及に係る対応策を強化するため、市町村による普及促進や臨時

交付窓口などの交付体制の更なる充実の支援を行うとともに、キャンペーンやテレビ

CM などの広報活動を強化するほか、カードの利活用シーンの拡大に対応し、更なる安

定稼働に向けたバックアップシステムの充実などを行う。  

 

＜令和 3 年度地方財政対策の概要＞  

５．地域デジタル社会推進費  

地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、デジタル化によるメリット

を享受できる地域社会のデジタル化を集中的に推進するため、新たに｢地域デジタル社

会推進費｣2000 億円を計上した (令和 3・4 年度 )。   

 

６．保健所の恒常的な人員体制強化   

感染症の拡大時に円滑に業務ができるよう、感染症対応業務に従事する保健師の恒常的

な人員体制を強化 (現行の 1.5 倍に増員 )するために必要な地方財政措置を講ずる。  

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、健康危機管理対応力を強化するほか、関
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係機関との連絡調整を充実させるとともに IHEAT 登録者等に対する研修・訓練等を実

施する体制を平時から強化するため、保健所において感染症対応業務に従事する保健師

を２年間で約 900 名増員する。  

（現行）約 1800 名 → 2021 年度 約 2250 名 →2022 年度 約 2700 名  

（参考）保健所体制に関する自治体調査（令和 2 年 9 月総務省・厚生労働省）   

・保健所において感染症対応業務に従事する保健師の全国数→1,786 名（平成 31 年 4

月 1 日時点）  ＜今後の意向＞   

・感染症対応業務に係る体制強化→全自治体の 76％が「予定あり」又は「検討中」   

・体制強化のスケジュール→単年度で実施予定 42％、複数年度で段階的に実施予定 47％   

・特に強化が必要な内容→全自治体の 76％が「保健師の増員」と回答  

 

10．緊急自然災害防止対策事業費の大幅拡充・延長  

近年、災害が激甚化・頻発化する中、地方団体が引き続き防災・減災、国土強靱化対策

に取り組めるよう、緊急自然災害防止対策事業費の対象を大幅に拡充し、事業費を 1000

億円増額し 4000 億円とした。事業期間も 2021～2025 年度の 5 か年に延長した。  

 

11．緊急防災・減災事業費の拡充・延長等  

緊急防災・減災事業費について、対象事業を拡充した上で事業期間を５年間延長した。 

事業費は現行水準を維持し、5000 億円（2021～2025 年度）とする。  

 

13．地方回帰支援の推進  

（１）地域おこし協力隊の取組強化  

2024 年度に地域おこし協力隊の隊員数を 8000 人 (現行 5500 人 )とする目標に向け、｢地

域おこし協力隊インターン｣の創設等に要する経費について、地方財政措置を講ずる。  

（２）地域プロジェクトマネージャーの創設  

地域・行政・民間の橋渡しをしながら地域の重要プロジェクトを推進することができる

人材の確保に要する経費について、地方財政措置を講ずる。雇用経費：１人当たり 650

万円上限  

（３）地域の魅力・価値向上に向けた人材活用  

地域の魅力を高める取組を推進するため、「地域おこし企業人」及び「地域力創造アド

バイザー」の地域要件を緩和する。  

 

15．会計年度任用職員制度の平年度化に伴う影響への対応  

会計年度任用職員制度の平年度化による期末手当の支給月数の増によって生じる経費

について、一般行政経費 (単独 )等を増額する。  

一般行政経費 (単独 ) 651 億円   公営企業繰出金  13 億円  

 

16．地方公共団体の資金繰りへの対応  

2021 年度の資金繰り対策に万全を期すため、臨時財政対策債に対する公的資金の引受
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けを 1.1 兆円増額し、減収等に対応する特別減収対策債や特別減収対策企業債の延長の

措置を講ずる。  

 

17．地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業の創設  

地方公共団体金融機構との共同事業  

○人口減少が進展する一方で、インフラ資産の大規模な更新時期を迎える中、財政・経

営状況やストック情報等を的確に把握し、「見える化」した上で中長期的な見通しに基

づく持続的な財政運営・経営を行う必要性が高まっている   

○しかしながら、地方公共団体においては人材不足等のため、こうした経営・財務マネ

ジメントに係る「知識・ノウハウ」が不足し、小規模市町村を中心に公営企業会計の適

用やストックマネジメント等の取組が遅れている団体もある。  

⇒地方公共団体の経営・財務マネジメントを強化し、財政運営の質の向上を図るため、

総務省と地方公共団体金融機構の共同事業として、団体の状況や要請に応じてアドバイ

ザーを派遣する事業を創設する。  

＜事業概要＞   

（１）アドバイザーを派遣する政策テーマ   

○公営企業の経営戦略の策定・経営支援   

○公営企業会計の適用   

○地方公会計の整備   

○公共施設等総合管理計画の見直し（公共施設マネジメント）   

（２）支援の方法  個別市区町村に継続的に派遣  

【課題対応アドバイス事業】   

市区町村・公営企業が直面する課題に対して、当該課題の克服等、財政運営・経営の改

善に  

向けたアドバイスを必要とする場合に団体の要請に応じて派遣  

【課題達成支援事業】  

上記の政策テーマの実施に当たり、知識・ノウハウが不足するために達成が困難な市区

町村・公営企業に、技術的・専門的な支援を行うために派遣  

【啓発・研修事業】  

都道府県が市区町村・公営企業の啓発のため政策テーマの研修を行う場合に派遣  

○アドバイザーの派遣経費 (謝金、旅費 )は、地方公共団体金融機構が負担   

○各都道府県の市区町村担当課と連携して事業を実施  

（３）事業規模   

○約３億円（約 500 団体・公営企業への派遣を想定）  

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  


