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坂田賢治（滋賀県医労連書記長）  

簡単に自己紹介をさせていただきます。私は

滋賀県医労連という県下の病院やクリニック、

介護施設などの労働組合で結成する医療介護の

産別の労働組合の連合体で書記長をしています。

また、大津市内にあります坂本民主診療所で診

療放射線技師として仕事をしております。今回、

医療の現場のことを交えながら、病床の問題に

ついてお伝えできれば幸いです。 

まず医療現場の状況ですが、今年の夏ごろま

では、感染を防護するための防護着やマスクな

どが不足し、現場ではマスクの支給が一週間に

２～３枚で使いまわししないといけない状況で

した。私の勤める診療所でも、感染拡大時に必

要になるかも知れないと、ごみ袋を加工して、

防護着を自作しフェイスシールドも自作して使

っていました。必要な防護具などの不足に現場

は混乱していました。 

大津赤十字病院でも、防護着がなく雨合羽で

急場をしのいでいたと聞きます。春先から夏に

かけての時期で、懸命な処置が必要な中で暑さ

と恐怖心との闘いであったと思います。 

冬場にかけてとても心配したのがインフルエ

ンザとコロナのダブル流行です。まだ、安心は

できませんが、国民的な衛生管理の徹底のおか

げで流行は防げていますが、もしインフルエン

ザが流行していれば、全国の病院では、確実に

医療崩壊が起こっていたと思われます。 

 

現在の医療の状況 

現在の滋賀県の感染状況は、１０～２０名の
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感染確認者が出ている状況です。東京や大阪な

どの大都市では、人の往来が多い地域では感染

が拡大しやすく、政府が進めた GOTOキャンペ

ーンにより感染が拡大したと考えます。一方で

PCR検査の実施については、予算をつけず、感

染拡大を防止するために必要な検査が受けられ

ず、まさに目先の経済を優先した政策で、税金

の使い方が問題だと考えます。 

さて、医療現場、特に労働者にかかわる所で

は、感染外来以外でも日常的な感染対策として

アルコールなどの噴霧やフェイスシールドやマ

スクの着用の徹底、休憩中のマスク着用や長時

間の会話の禁止などが指示されており、コミュ

ニケーションが取れない中でストレスが増大し

ています。また、いつ感染するか分からない不

安もあり、感染に関わらない職員ですらストレ

スが増えていますが、感染に関わる職員のスト

レスはかなり深刻な状況で、家に帰れないなど

問題と合わせて、全国で看護師の退職が相次い

でいます。 

 

このような状況で奮闘する職員の一時金が削

減される 

上記で示す通り医師や看護師をはじめ医療ス

タッフの奮闘により、なんとか医療崩壊を起こ

さずに済んでいる状況ですが、病院などの医療

機関では、入院患者の受け入れの制限や、外来

での“密”を避けるため長期投与での対応が迫

られ、また、会社の健康診断の手控えの影響な

どで収入減少などコロナ感染の影響による経営

悪化が深刻化しています。実際、先の冬の一時

金では、昨年より減額する事業所が出ています。

これは国が、減収分の補填をしないことが要因

です。国民の健康を守るためにも、経済対策だ

けに特化した政策ではなく、コロナ感染の最前

線で奮闘する職員や医療機関に対して予算をも

っと組むべきで、限界に達した職員は次々やめ

ていく現状を食い止めることはできません。 

 

医療崩壊の背景にあるもの 

今回のコロナ感染は対応できない事だったの

でしょうか？ 

国はこの間、保健所の統廃合をすすめ１９９

０年の８５０箇所から２０２０年には４６９箇

所へと大幅に減らしてきました。コロナ感染拡

大に伴う保健所の業務過多などが起き職員が、

昼の休憩も取れず、長時間勤で大変な状況なっ

ていることの要因はここにあります。 

感感染病床についても１９８４年の１５，０４

２床から２０１５年１８１４床へと大幅に削減

した影響により、コロナ感染の全患者の病院の

受け入れが困難となり軽症者についてはホテル

や自宅での隔離や待機をせざる得ない状況とな

っています。未知数の感染症に対して病院に入

院できない事態は大変な問題です。 

 

コロナ感染が広がる前から地域医療構想とし

て２０３０年の病床数をレセプトデータや患者

の動向（県内県外）から算出し、その計算結果

をベースに「高度急性期」「急性期」「回復期」

「慢性期」ごとの基準病床数を決め、各病院が

それぞれの病床に合わせて再編することを進め

てきました。しかし、地域医療構想は、各病院

の思惑もあり、遅遅して進まず、厚生労働省は、

それぞれの地域で、①近くにあり（車で２０分）、

②同じような科のあり③黒字確保が難しい公立

公的病院について、統廃合の検討を再度行うよ

うに圧力をかけるために４２４病院を名指しで

公表しました。 

４２４病院の公表は、コロナ感染が広がる前

の９月２６日に行われましたが、現在、コロナ

感染の受け入れを行っているほとんどの病院は

公立公的病院で、公表された４２４病院もその

中に含まれています。もしコロナ感染拡大以前

に統廃合が進んでいれば、コロナ感染はより深

刻な事態になっていたと思われます。 

実際に滋賀県の大津日赤志賀病院も４２４問

題で公表された病院の一つですが、住民運動に
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より多くの市民の声が集まり地域医療調整会議

で再検討の必要はないとの結果となり、いまで

は大津北部地域でのＰＣＲ検査の拠点病院とし

て役割を発揮しています。 

 

滋賀県の医療構想では、大津圏域以外の地域

では、病床数の削減が計画されて、大津市では

病床数の削減は問題となっていませんが、問題

となるのは、病床の種類が問題となります。 

大津市の場合では、高度急性期、急性期のベッ

ドを削減し、高回転で入れ替えを行い、受け皿

として回復期を増やす点が特徴で、最初の入院

するために必要な急性期（高度急性期＋急性期）

は削減されるため、回復期でのベッドの回転が

悪くなれば入院できない、必要な医療が受けら

れない事態が生まれかねません。また、回復期

の空床確保のために在宅への移行が急速に進む

ことになりますが、在宅の医療資源は多くない

のが実情です。この先、医療難民、介護難民と

呼ばれるような人たちが増え、介護離職なども

今以上に増える事になります。 

 

一時期、コロナ禍により地域医療調整会議も

開催されず、地域医療構想も止まっていたと思

われていましたが、コロナ感染病床の確保を理

由に、現在ある一般病床を閉鎖・縮小しそこに

感染病床を作ることに補助金を出し感染病床の

確保をしようとしていますが、問題となるのが、

削減された一般病床がコロナ収束後にもとに戻

されるのかという点です。 

大津圏域のある病院では、一般病床の５０床

を閉鎖し新たにコロナ感染病床１６床を新設し

ました。労働組合の幹部に聞くと病院の方針と

して、コロナ感染が終息するとたぶん、５０床

はもとに戻さず、コロナ感染病床の削減だけが

行われるだろうとの事。現に今年４月の看護師

の採用人数は、退職者の見込み数や必要数など

と比べ大幅に少ない人数となっています。つま

り、コロナ感染に便乗した地域医療構想の推進

が見て取れます。 

 

医師の働き方を良くする＝地域医療の崩壊？ 

地域の医療の大きな影響を与えるのが医師数

です。国は医師偏在指数を出し医師数は不足で

はなく偏在していることが問題として、将来的

に医師を増やさず対応しようとしています。し

かし、１０００人当たりの医師数は２．４人で、

OECD平均の３．５人と比べると大幅に少なく、

労働組合は国に対して、早急にせめて OECD平

均並みにまで医師数を増やすように要請してい

ます。 

滋賀県は現在、医師多数県として医師数の要

請に制限がかかり将来的に大幅に医師を増やす

ことは困難になっています。また、医師の労働

時間についても働き方改革により、無制限で行

われてきた長時間労働に制限がかかり、全体の

医師の総労働時間が減ることになります。これ

を受けて湖北地域では、医師の確保が困難にな

ることや地域医療構想の推進のため国の重点区

域として病院の統廃合の計画が進められていま

す。 

 

将来の医療のあり方について 

以前に医労連と厚労省との交渉に参加したこ

とがありますが、将来的に高齢者が増えるため

病床が足りなくなるのでは？との質問に対して、

「はい、しかし、スタッフの数が足りないので

それに合わせないと仕方がない」との回答でし

た。 

まったくもって無責任な話です。ここでいう

スタッフとは医師数であり、働き方改革により

医師の労働時間が減らすため必然的に医師数は

増やさないといけませんが、医師数を全く増や

そうとせず、少ない医師数を一方で認めながら、

それに合わせた病床数にするように要請してい

ます。 

また、その交渉の中では、「地域医療のことは、

厚労省が一方的に押し付けず、常に地域で決定
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してもらっている」と。これについても、地域

医療調整会議での決定を優先するとし、責任を

地域に押し付けています。ただし、各県ごとの

医療費の増減を監視し、医療費が多い県にはペ

ナルティーを課すなどの処置も考えており、厚

労省の決定に逆らえない仕組みを作っています。 

社会保障を大幅に削減してきた政策の転換が求

められていると思います。そもそも日本の医療

は、皆保険制度として医療へのアクセスが簡便

であり、一定の医療が国民に教授できるシステ

ムがあります。これにより、病気が深刻化する

前に早期での治療が開始でき、世界的に見ても

全体の医療費が抑えられている素晴らしい制度

です。これを生かすためにも、病床の削減を行

わず、国民が必要な医療が受けられる体制づく

りと、この間、大幅に削減し続けられた診療報

酬を引き上げることや医師をはじめとする医療

スタッフの養成数を計画的に増やすことに予算

を組むべきです。医師の育成には時間がかかり

ます。看護師などコメディカル（医療スタッフ）

も技術を身につけるために時間がかかります。

今ならまだ、間に合います。ぜひ皆さんも将来

の医療体制のことを考えてみてください。 

 

最後に 

コロナ禍により、医療の脆弱性が国民の目に

も明らかになり、必要な入院ができない状況が

連日報道されるようになりましたが、コロナ感

染拡大がなくても、地域医療構想が進められれ

ば、近い将来、同じように必要な入院ができな

い状況になっていたと思われます。 

 また、今も窓口負担が払えず医療にかかれな

い方も多くおられます。

憲法で保障されたはず

の健康で文化的な生活

が脅かされていること

を知っていただき、声

を共に上げていただく

ように願います。 

 

 

谷田誠（滋賀県職員組合書記長）  

 

盆も年末年始も休みなく職員が奮闘 

2020 年３月５日に新型コロナウイルス

感染症陽性者が県内で初めて確認されまし

た。  

保健所では、土日、夜間を問わず陽性者

発生の連絡が入ると、疫学調査、濃厚接触

者調査、消毒の指示、入院や公費負担に関

する事務など膨大な業務が発生します。土

日も待機当番で対応し、診療所の夜間診療

に対応するための変則勤務体制をとるなど、

休まる時間はありません。夜遅くまで保健

所で勤務した後、当直業務に従事するため、

草津市内の精神保健福祉センターまで向か

うこともあります。  

県衛生科学センターでは、昨年２月上旬

に初めての検体搬入を受けて PCR 検査が

始まりました。土日も含め交替で検査し続

けています。ある職員は、「保健所での検

査体制がなくなり、衛生科学センターに集

約して職員を減らされた経過がある。感染

javascript:void(0);
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症は 10 年に一度流行している。今は脚光を

あびているが、感染が落ち着いたら人を減

らしているようでは 10 年後に新たなウイ

ルスが流行しても対応できない。」と危機

感をつのらせています。  

保健所、衛生科学センター、県庁の感染

症対策室などの職場では土日も交替で、お

盆も年末年始も休みなく、多くの職員が勤

務しました。いつ終息するか分からない不

安の中、職員は疲弊しています。  

 

係員の月平均残業が 100 時間を超える職場も 

県当局は、行政改革により知事部局の職

員定数を削減し続けました。ピークであっ

た 1997 年度（H9）には 3,767 人だった知

事部局定数を 2015 年度（H27）には 3,051

人にまで削減しました。2017 年度（H29）

にようやく定数増に踏み出し、2020 年度

（R2）の定数は 3,200 人となりましたが、

業務量に見合った人員という実感はなく、

全く足りていません。2015 年度の一般行政

部門の職員数は全国で４番目に少ない状況

でした。  

また、当局は 2017 年（H29 年）8 月に「応

援体制の構築の運用基準」を定め、職員の

応援が必要となれば、年度途中に人事異動

を行い、職場を超えて応援できるようにし

ました。“極限まで職員定数を削り、非常

時には職場から職員を引き抜く”という対

応です。  

県庁のある職場では職員が朝に指示を受

け、午後から保健所に応援に行くという対

応まで行われました。長期間の応援となれ

ば調整が必要となり、応援できるまでの間

に保健所などでは職員の負担軽減ができず、

多くの職員が疲弊しました。応援に出す職

場も大変です。長期間職員が不在になるわ

けですから残された職員は大きな負担とな

ります。健康医療福祉部のある職場では新

型コロナで業務が増えながらも応援職員を

送り、係員の月平均残業が 100 時間を超え

ました。  

 

普段から余裕のある体制でなければ感染

症対策はできない  

職員に兼務発令を行い、感染症対策室や

保健所での事務など様々な業務に職員を応

援に出しています。保健所では４月の感染

拡大時に事務職員が配置され、大変助かっ

たと聞いています。しかし、第二波の直前

に引上げられ、応援のない体制で乗りきら

なければならず、いつ応援が来るかわから

ない中、辛い思いをしたという声もありま

した。  

新型コロナ感染拡大には波があり、いつ

終息するかわからない特殊な状況にはこの

“応援”では機能しきれていないのが現状

です。いざとなれば、速やかに応援を送る

ことができるよう、普段から余裕のある人

員体制としなければ、大きな災害に即時に

対応できません。  

 

「プライベートを犠牲にせよと言わんば

かりの現状」アンケートに深刻な声  

職員組合は、９月上旬に保健所、衛生科

学センター、健康医療福祉部の関係職場の

職員を対象にアンケート用紙を配付し、要

求実現に向けて取り組みました。人員体制

強化、業務見直し、感染症対策業務の改善

などについて５４人から回答が届きました。 

 

アンケートに寄せられた声の一部 

○災害時には、保健所が圏域における災

害医療拠点になる中、この人員では非常時

の対応が担えるはずがない。通常時におい

てもギリギリの人員であることで、今回の

コロナ対応においても課題が浮き彫りにな

ったことから、非常時にも対応しきれるだ
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けの人員を求む。  

○そもそも、通常時ですらギリギリの体

制であるのに、このような非常な状態がず

っと続いたままでこの体制でやっていくの

は不可能だと思います。不可能なところで、

やるしかないので職員が自分を犠牲にして

無理矢理働き続けているのが現状です。  

○第一波の時は他部署から事務職２名の

応援があり助かった。第二波が始まる直前

に引き上げられてしまい、第二波の方が忙

しい中、応援が来ないのは辛かった。  

○普段からあった食中毒や感染症対応の

休日勤務に加えて、コロナ対応も重なり、

小さい子どもがいる中で、平日遅くまで残

業と休日出勤が重なった。保育園は基本的

には通常通り預かってくれるが、小学校は

休校。子どもが１日中１人で居て、1 人で

昼食と夕食を食べ、入浴し、寝る準備をす

るという事が数か月間続いた。  

○夜中のコロナ感染者の搬送当番、休日

の業務当直、検体の搬送当番、防災当番な

どもはやプライベートを犠牲にせよと言わ

んばかりの現状  

 

人員体制強化などを求め交渉 

アンケートで疲弊している職場の実態が

明らかになりました。この声を受けて職員

組合は昨年 10 月 26 日に「コロナ禍におけ

る関係職場の体制確保と負担軽減等を求め

る要求書」を知事あてに提出しました。こ

の要求書に基づき 11 月 24 日に健康医療福

祉部との交渉を行いました。人員体制につ

いては、総務部長、人事課長との交渉で何

度も取り上げ、人員体制強化を求めました。 

（主な要求事項）  

〇保健所に必要な人員を直ちに配置する

こと。  

〇衛生科学センターについて、検査およ

び事務にかかる人員を増員すること。  

〇健康医療福祉部の関係職場について、

複数の職員で業務を担当する体制となって

おらず、人員を増やし複数の職員によるチ

ームで業務に対応できる組織体制を構築す

ること。  

〇保健師等の専門職について必要な人員

を配置・確保するために手立てを尽くすこ

と。  

〇衛生科学センターの建て替えを行うこ

と。  

 

知事部局は７７人の職員定数増、保健所の保

健師は 7 人増員 

２月８日に来年度の職員定数案が明らか

になりました。知事部局の職員定数を 77

人増やすことを議会提案することが明らか

になりました。保健所の保健師増員は７人、

新型コロナ対応の兼務職員の専任化は 21

人というものでした。僅かな増員でまだま

だ足りていません。  

来年度予算案には衛生科学センターの建

替を前提とした「衛生科学センターの機能

強化に向けたあり方の検討」のための予算

370 万円が盛り込まれました。検査機能拡

充への要求が一歩前進したと受け止めてい

ます。  

職員組合は全労連などの団体が呼びかけ

ている「安全・安心の医療・介護の実現と

国民のいのちと健康を守るための国会請願

署名」に取り組んでいます。自治労連はこ

の署名をハガキに作り替え、料金受取人払

いで送れるようにしています。「病院と保

健所を増やしていのちを守ろう。」、「＃

看護師ふやせ」、「＃保健師ふやせ」と大

きく書いてあり目立つようになっています。

このハガキ署名も活用しながら、職員の労

働条件を改善し、県民の命と健康を守るた

めに引き続き取り組みます。  
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               西川 仁（日本共産党草津市会議員）  

 

 1 年前の 2 月に 126 億円（予定価格）の

市立プール整備・運営事業は、入札希望の

2 事業者が辞退表明し、入札が不調に終わ

っていました。その後、再入札準備が進め

られ昨年 10 月に入札公告、年末押し詰まっ

た御用納めの日に開札されています。  

その後の「事業者等選定委員会」の審査を

踏まえ、前田建設工業株式会社グループに

決定したと、市から記者発表（2 月 10 日）

がされました。今回の公告価格は、前回よ

りも 28 億円増の１５１億円にしていまし

たが、落札価格は 142.6 億円となっていま

す。  

市は、4 月にも臨時市議会を開き契約案

件を提案し、整備をすすめていくとしてい

ます。  

しかし、既設の県立プールを潰して新た

にすすめようとしているプール整備・運営

事業に対し、国スポのあり方からも疑問を

投げかけ「見直しを主張」してきた者の一

人として、今一度、何が問題なのか、また、

PFI 方式の問題点や今後どのように対応す

るのか等につい

ても考えてみた

いと思います。  

 

財政面  

まずは、財政面

からです。  

財 政 運 営 計 画

は、2020 年 11 月

10 日草津市議会全議員協議会の説明資料

からの抜粋であり、下表は同資料のプール

事業の 3 か年投資額を財源別に示したもの

です。  

 財政運営計画によると、コロナ禍で市民

税が個人、法人とも落ち込み、令和 2 年度

の決算見込みで 107 億 3200 万円の税収で

すが、令和 6 年度では 103 億 2300 万円の

見込みです。この間は、令和 2 年度を下回

りつづけ回復しない見込みであるばかりか、

3 年間で 47 億 2400 万円の財源不足を見込

んでいます。基金の状況を見ると令和 1 年

に 132 億円、R2 年 114 億円あった基金が

令和 5 年には 53 億円と半分以下に激減す

る見通しです。  

 1 億円以上のハード事業を対象としてい

るこの計画ですが、今後、財政状況の見通

しが悪化した場合等、本計画事業について

は、今後の予算査定により、新規・継続を

問わず事業実施を保留とする場合がある。

としています。  

 私は、11 月議会の一般質問（12 月 7 日）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

10 ,732 9 ,472 9 ,969 10 ,089 10 ,323
個人 8,920 8208 8,289 8,383 8,450
法人 1,812 1,264 1,680 1,706 1,873

11,430 8,850 6,975 5,300

財政運営計画（令和3年度～令和5年度）                     単位百万円

市民税

基金残高

税目

単位千円

事業費 国費 県費 地方債 その他 一般財源

8,729,100 964,030 292,043 6,634,100 744,000 94,927

3か年投
資額
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で、この財政計画の税収や基金の激減状況

を考慮し、また、コロナ禍対策に集中した

財政運営が求められているもとで、市立プ

ールは「保留の場合に当たり・見直し」を

主張しました。市は、市負担が整備・運営

費とも 3 分の１（県負担は公債費の 3 分の

２、飛込は全額負担）であること、特に運

営費の市負担は約 1 億円なので後年度に

「影響がない」としています。しかし、「影

響がない」どころか、コロナの感染は広が

り経済的にも深刻な状況がつづき、市の財

政への不透明感は増すばかりです。滋賀県

財政も同じような状況だと思いますが、市

財政の面からの考察です。  

県も市でも、福祉・暮らしや教育にしわ寄

せをさせない監視と運動が一層大事になっ

てくるのではないでしょうか。  

 

プール整備について 

 次に具体的なプール整備について見てみ

たいと思います。  

市は、昨年 2 月の入札不調になった要因

分析を行うためとして事業者への聞取りを

行なっています。その要因分析として①土

木工事における工期遅延・事業費増大のリ

スク②建設物価の動向の見込みの相違③計

画修繕の考え方の相違④光熱水費の事業費

増大のリスクをあげています。  

事業者と考え方の相違のあった項目につ

いて精査し、必要な経費を計上として、①

土木工事の内、道路付替え工事について

PFI 事業からの分離、②直近の建設物価の

反映、③計画修繕に要する経費の追加計上、

④光熱水費の清算手法の見直し、⑤総事業

費縮減のために観客席固定席の減や開館日

数・時間の整理等と見直しの概要を説明し

ています。この結果として 126 億円の整

備・運営事業費が 150 億円になり、道路付

替え分 4 億円分を加えると 154 億円と 28

億円も増額されました。  

業者への聞き取りは、県との協議に基づ

きすすめているとしています。しかし、そ

の要因分析と見直しは、事業者の言い分に

沿う形になっています。整備・運営の一貫

性がＰＦＩ方式の優位性とされてきたのに

①のように道路付替え工事を事業者の主張

通りに PFI から外すなど行政の主体性は感

じられません。  

プール整備の効果として①「健幸都市」

の実現、②トップアスリートの育成、③に

ぎわいの創出、④水泳授業への利活用、⑤

防災拠点、⑥都市間競争に打ち勝つ、の 6

点を上げています。  

しかし、例えば、現在の競泳や飛込競技

の人数を市に尋ねると県の滋賀県水泳連盟

の登録者数で団体 115 団体、1520 名、この

うち競泳 1430 名、飛込 2 名、草津市内で

は、7 団体、140 名、飛込０名と答弁しま

すが、この数字が他府県と比べて多いのか

少ないのかとの質問に「比較したことがな

い」や 2 名の登録の飛込競技者を「増やす

手立ても目標も立てていない」と言います。

④の水泳授業の利活用についても教育委員

会からの要請でないばかりか、議論すらさ

れていないことをさも規定の方針のように

すること事体が「教育行政」への侵害では

ないでしょうか。国スポのための整備が先

にあって、効果は後付けに他なりません。  

 特定事業者選定に係る費用について見る

と従来手法に比べて下表のように PFI方式

が事業費の縮減につながることを示してい

ますが、果た

して PFI方式

がそんなに有

効なのでしょ

うか。  
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 上記表は基本計画と 2 回の特定事業選定

結果の公告時の費用などについて示したも

のですが、いずれも PFI 事業に「VFM が

ある」ことになっています。  

 2019年 11月 15日の特定事業の選定は、

入札不調時の費用で、下段の 2020 年 10 月

2 日は現にすすめている再入札時の費用で

す。PFI 事業の選定にあたっての客観的評

価の結果を 1 部修正して公表されたもので

す。  

しかし、この費用を検証するにも事業費

は公表されていません。従来手法の事業費

が入札不調時からの費用増加の算出方法や

根拠を質しても国のガイドラインによると

詳細説明はありません。PFI 推進の立場の

立命館大学教授が議員研修で「VFM は曖昧

なもの」と言っておられましたが、そのこ

とが今回のプール整備事業にも当てはまる

残念な状況です。  

 

他都市との比較  

公共事業における透明性は担保されなけ

ればならない原則だと思います。  

 

従来方式やＰＦＩ方式の算定根拠が十分に

明らかにならないもとですが、特定事業の

選定で示されている従来方式定量的評価の

(１ )で前提条件として、市が自ら実施する  

場合は類似施設の実績等により設定となっ

ています。この類似施設も明示されていま

せんが、基本計画段階で新潟県長岡や石川

県金沢のプールが紹介されていましたので、

いずれも 50m、25m のサブプール、飛込み

用プールを備え国体用に設置され、水深や

客席など設備に違いがありますが、屋内プ

ールで比較検討には条件がそろっています。

コロナ禍で、現地には行けず聞取り調査で

不備もありますが、事業費や運営費を紹介

します。  

草津市立プールは落札事業者の内容です。 

 

【草 津 市 立 プール（令 和 ７年 国 スポ競 技 会 場

予定）】 

●整備・運営事業費 142.6 億円（ＰＦＩ

方式＝整備費 97.9 億円）  

●供与開始 （令和 6 年㋅1 日予定）  

●主な施設 屋内 50ｍプール（50×25 単

公表段階 費用 従来手法 PFI VFM VFM率 入札公告

事業費 14,329 13,320 1.009 7.04%
現在価値化 12,930 12,012 918 7.10%

事業費（推定） 14,079 12,902 1,176 8.36%

現在価値化 13,467 12,050 1,417 10.52%

事業費（推定） 16,762 15,340 1,421 8.48%

現在価値化 16,012 14,363 1,649 10.30%
（特定事業の費用は、事業費｟整備費＋運営・管理費｠に事務費｟PFI選定事業

費、アドバイザー委託費、モニタリング等｠、金利、収入等を加味している。推定
表示は未公表なので聞取り推計した数字です。令和2年～20年の整備・運営事

業。）

※VFM（ValueForMoney）PFIを実施するうえでの指針・評価。支払いに対し、価

値の高いサービスを供給する方を「VFMがある」という。PFI事業として実施する

場合は、VFMの有無を評価することが基本となります。

基本計画
（2018.11）

特定事業の選
定(2019．

11.15）

12,617
(2019.11.18)

特定事業の選
定（2020.10.2）

1,516
（2020.10.2）

-

仮称草津市立プール整備・運営事業の特定事業選定に係る費用（単位百万円）
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位ｍ 10 コース、水深 3～0 可動床・壁）  

25ｍプール（25×16（6 コース）水深 1.1

～1.35 単位ｍ）  

飛込プール（25×16（6 コース）水深４～

５ 単位ｍ）  

●固定席 1,326 席（別に仮設 1,167 席ス

ペース）  

●運営費 44.7 億円（15 年分 1 年平均 2

億 9800 万円プラス利用料約 3400 万円）  

 

【金沢プール（平成 30 年国体競技会場）】 

●整備事業費 73 億円（プロポーザル）  

●供用開始 平成 29 年 4 月～  

●主な施設 屋内 50ｍプール（50×25、水

深 0～2 単位ｍ、可動式）  

（長水路公認 10 レーン、短水路公認 10 レ

ーン、水球対応）  

屋内飛込プール  （25×20、水深 3.5～5

固定床）  

（飛込公認、アーティスティックスイミン

グ対応）  

屋内 25ｍプール （25×17.5 水深 1.10～

1.35 単位 m）  

●固定席  2,500 席（仮設 400 含む）  

●利用者数 Ｒ1 年度 106,000 人  

●運営費  指定管理料 20,800 万円 （光

熱水費 1 億 300 万円含む、内水料 1300

万円）  

 

【ダイエープロビスフェニックスプール（県立長

岡総合プール）（平成 21 年国体競技会場）】 

●整備事業・運営費 113 億円（ＰＦＩ方式、

整備・運営費別は非開示）  

●供与開始 平成 20 年 8 月～  

●主な施設 屋内 50ｍプール（50×25、水

深 0～3 単位 m）  

 （長水路 10 レーン、短水路 10 レーン、

アーティスティックスイミング・水球対応） 

屋内飛込プール（25×20、水深 3.5～5 固定

床 単位 m）  

（飛込公認、アーティスティックスイミン

グ・水球対応）  

屋内 25ｍプール（25×20、水深 0～1.4 可

動床 単位 m）  

●固定席  3,032 席（常設木デッキ 1,000

席含む）  

●利用者数 Ｒ1 年度 19 万 7000 人（前年

度 22 万 1 千人）  

●管理費  1 億 2600 万円＋光熱水費 1

億 3700 万円（41000 立米）  

 

金沢が従来方式、長岡が PFI 方式です。

整備費で草津とは約 25 億～30 億円の差が

あります。長岡の場合 150 億の予定価格だ

ったのが、113 億円の落札でした。運営費

は、草津が約 3.4 億円なのに対し、金沢が

2 億 800 万円、長岡が 2 億 6300 万円とな

っています。整備時期や施設内容が違うの

で単純に比較はできませんが、効率性を追

及する今の技術進歩からすれば運営経費は

低くなる傾向になると思うのですが、逆の

方向です。  

両施設の調査を通じて草津との違いを感

じたのは入札参加事業者の数です。長岡 6

グループ、金沢 6 業者でした。草津は 1 社

の入札でも要求水準を満たせば契約の方針

で、結果として 2 グループ参加でしたが、

これでは競争の原理がはたらきません。参

加事業者を増やす働き掛けはほとんどあり

ませんでした。  

草津のプール整備・運営事業を一括で事

業者グループに任せる PFI 方式は、令和３

年から令和 20 年までの長期の契約になり

ます。次世代にまたがる事業を「丸投げ」

状態で公の責任が果たせるのかも問われま

す。  

いずれにしても、このまま進めば 4 月に

契約案件が議会に提案され、これまでの推
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進派が多数を占める議会の勢力からすれば

整備はすすめられるでしょう。事業に対す

る賛否は別として 142 億円もの多額の費用

がつぎ込まれる整備・運営事業ですから県

民・市民のプールとして利活用ができるよ

うにチェツクをしていく事も必要です。  

 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

公の施設のあり方研究会第７回研究会と報告会について 

【７回研究会について】 

日時 3月 2日(火)１0:00～ 

 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 

 今年度実施してきた下記調査について最終とりまとめ案について議論します。 

（１）指定管理者制度について 

（２）包括的民間委託について 

（３）DBO（設計建設維持管理一括方式） 

（４）PFI 

（５）大津市ガスコンセッション方式 

（６）病院独法化（大津市民病院、甲賀病院） 

（７）その他 

（８）提言案について 

（９）2021年度に向けた取り組みについて 

  

 

【2020 年度調査報告会】 

 2020年度調査結果の報告会を行います。 

 日時 3月 24日（水）13:30～16:30 

 場所 滋賀県教育会館中会議室 

 内容は 第 7回研究会で議論してとりまとめた最終報告書に基づいて行います。 

 ※ ズ ー ム を 併 用 し ま す 。 ご 希 望 の 方 は 滋 賀 自 治 体 問 題 研 究 所 ア ド レ ス

（shigajichiken2009@yahoo.co.jp）あてに申し込んでください。 
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日時 2021 年 2 月 23 日（火・休） 

    13:30～16:45 

場所 滋賀県教育会館 
※資料代 500 円の協力を。※どなたでも参加でき
ます。※ズーム併用します。 

 

  基調講演 13:30～15:00 
 

｢コロナ禍下で問われる国と地方自治の
あり方｣ 
 講師 岡田知弘氏（自治体問題研究所理事長・京都橘大学教授・京

都大学名誉教授） 
 コロナ禍「第 3 波」の到来で、医療現場も、地域の経済・社会も、自治体財政も大変厳しい状況と

なっています。今、改めて地方自治体のあり方、国のコロナ対策と地方自治体の関係、そして何より

も、いかに住民の命と暮らしを守るかが問われています。 

 このような中で、菅政権が最初にやった学術会議会員の任命拒否の問題、第 32次地方制度調査会の

答申の後、具体化が行われているデジタル化を最優先する政策の問題などに触れながら、「ポスト・コ

ロナ」時代の地方自治のあり方についてお話してもらいます。 

 

２分科会を予定 15:15～16:45 

 県下の各自治体および教育、医療、福祉、平和運動など各分野の現状と課題について自治体労働

組合、地方議員、各団体などから次の８つのレポートをもとに議論します。 

分科会 テーマ 団体・個人

コロナ問題をはじめ県民要求実現の取り組み県労連
滋賀の医療・介護 民医連
民医連の介護アンケート 民医連
滋賀の教育 全滋賀教組
滋賀の平和運動 平和委員会
食料支援活動を通しての青年学生の生活実
態と要求

民青

野洲新市政の動向など 野洲市議
東庁舎建て替え問題と湖南市政を考える 湖南市政を考える会

1

2

 

※ズーム参加を希望される方は希望される分科会番号とともに申し込んでください。 

申込アドレス（shigajichiken2009@yahoo.co.jp） 


