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第 20 回滋賀地方自治研究集会基調講演  

 

 

 岡田知弘（京都橘大学教授、京都大学名誉教授、  

自治体問題研究所理事長） 

 

はじめに ―私の立脚点 

私の専門分野は、地域経済学、地域づくり論、

災害の地域経済学なので、なぜコロナ問題に取り

組んでいるのか疑問に思う人もいるかもしれませ

ん。私は、このコロナなどの感染症の拡大を災害

ととらえており、コロナの感染拡大が始まる前か

ら災害の地域経済学として、京大医学部の医療経

済の専門家といっしょに研究を行っています。昨

年8月からは北海道大学から西浦先生が京大に移 
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られ一緒に研究会をやっています。 

そういうなかで、耳学問ですが、ウイルスに打

ち勝つとか、撲滅というのは誤りではないかと思

っています。ウイルス研究の進展のなかで、私達

人間の体のDNAの中にはウイルスのDNAが埋め

込まれてきているということがわかってきていま

す。ゼロにするということ自体が科学的には誤り

です。オリンピックがウイルスへの勝利の証とも

言われていますがこれはドンキホーテ的な考え方

であると言わざるを得ません。 

今起こっている問題を災害としてとらえるこ

とにより解決の道がみえてきます。その他、日本

史の研究者と一緒に感染症・社会・国家をめぐる

共同研究を行い、第一次研究成果『疫病と日本史』

（敬文舎）をとりまとめて発行しています。 

昨年6月には、新型コロナウイルス禍から住民

の命とくらしをまもる京都フォーラム ＜(略称)  

「新型コロナウイルス 京都フォーラム」を立ち上

げてYouTubeによる情報発信をしています。

（ https://www.youtube.com/channel/UC2675B

BvnQP6Q7dhg1p20Ng）6人のメンバーがそれぞ

れの分野で20分から30分の発信をしています。 

 

Ⅰ 「コロナ禍」をどのようにとらえるか 

今回のコロナ禍は、開発による自然・環境破壊

とグローバル化のなかで生じてきた現象です。前

述のとおり完全に「撲滅」することはできません。 

日本の出口がどこにあるのか、参考になるのが、

100年前のスペインインかぜと言われた感染症が

あります。死者40万人超で、3年間に３波が襲い

ました。 

図１はスペイン風邪の感染者数と死亡者数を

示したものですが、第2波の死亡率が大きくなっ

ていることがわかります。また、図２は都市部と

郡部の死亡率を示したものですが、郡部の死亡率

が高いことがわかります。現在のコロナは都市型

であるのに対し、当時は人口比率からみても農村

型であったといえます。この時は終息に3年かか

りました。自然終息です。当時の内務省衛生局の

ポスターを見ると、対策はマスク、うがい、隔離

であり、感染しないやり方は現在とあまり変わり

ません。変わっているのはPCR検査や重症化した

場合の酸素吸入などです。こうした過去の事例を

みると今回も終息まで最低3年はかかるとみるべ

きです。これからは変異株がどれだけひろがるか

という問題もあります。新しい変異株を持ち込む

ことにもなり、オリンピック、パラリンピックは

感染を拡大させることにつながり絶対にやるべき

ではないと思います。 

https://www.youtube.com/channel/UC2675BBvnQP6Q7dhg1p20Ng）6人のメンバーがそれぞれの分野で20分から30
https://www.youtube.com/channel/UC2675BBvnQP6Q7dhg1p20Ng）6人のメンバーがそれぞれの分野で20分から30
https://www.youtube.com/channel/UC2675BBvnQP6Q7dhg1p20Ng）6人のメンバーがそれぞれの分野で20分から30
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当時のことについて、岡田晴恵さんが与謝野晶

子（11人の子の母親、全員感染）の『横浜貿易新

報』掲載コラム」について次のように紹介してい

ます。 

第１波の時は、密集に対する政府の対応を鋭く

批判し、また第2波の1920年の1月に書いているこ

とが示唆的です。 

この後、コメ騒動、婦人参政権獲得運動をはじ

めとする大正デモクラシー期の社会運動につなが

るのですが、スペイン風邪で命の大切さ、今でい

えば生存権の認識が深まったことが発端になった

のではないかと思います。 

本木克英監督「大コメ騒動」が1月8日から全国

一斉公開されていますが、このポスターでは、健

保もない、年金もない、お米もないという当時に

状況がスローガンになっており、まさに生存権を

もとめる運動でした。最初は米屋を襲撃するとい

う直接行動でしたが、郡役所からコメを配給させ

るという公の役割を発揮させるという成果を勝ち

取っています。これがさらに政権交代にもつなが

っているのです。 

後でふれますが、対ウイルス「戦争」ではなく、

「災害」としての認識の必要性があることを強調

しておきたいと思います。 

 

Ⅱ グローバル化と情報化にともない感染症

対策の国際比較がリアルタイムで可能に 

グローバル化がCOVID-19のパンデミックを促

進しただけでなく、情報技術の発展によって情報

が一気に拡散、世界的な株価大暴落、ヒト・モノ

の流れを遮断し、短時間で世界恐慌に発展するよ

うな時代となっています。 

他方で、各国の感染状況、公衆衛生・防疫体制、

医療体制、国家権力トップ・官僚機構の政治・政

策遂行能力の違いが瞬時に可視化されるようにな

っています。 

 また、感染症被害の状況も日々明らかになって

おり、世界の動向、中国、東アジア、欧米、ブラ

ジル、インドといった感染経路や再び、欧米で急

拡大している状況が刻々と伝えられています。 

与謝野晶子の横浜新聞でのコラム 

・なぜ大呉服店、学校、興行物、大工場、大展覧会等、多くの人間に密集する場所の一時的休業を命じ

なかったのでせうか（1918年11月10日） 

・今、死が私達を包囲して居ます。東京と横浜とだけでも日毎に四百人の死者を出して居ます。明日は

私達がその不幸な番に当るかもしれませんが、私達は飽迄も『生』の旗を押立てながら、この不自然な死

に対して自己を衛ることに聡明でありたい。（1920年1月25日） 
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 トランプ大統領がメルケル首相と比べてどうか

ということも明らかにされています。米国では、

人種差別・医療保険問題が基底になっています。

アメリカは日本のような国民皆保険ではありませ

ん。トランプ前大統領はコロナとの闘いは戦争だ

として、マスクもしないなど全く科学的な対応を

しようとしませんでした。黒人のところで感染拡

大が進行してもなにもしようとしませんでした。

今日の新聞をみると、黒人の死亡年齢が 2歳近く

縮まったとされています。これは大変なことです。

トランプ大統領が感染拡大を助長し、追い詰めら

れた結果落選したと言えます。これに対してメル

ケル首相は科学者でもあり、現状と課題を明確に

しながら局面局面で国民の理解を得ながら対策を

進めるなどの明確な違いについても報道されてい

ます。 

 上図は新規感染者の世界の動向です。昨年12月

頃に一日80万人を超えるピークがでており、それ

から40万人程度まで下がってきていますが、日本

で第1波と言われていた時期のレベルには至って
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いません。特にヨーロッパとアメリカが多いとい

う状況です。   

下図は日本の感染者ですが、今年1月にピーク

値約8000人を記録して以降かなり下がってきて

いるが下げ止まり傾向がでています。 

 

Ⅲ コロナ禍で顕在化した「選択と集中」政策の

矛盾と課題 

 90年代末から自公政権では「選択と集中」とい

う新自由主義的政策をとってきましたが、次ペー

ジのグラフを見ると、新型コロナウイルス感染症

感染確認者・死亡者の東京圏及び地方中枢都市へ

の集中していることがわかります。この図は、都

道府県レベルの比較ですが、府県内でみると、滋

賀県では、感染者の 37％が大津市（対県人口比

24％）に集中、京都府では、京都市内に感染者の

70.2％が集中しています。 

 これは、経済機能や人口の大都市集中を引き起

こした地方創生政策の失敗といえます。地方創生

の前後で比較すると東京への人口集中は拡大して

いるし、経済も都市部に集中しています。 

また、行き過ぎた公務員削減と民営化の帰結と

して、たとえば、政令市等大都市での特別定額給

付金の給付の立ち遅れがありました。大阪市では

6 月末で支給率３％であったのに対し、人口 1 万

人足らずの北海道東川町はじめ小規模自治体ほど

給付が早かったことはご存知のとおりです。東川

町は、小さくても輝く自治体フォーラム参加自治

体ですが、予算が決まる前に借り入れをして全町

民に給付ししています。 

コロナ禍でグローバル化・効率化一本槍の「経

済成長戦略」・「選択と集中」政策の限界・リスク、

あるいは人間が生きていくためにどのような仕事、

活動が必要なのかがあぶりだされたのではないで

しょうか。マスクや医療用防護服はなんと 8割が

中国で生産されたものでした。これまでの通商協

定の考え方は、なにがなんでも自由化でした。今

回は食料の輸出規制は行われなかったので食料危

機は起こりませんでしたが、この危機は続くので、

ひょっとしたら食料危機が起こるかもしれない。

穀物自給率 30%、石炭石油自給率 0％という状況

ではたして生きていけるか、持続可能といえるか、

ということを考えると問題は明らかです。必要最

小限の品目については国内で生産できるようにし

ておくべきであり、TPP、FTAなどを見直してい

く必要があります。インバウンドを重視してきた

観光地では宿泊・飲食業に留まらず大きな打撃こ

うむっています。一面的なグローバル化、インバ

ウンド政策の誤りが明らかになっています。  

医療、福祉などのエッセンシャルワーカーとい

う認識がひろまりましたが、非常に厳しい条件の

もとで国の補助も弱いため、やめる方が多いとい
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う状況があります。しかも、コロナ感染者を受け

入れている病院で働くスタッフに対するヘイトが

生じており、ここに手を打たなければならないと

思います。医療、介護だけでなく、教育、農業、

運輸、飲食などなど多様な分野が回っていかなけ

れば暮らしは成り立ちません。コロナのなかでそ

れぞれに社会的有用性があることが再確認された

のではないでしょうか。この点では文化芸術の分

野が大変になっています。自治体が対策を考えな

ければなりません。さらに、コロナ禍のなかで真

っ先に解雇されているのは非正規雇用の人たちで

あり、非正規雇用問題の解決も大きな課題です。 

 

Ⅳ 安倍政権下でのトップダウン的コロナ対策

の失敗 

安倍政権のもとでは、学校の一斉休校、アベノマ

スクなどトップダウン的対策とともに、政治的には、緊

急事態宣言条項を含む新型インフルエンザ等対策

特措法改正、憲法改正論議、検察庁法改定、国家

戦略特区法（スーパーシティ構想）改正、種苗法

改正、9月入学論議を優先されました。一方、感

染者の把握、医療・福祉の補強、雇用の7割を占める

中小企業、労働者支援については後手後手に回っ

ていました。自らがやりたい政治的課題に力をいれ、

コロナ問題では、官僚の耳打ちで政策が決定される

など科学的で合理的な政策を策定することも、遂行

することもできない実態が露呈したのです。支持率だ

けに興味がありコロナ対策については関心がないの

ではないかとも言われていました。 

もう一つ見ておかなければならないのは、これまで

の新自由主義的構造改革、とりわけ保健所の大幅統

合による公衆衛生部門の圧縮によって臨床検査技

師もいない医師もいないという状況がつくられていた

ことです。また応援をすべき職員の数も市町村合併

などにより激減しています。県でみるとだいたい3、4

割減っています。危機に対して対応できない仕組み、

これに対して安倍政権の意思決定に仕組み（お友達

重用、忖度政治、公文書を含む私物化）が拍車をか

け、さらに行政を遂行する官僚組織も内閣人事局の

幹部人事の一元化などによってごますりしか残らな

いような、公務の制度的基盤が破壊された状態にな

っているのです。 

  アベノマスク、各種給付金、Go To キャンペーン

をめぐる特定業者との癒着するような状況が生まれ、

これが菅政権にも受け継がれており、これを断ち切る

必要があります 

また官邸には嫌韓主義、中国・台湾蔑視がはびこ

っています。確かに体制問題などがありますが、たと

えばドライブスルー方式のPCR検査など学ぶべきこと

はたくさんあります。先進的な経験から学ぶことを拒

絶しているのです。 

 内閣支持率の低迷のなかで、8 月 28 日に安倍首

相は病気を理由に辞任したのですが、前後の状況を

みると病気は本当宇野理由ではなのではないかと思

っています。 

 

Ⅴ 感染症被害を、地域の「災害」として捉える

ことの重要性 

防災学や感染症学の世界では、生物由来の病

害は自然災害のひとつとして把握されます。物的破

壊はないが、健康被害を通して、経済活動の基本

である人間と人間の関係性を破壊すｒからです。 

日弁連の災害対策の担当をされてきた津久井進

弁護士ら有志による災害基本法制の理念・行政手段

の適用提言1がだされています。感染拡大を災害対

策基本法の災害と認定することで生活支援や雇用保

険などの現物給付が可能になるし、自治体の権限も

拡大されます。その基本的観点は憲法で定められた

生存権、基本的人権、幸福追求権、地方自治権をベ

ースにしたもので自治体により様々な対策を行うこと

を求めています。 

災害は「地域性」があるので自治体の役割にも差

があります。コロナの感染状況も地域によって差があ

ります。一律にしかできないという今の日本のあり方

には大きな限界があります。 

感染者は、特定の地域に住む住民であり、その地

域の公衆衛生、医療、福祉、教育、経済活動全体を

コントロールするのは基本的に市町村です。それを

                                                
1 

http://www.law-okamoto.jp/wp-content/uploads/20

20/04/20200416teigen.pdf 
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補完するのが都道府県、国の役割ですが県の体制

が弱く国がおかしな形でじゃまをするようなことになっ

ています。併せて、国は国境措置による防疫体制や

医療・経済補償の財源措置に最終的な責任をもたな

ければなりません。菅政権になってやったのは経団

連の要請によりビジネスの往来やオリンピックをにら

んで国際的なスポーツの往来を認めるといった規制

緩和を行っています。これがどうも第3波と一致して

いるのです。もうひとつ国がやるべきことは地方の休

業措置要請などに対して財政措置を講じることで

す。 

東京の場合は100万円、財政が苦しい京都府の場合

は10万円と不平等が生じています。 

災害のもつ「社会性」についてみておきたいと思い

ます。災害では、健康被害だけでなく、差別やヘイト

による人権面、さらに雇用や教育面での被害、DV被

害も多く発生しています。とりわけ初期段階において

は、酷い被害者差別が起こり自死の増加や引っ越し

をせざるを得ないという状況を招いています。 

また、政府や自治体の「補償なき自粛」による経

済被害の甚大さ（二次被害）。中小企業・小規模企業

の休業・廃業が激増。雇用者の休業・解雇も増え生

活保護申請が大都市部で激増しています。 

  失業実態などについて、地域の状態が把握でき

ない統計の取り方・発表の仕方となっていますが、こ

れを変える必要があります 

 

Ⅵ 地方自治体の役割と姿勢が問われる 

科学的根拠もない全国一律主義と都道府県単位

での指定と指定解除については大きな問題がありま

す。 

一方、ポピュリズム的な首長（大阪府知事、東京都

知事、北海道知事）の突出により現場は混乱を招い

ています。吉村大阪府知事は「大阪モデル」で3指標

を設定しましたが、府専門家会議座長は「サイエンス

としての根拠には自信がない」といいました。経済再

開に大きくシフトした新指標の設定と言わざるを得ま

せん。 

  小池東京都知事は、東京アラートの設定と解除を

していますが、その後の感染再拡大には無対応です。

いずれも、自らの政治的目標（都知事選挙、大阪都

構想住民投票）を最優先し、感染症対策は二の次と

なっている点が特徴です。 

そもそも、地方自治体では、足元の「被害」状況を

どれだけ詳細かつ包括的に把握しているのかという

とずさんな実態です。保健所統廃合とPCR検査の実

施・報告体制、陽性者の発表の仕方、二次被害を含

めた詳細な、市町村別、区役所別把握ができていま

せん。韓国の詳細マップと比べると大きな違いがあり

ます。 

地域社会・社会運動団体においても、「国の指示

待ち」姿勢が広がっています 

アフリカ出身・京都精華大サコ学長は次のように

語っています。「興味深いのは、日本人は政治にそ

れほど関心がないのに政府に依存し、国からの発言

を待っていることです。アフリカも政治不信は同じで

すが、まだギリギリ地域共同体が機能し、地域の動き

を政治家が利用してサポートする例が見られます。

昔の日本は、京都の地域住民が国に先駆けて小学

校をつくるなど共同体の力がありましたが、今は自治

会レベルでも国の決断を仰いでいる。共同体が壊れ、

相互 扶助もできなくなっています。」 （「 コロナ問

題 で わ か っ た  『 日 本 人 の ホ ン ネ 』 」

https://dot.asahi.com/dot/2020051100004.html 

2020年5月14日） 

 

Ⅶ 第一波「収束」局面で打ち出された政府・財

界の「ポスト・コロナ」戦略とその根本的問題 

経済財政諮問会議「骨太方針2020」案に対して民

間4議員はコロナにうまく対応できなかったのはデジ

タル化が進んでいなかったからだとして次のような提

案を行っています。  

〇公衆衛生・医療・地方行政の領域におけるデジタ

ル化推進（デジタル・ニューディール）、テレワー

クの導入による多角連携型経済社会の構築（政

令市、中核市育成とスマートシティづくり）、  首

都圏・関西圏での広域的行政サービスの展開 

〇国と地方自治体とのデータ統合とマイナンバーカ

ードの普及加速化  

 さらに、「経済・財政一体改革」方針の堅持＋「資源
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配分にメリハリ」も提案していますが、これの意味する

ことは後でわかりました。75歳以上の医療費の2割負

担の導入です。社会保障への支出減らしてこれまで

以上に負担を増やすということです。 

第32次地方制度調査会答申（2020年6月26日）

がだされました。 

〇「圏域行政」の「法制化」提案は断念したものの、

行政のデジタル化及びその標準化・共同化・効率

化、広域連携推奨、民間企業の自治体の計画・

施策策定、実施過程への参画をこれまで以上に

推進する諸方策を提起しています。特に情報化

については公務員にそうした専門家がいないとし

て、民間の参画を提起しています。骨太方針との

完全な共鳴関係にあります。 

〇東京一極集中問題、さらにコロナ対策においての

自治体の対応の根本的弱点（大幅職員削減によ

る保健所等の機能マヒ、大規模自治体での給付

金の遅れ、補償財源不足問題等）の政策的検証

はありません。これが国内「第二波」「第三波」の

洗礼をうけることにつながっています。 

  菅政権の基本政策の根本矛盾は次のとおりで

す。 

 ○安倍政権の継承内閣として無派閥の菅氏が首相

になり「アベ政治」を踏襲したのですが、安倍政権

以上にブレ幅がおおきくなっており、経団連や日

本会議にすりよる姿勢がつよくなっています。学

術会議会員任命拒否は、より極端な政策をとる傾

向の表れです。 

○成長戦略として経団連からの有給であるデジタル

庁を設置して、地方自治体もターゲットにデジタ

ル化を推進することと、アトキンソンを重用し中小

企業・地方銀行「淘汰」を推進しています。 

○こうしたやり方はコロナ禍で疲弊した地域経済・地

域社会を視ない乱暴な政策であり、地域での矛

盾が拡大していくことになります。 

 

Ⅷ コロナ禍で見えてきた「地域」・「自治体」の

重要性 

国の無能状態が明確になるなかで、地方自治体

の独自の役割、自律性が重要になっておりいくつか

の先進的事例を紹介します。 

〇和歌山県の二坂知事は自民党の二階幹事長

に押されており保守県政ですが、厚労省が

37.5℃以上が4日間続かなければ検査しないと

いう杓子定規をいっている時に発生したクラス

ターを抑えるために徹底したPCR検査を実施

しています。 

  〇政府が補償策を講じないなかで独自の支援制

度を創出した地方自治体（ただし、財政力に

規定されて、支援格差が拡大）があります。こ

れらに対して国による財源措置が絶対に必要

です。 

★自治体内のすべての医療施設に対して支

援策を講じた市町村数は99（全国保険医

団体連合会事務局調べ 2020年11月11

日）。 

★また、コロナ禍で経営に苦しむ地域の中

小・小規模企業に対して休業補償を行ってい

る自治体は358に達する（全国商工団体連合

会調べ 2020年10月27日時点）。 

 

Flushという写真雑誌がすぐれた経験の自治体を

ピックアップしてほしいということで紹介しました(2月

21日発売)。特筆すべきは募金などで財源を確保し

ながらPCR検査を拡大していった世田谷区です。地

方自治体が、みずから科学的判断の下に、PCR検

査等をより拡大し、感染状況の詳細な把握を行いな

がら、防疫体制、医療体制、福祉・介護体制の持続

性の確保を図るとともに、産業・雇用の維持を図る政

策を立案・実施することを求め実現する必要がありま

す。  

感染を予防し、災害を克服し、地域社会の復興の

担い手は、主権者である住民自身であり、住民がつ

くる地域の中小企業や農家、協同組合です。ただし、

それは「新しい生活様式」の上からの押し付けではで

きないことであり、コロナ禍が明らかにした安倍政治

大きな問題を克服した新しい政治経済のあり方だと

思います。 

 

Ⅸ 新たな地域経済社会への展望 
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① 必要なのは「新しい生活様式」ではなく「新しい政

治・経済・社会のあり方」であり、 感染防止（防疫）

における公共の責任を遂行することです。 

②遠隔地との交流・交換がストップするなかで、地域

の地金、「宝物」の発見もあります。 

〇由布院の中谷健太郎さん、佰食屋さんの中村朱

美さん（ガイアの夜明け）の話 

③足元の「地域」に視点を置くことが、経済社会再建

の原点に 

〇テナント料を引き下げた不動産経営者、旅館・ホテ

ルの空室を子どもたちや住民に開放した宿泊業

者、マスクや感染防護資材の製作をはじめた繊

維・プラスチック加工業経営者。 

〇京野菜を生かした飲食店・宿泊業者との連携、地

元顧客重視への転換へ連帯経済をつくることで、

地域内経済循環を母体にした地域経済・社会の

再構築 

④地方自治体（都道府県・市町村）の地域経済政策

を変える 

〇中小企業・地域経済振興基本条例を活かす 

★自治体の地域づくりの基本方向を定めた「基本条

例」 

★政策対象に、農業法人や農家、医療・福祉法人も

入れるところが多い 

★帯広市での取組み  

   農業を基盤にして六次産業化等付加価値を高

める取組を展開（図のa+b+cと地域内で付加価値

を高める取り組み） 

    コロナ禍の下で、市がHP上にマルシェを設け、

消費を喚起   

 〇条例未制定自治体では、これを機に条例制定を

求める取組みを 

Ⅹ 住民の命と暮らしをまもるため社会運動の

構築 

① 足元の「地域」に着目し、住民の命とくらしを守る

ために、声をあげることが必要不可欠です。 

 ②実態を正確に知り、もっとも効果的な取組みや政

策を分野横断的に、自治体単位で行うことが重

要→自治研、「まち研」活動の意義 

 ③京都府内での取り組み  

  〇京都自治体問題研究所を中心に「新型コロナ

ウイルス禍から住民の命とくらしを守る京都フ

ォーラム」（略称 「新型コロナウイルス 京都

フォーラム」設立 

  〇調査研究・情報発信によって、地方自治体の

政策姿勢・施策内容を変えていく 

★京都府職労連・自治労連による商店街調査の画

期的な意義 

    

おわりに 

〇安倍政権が終わっても、安倍後継内閣ができ、

「アベ政治」が続くならば、問題解決にはならな

いのは必定です。「アベ政治」をストップさせる

最大のチャンスである総選挙が確実にあります

のでそれに向けた合意づくりも重要です。 

〇また、コロナ禍に対する自治体の団体自治の権

能を高めるとともに、地域住民の自治力を育て

ることが決定的に重要です。 

  ○とりわけ、憲法の視点から、公衆衛生、社会保

障・福祉を強め、基本的人権、幸福追求権、財

産権、地方自治権を強化することが何よりも必

要な局面 

〇「人のつながりは生きる力。物理的な距離は離

れていても、社会的な距離はより密にしなけれ

ばならない」 （室崎益輝神戸大学名誉教授『神

戸新聞』5.21付） 
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第一分科会報告 参加者 15人 

 

①2020 年度 県民要求実現実行委員会の取り組

み 

県民要求実現滋賀県実行委員会事務局長の山元

大造氏が自治体キャラバンなどの取り組みについ

て報告しました。 

県労連をはじめ 12 団体で取組んできた自治体

キャラバンの特徴や意義について次のように報告。

第 1は、提出する要請書が、各市町のすべての担

当部局に及ぶような広範な分野を網羅しているこ

と。 第 2は、実行委員会加入のいくつかの組織

は独自に市当局と交渉しているが、多くの組織は

独自交渉できておらず、キャラバンによる市当局

との話し合いはなくてはならない貴重な機会とな

っていること。第 3は、対応はどこも丁寧であり、

市民の声に時間を取って誠実に対応するという実

績を作り上げてきたと評価できること。 

今年度の特徴は、コロナ禍にあっての市町のコ

ロナ対策（医療だけにとどまらず）についての要

請を行ったことと、これまでなかった「ジェンダ

ー視点の災害対策」をいれたことであるが市町で

の差異が見えた。 

 

②滋賀の医療介護 

 滋賀民医連副会長の東昌子氏が滋賀県のコロナ

問題を中心に報告しました。 

 県では３月初めに患者を確認。以後、感染症対

策病院においても、一般医療機関においても防御

対策に多くの時間と労力がさかれた。4月 22日よ

り軽症者、無症状者の宿泊療養施設の運用を開始。

地域の医療機関では受診抑制が深刻となり、３月

から５月は前年比３割、診療科によっては５割減

の患者数であった。不急の手術が延期、内視鏡検

査が一時ストップなど、通常医療活動にも大きな

影響が出た。５月には感染状況に応じた県独自の

行動基準が発表された。 

 保健所が主となり発熱者・接触者の受診検査体

制がとられ、感染症指定病院（大津市民、済生会

滋賀県、県立総合、草津総合、公立甲賀、近江八

幡市立総合医療 C、彦根市立、長浜赤十字、長浜

市立、高島市民）と医師会運営の PCR センター

（大津市）で検査が行われた。５月には県が入院

調整センターを設置、感染判明者の入院調整を実

施。11月 1日からは発熱症状のある患者がかかり

つけ医で診療や検査を受ける体制に移行、県内

402 か所が指定医療機関に指定。指定された診療

所は県内診療所の 4割弱だったが、コロナ検査を

実施する診療所はうち 2割弱で、感染症指定病院

の負担は依然として大きいまま。   

感染最多の大津市では、補正予算で総事業費１

億８千万円の「感染症ER」が整備され、12月 21

日に運用を開始。12月以降、介護関連事業所、医

療機関でのクラスターが多発。第 1波、第 2波の

感染者が 20歳代、30歳代、40歳代中心であった

のに加えて、高齢者層に感染が拡大。1 月 9 日に

は滋賀県最多の 57 人の陽性確認。（1 月 10 日現

在）2020年 3月から 10か月間の新型コロナ感染

症拡大で、県内 7つの保健所では検査、濃厚接触

者の健康観察、疫学調査（クラスター調査）で担

当職員の超長時間労働が継続。平成 9年に県内保

健所が 9つから 7つへの削減による担当地域の拡

大が遠因と言える。今回の経験から保健所数を従

来の 9つに戻し、感染症状対応職員数を増やすべ

きである。 

 新型コロナ感染者を受け入れている病院も病院

の再編統合計画に複数含まれているが計画は白紙

に戻すべきである。高齢者施設などへの「社会的

調査」に乗り出した自治体が全国に広がっており、

クラスター化を未然に防ぐため県でも実施が望ま

れる。 

 コロナ禍は介護事業所を直撃し、感染者が出た
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介護事業所は施設の閉鎖を余儀なくされ、経営状

況が一機に悪化。今後倒産する事業所が増加する

と見込まれる。感染者が出ていない事業者も、利

用者の利用控えでの減収、感染症対策での備品や

消毒での労務の増加、介護職員の離職での人員不

足と厳しい状況が重なっている。 

 

③大津市介護保険第8期事業計画に関するアンケ

ート結果まとめ」 

 大津市社会保障推進協議会の藤岡孝之氏がケア

マネージャーを対象にしたアンケート結果につい

て報告しました。 

118 人からの回答は、現在の介護保険制度が概

ねうまくいっているが 33％ 地域支援事業が概

ねうまくいっている 25％であり、寄せられた意見

からも地域支援事業については、大きく見直しが

必要。概ねうまくいっていると回答されている方

からも記述式では、サービスの不足・人材不足・

制度のさらなる充実を求める声が寄せられている。 

また、第 8期介護保険事業計画の課題としては、

複数回答とはいえ介護人材不足についての意見が

多数しめており、介護現場では、人材不足の解消

が切実な要求となっていることがうかがえる。こ

の点では、大津市域の介護事業をすすめていくう

えで独自の介護人材の確保に向けた施策の必要性

が介護現場から求められていると考える。また高

額な介護保険料の負担軽減の問題や居宅介護事業

所を含む介護事業所経営の保障などについても課

題整理が必要と考える。 

大津市でも各事業所への意見聴取やアンケート

など取り組まれているが、公表などされていない

ため、第 8期の介護計画を作成するにあたり、ど

のような意見が集約され、課題となっているのか

が不明。介護に関する施策は、市民の関心がおお

きな分野であり、市民生活に直結する事業。大津

市社保協は、今後も市民の声を反映させた介護保

険事業計画策定のため取り組みを続ける。 

 

④滋賀の教育における課題 

 全滋賀教組の高岡氏が、コロナ禍の中での滋賀

の教育の現状、課題について報告しました。 

教育現場ではコロナ禍で見えてきた「教育」や

「学校」のありようが問われている。コロナ以前

の学校に戻すのではなく、コロナ禍の中で見えて

きた本来の学校に作り替えていくことが重要な課

題。教職員の働き方についても教職員を増やすこ

とには目を背け、「１年単位の変形労働時間制」

が、条例を改正することで導入できるようになっ

た。「条例」による変形労働時間制の導入は、労

基法違反、憲法違反であるばかりか、今でも日常

の業務に加えコロナ感染防止のための作業に追わ

れる教職員の多忙化解消に全く役に立たないどこ

ろか超勤を覆い隠すものという概要報告のあと、

①義務教育の課題として少人数学級をめぐるこの

間の動き、②高校教育をめぐる課題、③障害児教

育をめぐる情勢と課題について報告がありまし

た。 

（報告者 山口剛） 

 

 

第二分科会報告 

第二分科会では、4 本の報告があり、参加者は

14名でした。 

⑤ 滋賀の平和運動  (滋賀県平和委員会 西野 

明さん)  

2015年の安保法制強行以来、自衛隊員募集をめ

ぐって、防衛省は自治体に「適格者名簿」の提出

を求め、また自衛隊が市町の行事を通して若者へ

の接近を図っている。 
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菅政権のもと、オスプレイが日本中の空を飛び

回り、全国の基地が強化されている。沖縄・辺野

古基地建設を許さない闘いの連帯し、平和を守る

運動の強化が求められている。 

2017 年 7 月に国連で採択された核兵器禁止条

約は、昨年 10月批准国が 50ヵ国に達し 2今年 1

月 22 日条約が発効した。新型コロナや地球規模

ですすむ気候危機に対して、核兵器や軍備増強は

人々を守ることに全く無力です。 

世論調査では国民の 6～7 割が核兵器禁止条約

への参加を求め、全国の自治体の 3割の 531地方

議会が政府への意見書を採択している。県内では、

6 市町で採択されており、ひき続き採択市町を増

やす働きかけが必要です。 

約 5年間にわたって取り組んだ「ヒバクシャ国

際署名」は、全国で 1370 万 2345 筆に達し、う

ち滋賀では12万1606筆を集め条約の発効に貢献

した。 

条約が発効したもとで、滋賀では、「日本政府

に核兵器禁止条約の批准を求める滋賀県民の会」

が2月28日に結成されとりくみがスタートする。

署名は、今年 8 月 2 日から開催される「第 10 回

NPT再検討会議」前に政府に提出することを目指

している。 

コロナ禍のもと、今年も一つ一つの取り組みを

成功させ、平和の課題を前進させよう。 

⑥ 学生食糧支援の取り組みについて  (民青同

盟滋賀県委員会 岡田さん) 

昨年 11月 21日、12月 20日と年 2月 14日の

3 回、彦根の滋賀大生を対象に食糧支援を行い、

延べ170人が利用した。支援ボランティアは民青、

滋賀大生、共産党と市民約 50 人が参加した。ア

ンケートに 128人が答えてくれた。 

提供された物資は、近江米 620 キロ、野菜は、

白菜や大根など 55キロ、肉 30キロ、その他では

レトルト食品やトイレットペーパーなどの日用品

などです。 

会場は、滋賀大近の歯科医院駐車場、空き店舗、

教会を借りて行った。 

アンケートでは、学生生活や経済状況に関して、

「学校に行かないので友達がつくりづらい」「親が

自営業で、生活ができるか不安」などの切実な声

が寄せられている。 

食糧支援活動を通じて、ボランティアとして協

力をしてくれる学生やアンケートに回答を寄せ引

き続き関係継続を希望する学生との繋がりができ

た。 

⑦ 栢木市政になって (野洲市議会議員 野並

享子さん) 

昨年 10月 18日投票の野洲市長選挙は、栢木進

氏が現職の山仲善彰氏を抑えて当選した。 

市長選挙の最大の争点は、市民病院の建て替え

問題でした。 

前山仲市長は、野洲駅前の市有地に病床数 179

床の地域中核病院として、総額 120億円で建設し

令和 5年開設予定で進めてきた。 

一方栢木氏は、現市民病院敷地内で、半額で建

て替えができるということが公約でした。 

 栢木新市長は、初登庁日の 11 月 2 日に、病院

建設設計業務の一時停止と解約協議を独断で設計

業者に通達した。 

選挙後の市議会等で、現敷地での建て替えのス

ケジュールや事業費の積算根拠を問われ、「積算根

拠は、市が出した建設計画を足したり引いたりし

ただけ、建て替えのスケジュールや工事内容は、

現市民病院評価委員会に専門部会を作り、その中

で検討し検証してもらう」と無責任な答弁に終始

した。 

市議会は、12月 18日の最終日に、市民病院建

設設計業務の継続・完了を求める決議を賛成多数

で可決し、市議会の総意を表明した。 

一方で、栢木市長は平和首長会議への参加表明、

都市計画税の一年延期や水道料金の基本料金 4か

月免除など「市民の負担軽減」のための施策も進

めている。 

今年 10 月の市議選は、今後の市政の方向を占

う大事なものになる。 

⑧ 湖南市政を考える会の取り組み  (湖南市 

坂田政富さん) 

湖南市における東庁舎(旧甲西町役場)建て替え
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問題は、図書館、保健センター、まちづくりセン

ター、西庁舎(旧石部町役場)などの行政機能を一

極集中させ複合庁舎にする計画でした。耐用年数

を 20 年も残す東庁舎、耐震の新基準を満たして

いる保健センターや図書館の統合は、「もったいな

い」「西庁舎はどうなるの」など、市民の大多数が

疑問と反対の声を上げ、2016 年 1 月の計画発表

から、市民の抵抗が始まった。 

2019 年 3 月議会に「東庁舎建て替え・湖南市

複合庁舎整備基本計画に関する請願書」を提出し

たが、賛成少数で否決された。 

当時、市には約 285億円の借金があり、建て替

えを進めれば「財政破綻を招く」と財政問題を指

摘し、市民からは「市の財政は大丈夫なのか」な

ど心配する声が上がってきた。 

「庁舎の建て替えは市民が決めたい」と住民投

票条例制定を求める署名運動では 3768 筆を集め

法定数の約 4倍を集約したが、賛成少数で否決さ

れた。 

「考える会」として、東庁舎の見学会や奈良市

の庁舎耐震補強計画と市民運動などに学び、「庁舎

は残せる」に確信を持って運動を進めることがで

きた。 

この間、「東庁舎建て替え問題と湖南市政を考

える会」は 12種類、「住民投票条例制定を求める

みんなの会」は 5種類、1回 1万 5千枚のニュー

スを全戸配布、看板 80 か所、街頭宣伝などを行

ってきた。 

昨年 10月 18日投票で、市長選挙と市会議員補

欠選挙が行われ、それぞれ無投票当選となった。

前市長の谷畑氏は庁舎の建て替え着工は先送りを

すると表明したが、結局立候補できなかった。9

月 2日に「庁舎の建て替えは白紙撤回」の公約を

掲げて生田邦夫氏が立候補し無投票当選、12月議

会の所信表明で、「今まで新庁舎建設ありきで進ん

できたが、私はそれに与しない」として庁舎建て

替え問題は大きく方向転換しました。 

3 年余り市民とともに声を上げ、学び、行動で

市政が動いたのです。 

地域を変える夢をもって市民運動をさらに発

展させる決意です。 

（報告者服部喜由）  

 

 

コラム            ３.１１ 東日本大震災から１０年 

               高橋進（滋賀自治体問題研究所理事長） 

        

 今月の３月１１日に東日本大震災から１０年を

迎えた。この震災では、死者・行方不明者、関連

死を含めて２万２１９２人が犠牲となった。今な

お避難生活を送る人は４万人を超え（正確な実態

調査がなく、１０万人以上という説もある）、残

る帰還困難地域の解除はいつになるかわからず、

解除された地域でも実際の帰還者は少数であり、

街の復活はほど遠い。福島第一原発の廃炉はまだ

まだ先で、具体的な見通しは立たない。そして、

汚染水タンクは増え続ける一方である（１日１４

０トン増、３月上旬現在計１２０万トン）。 津

波被災地域全体の人口は減り続け、他方で仙台圏

だけが増え続ける不均衡が顕著になっている（仙

台市は１０万人増加）。それでも各地で人々は、

必死になって生業と生活を取り戻し、街をつくる

努力を続けてきた。暮らしと生業の再建まで、政

府の支援を継続すること、そして、様々なことを

地域で住民自身が決定できるようにすることが不

可欠である。防潮堤の高さや街づくりのやり方で

も、宮城県や岩手県内だけをみても様々であるこ

とがテレビの特集番組でも紹介されていた。住民

自治と住民ネットワークこそ、すべての鍵である。 

 その中で、政府は汚染水のタンクが一杯である

という理由で、汚染水の海洋放出を言い出してい

る。とんでもないことである。福島原発の汚染水

は他国に例のない規模の量と質の汚染水であり、
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漁業などへの影響は未知であり、被害が十分予想

される。当面はタンクを増設することは可能であ

り、その間に科学的な英知を結集して、固化など

さま環境を汚染しない解決方策を探るべきであろ

う。 

 また、原発被害の賠償問題は多数の訴訟が提起

され、東京電力だけでなく政府の責任を認める判

決も出されている。賠償金額についても、多くの

判決で国の賠償指針が不十分と判断され、増額判

決が出されている。その見直しが必要である。「ふ

るさと喪失」の賠償は東京電力と政府の責任であ

る。 

 そしてなによりも、二度と原発事故と被害を起

こさないために、原発の再稼働をさせず、再生可

能エネルギーへの転換が求められている。政府は

再稼働を進めてきたが、国民の反対運動や裁判、

故障やトラブル隠しなどの不祥事などで、原発に

よる発電量は使用電力の１０～２０％に減少して

おり、それでも電力不足は生じていない。かつて

の「原発がないと電力不足が起こる」という電力

会社と政府の宣伝は全くの嘘であったことがわか

る。戦艦大和のような「時代錯誤」の重厚長大で

金食い虫で有害危険なエネルギーを一刻も早くや

めて、「願発ゼロ」を実現し、次世代のソフトで

環境によい再生エネルギーへの転換こそ、われわ

れが残すことのできる財産であり、そのためのい

っそうの努力の必要を、１０年目の３.１１にあら

ためて思う。 

 

 

編集後記 

 3 月 6 日には原発のない社会をめざしたびわこ集会が開催されました。コロナ禍が風化

に拍車をかけているとも言われていますが、それでも 500 人が集いました。3 月 11 日に

は、若狭の原発の運転差し止めを求めた裁判の第 28 回口頭弁論が行われました。昨年 12

月の大阪地裁判決でだされ基準地震動を決める際の「バラツキの考慮」も争点となってい

ます。原告側は裁判は終盤であり、来年 3 月には審理をほぼ終結して裁判長の任期である

2023 年 3 月には判決を得たいとしています。（Ur）  

公の施設のあり方に関する調査結果の報告会 

日時 2021年 3月 24日（水）13:30～16:30 

場所 滋賀県教育会館中会議室 

報告内容 滋賀県下で実施されている指定管理者制度、包括的民間委託、DBO（設計建設維持管一

括方式）、PFI、大津市ガスコンセッション方式、病院独法化（大津市民病院、甲賀病

院）、その他民間委託が破たんして直営に切り替えられた事例などの調査結果を報告す

るとともに課題、問題点と行政に対する提言案について報告します。 

※この報告会はどなたでも無料で参加できます。 

※ズームを併用する予定です。ご希望の方は滋賀自治体問題研究所のメールアドレス

（shigajichiken2009@yahoo.co.jp)あてに申し込んでください。 
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