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2021年度滋賀県予算について 

 

                     節木三千代（県議会議員）  

コロナから命と暮らしを守る 

予算に転換を 

新年度予算はなによりもコロナから県

民の命と暮らしを守ることを最優先に組

まれるべきです。2021 年度滋賀県一般会

計予算は、総額 6,670 億円で、前年度比

で 965 億円増となっています。新型コロ

ナウイルス感染症対策費として 1021 億

円余の計上が、予算増の原因です。しか

しコロナ対策の財源のほとんどは、国の

交付金などで、県単独ではわずか９億円

にとどまっています。また、1021 億円の

うちの 64％645億円は中小企業への融資

の枠を見込んでいるためです。 

滋賀県の新型コロナウイルス感染症の

新規感染者数は、3 月上旬は、人口１０

万人あたり近隣府県のなかでトップが続

いていました。今では大阪、兵庫、京都

などで感染が急拡大し、まん延防止等重

点措置が適用され、「第４波」に入った

といえる状況になっています。滋賀県で

も、連日 10 名を超える新規感染者が続き、
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感染経路不明割合は 4割（4月 4日時点）

にもなっています。また感染力が強いと

される変異株は 76 例（4 月 11 日現在）

にもなっています。 

コロナ封じ込めのために無症状感染者

を発見し保護するためのＰＣＲ検査等

（社会的検査）を大規模に実施すること

が必要です。しかし、こうした社会的検

査のための予算はありません。高齢者施

設・医療機関・障害者福祉施設などへの

定期的な社会的検査の実施、地域を決め

てモニタリング検査を大規模におこなう

こと、変異株の検査を増やすことも緊急

に求められています。 

世論を背景に政府の方針も「検査でお

さえるしかない」との変化も生まれてい

ます。ようやく昨年度 3 月末に接待を伴

う飲食店など約９０の店が集まる彦根市

の袋町では、従業員と客あわせて７人の

陽性が確認されたため、店舗経営者らで

つくる組合が袋町全店に、自主休業を要

請・実施し、並行して実施された従業員

対象の一斉ＰＣＲ検査がおこなわれまし

た。今後も社会的検査をおこなって感染

封じ込める方針に転換するよう求めます。 

感染症対策の最前線にあたっている保

健所と地方衛生研究所は、新自由主義的

「行革」の対象とされ、統廃合と職員削

減が続けられ、新型コロナウイルス感染

症の拡大は、感染症対策の脆弱性を白日

のもとにさらしました。保健所や県衛生

科学センターなど公衆衛生に係る組織の

強化・拡充は喫緊の課題です。保健師は

増員されたのですが、7 人にとどまって

います。大幅に増やすべきです。住宅地

の中にあり、老朽化している彦根保健所

は直ちに適切な場所への建て替えを検討

するべきです。雨漏りする衛生科学セン

ターも５年先に竣工になっていますが、

直ちに建て替えするべきです。また人員

も抜本的に増やすべきです。 

医療体制の強化も急がれます。地域医

療を守るため、すべての医療機関の減収

に対する補てんがされなければなりませ

ん。国によるコロナ病床の支援策の予算

はありますが、県独自の支援策はありま

せん。 

コロナの影響による所得の減少、業績

悪化で、個人県民税と法人二税では前年

度比で１０６億円も減少を見込み県民の

暮らしは厳しくなっています。 

2 月に滋賀県商工団体連合会・民主商

工会のみなさんが三日月知事に要望し、

窮状を訴えました。ようやく「新型コロ

ナウィルス感染症対策強化支援事業」と

して、国の一時支援金に 10 万円の上乗せ

をする直接支援が昨年度末から今年度に

かけて始まっています。 

「第 3 波」による地域経済への影響は

大きく、事業継続のための直接支援は全

く不十分です。引き続き続き取り組みが

求められています。 

生活支援のための予算も、国庫が原資

の生活福祉資金の貸し付けが８割を占め

ています。 

県独自の新たな給付金はありません。

子どもの医療費助成の拡充も含まれない

など、県民の切実な願いには背をむけて

います。 

 

国民スポーツ大会費用は 120 億円にも 

いっぽうで国民スポーツ大会（2025 年

開催）費用は、コロナ禍のもとでも見直

されていません。（仮）彦根総合運動公

園・新県立体育館・草津市立プール整備

などで８７億円余にも及びます。昨年度

の国スポ関連の繰越明許費は３３億円も

積まれ、新年度は合わせて１２０億円余

にもなります。 

そのため、財源不足はさらに１２０億
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円にもふくれあがり、県民のために使う

べき基金の取り崩しや行革債という借金

で穴埋めしようとしています。県債は過

去最高 1 兆 1619 億円で県民１人当たり

の借金は 82 万円余にもなります。 

巨額の国スポ費用は削減し、検査の拡

充、公衆衛生の体制強化、医療機関への

支援、営業やくらしへの支援へまわすよ

う求めていきます。 

 

県民の願いに応えて教育予算の拡充を 

教育委員会の予算について述べます。

草津養護学校の教室不足解消のために増

築が行われようとしています。同養護学

校の児童生徒数は、開校時の３．５倍に

もなっており、大規模になれば子ども 1

人あたりに配置される教員が少なくなる

問題を解消するには分離・新設しかあり

ません。設置基準について、文部科学省

は「現存する特別支援学校の編成・施設

及び設備についてはただちに適用しない」

という論点を有識者会議に示しています。

教育委員会のいう「設置基準を見据える」

して、分離・新設を先送りしていては保

護者の願いに応えられません。ただちに

検討をすべきです。 

教員の負担軽減、働き方改革の一環と

して配置されてきたスクールサポートス

タッフの予算は４割削減されようとして

います。特に特別支援学校では「この間

学校で工夫しながらやってきた。感染対

策の蓄積を土台から崩されるようだ」と

削減の中止を求める声が上がっています。

県立学校でいえばわずか４７００万円で

あり、削減するべきではありません。 

また新年度児童生徒が増加する野洲養

護学校・八日市養護学校のスクールバス

について、増車を求める声が学校現場か

らあがっているにもかかわらず、増車さ

れずに新年度を迎えました。今後も安

心・安全に子どもたちが乗車できるよう

求めていかなければなりません。 

国保料の値上げになる統一化を推進 

最後に国民健康保険について述べます。

国民健康保険の都道府県単位化がはじま

って 3 年が経ちました。令和６年以降の

統一化にむけて、市町の納付金に収納率

を反映し、収納率の高い市町の保険料の

値上げになる第２期国保運営方針がスタ

ートしました。 

昨年度分までの基金２０億円が積み増

しされ、今年度合計で４６億円の基金を

もつことになりました。保険料の値上げ

になる統一化は見直し、ため込んだ基金

をつかって払える国保料へ引き下げるこ

れからの運動がいっそう求められていま

す。 

 

「滋賀県の公の施設のあり方に関する調査報告書」が完成！ 

 

 2020年度の調査課題として取り組んできた調査報告書が完成 

しました。とくに関係のある議員会員のみなさんや協力してい 

ただいた方々、図書館などには寄贈する予定です。 

なお、少し残部がありますし、電子データであればみなさんに 

提供できますので希望される方は申し出てください。 

 

        ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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野並享子（日本共産党野洲市議会議員）   

栢木進氏の選挙公約の第１番が、「駅

前での病院建設でなく、現野洲市市民病

院の敷地内において半額で建て替をする」

でした。市民の中には、現地で半額で出

来るならと栢木氏に投票した方がおられ

ました。 

当選後１１月２日の初登庁の日に、設

計業社との契約を一時停止と通告して、

１２月議会では多くの議員が公約違反で

あるとともに、市民を置き去りにし、議

会軽視するものであるとして、半額で建

てられる検証や建て替えのスケジュール

や工事の内容を追及しました。そして、

最終日には「設計業務を完了することを

求める決議」を可決しました。 

市長は市民病院整備運営評価委員会に

専門部会を作り、半額での建て替え前提

に、検討し検証してもらうと発言し、公

約は絵に描いた餅であり、一切科学的な

根拠もなかったことが露呈しました。 

１月１４日から建設部会、医療部会は

非公開でそれぞれ２回行われ、３月１日

に市民病院整備運営評価委員会が行われ、

現地での建て替えは、問題や課題が多く

困難という結果が報告されました。 

３月議会では、病院問題で多くの議員

が発言しました。専門部会が非公開で行

われ、議事録も出さない、秘密会議であ

ることは政策変更のプロセスが明らかに

ならず、議会基本条例にも反しているな

ど、市長の対応は非民主的であることを

明らかにしました。 

議論している真っ最中の、３月４日、

「設計業社との委託を解約しました」と

１枚のペーパーが議員に配布されました。

あまりにも議会軽視と言わなければなり

ません。 

３月１６日の病院特別委員会において、

市長は「現地での建て替えは断念する。

建設予定地を①旧中主ふれあいセンター

敷地 ②総合体育館裏の駐車場 ③駅前

B ブロック（駐車場）の３か所を示し、

令和３年には場所を決め、令和４年基本

設計、実施設計に入る」と報告されまし

たが、この３か所は具体的な議論がされ

ておらず、市有地を候補地に提案しただ

けということで、今後検証していくと発

言され、場当たり的な提案になっていま

す。 

市議会では、市長の市政運営に対して、

重要な施策の意思決定においてプロセス、

ビジョンが見えてこないという問題を指

摘し、市民に説明できる合理的な判断を

求め、３月１８日、４会派の有志議員１

０名で市長に要請書を提出しました。 

要請の１点目は、明確な説明とエビデ

ンスや資料を用意すること。２点目は、

すでに１０年間積み上げてきていること

から、専門家、職員と十分協議し、速や

かに医療ビジョンを提案すること。３点

目は、当初案の駅前 A ブロックを外すの

は不適切であり、候補地に加えることな

どであり、２３日までに文書での回答を

求めるとしていました。 

３月２２日の予算常任委員会では、８

人の議員が病院建設計画に関する内容が

含まれた一般会計予算に反対し、可否同

数となり委員長採決で否決しました。 
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３月２３日回答がありましたが、３点

目のことについては、「駅前 A ブロック

を候補地に入れることはない」と回答さ

れており、ゼロ回答と言わなければなり

ません。 

議員有志が付帯決議や決議も提案した

にも関わらず、共産党を除く議員から提

出された「政策決定に対する決議」の内

容に「回答が一歩前進」と記載されてい

る為、ゼロ回答の決議を評価することは

できないと共産党は反対しました。 

しかし、３月２４日本会議最終日には

賛成１４人、反対は共産党の３人のみで

一般会計予算は可決されました。 

この間の市政運営において、市民を置

き去り、政策の方向転換も秘密主義であ

り、出された政策も思いつきで根拠が示

されず、結果だけを押し付けるやり方に

対しては、今後の市政運営でも行われる

可能性があり、市民の監視と議会でのチ

ェック機能が求められます。 

現在情報公開の請求をし、建設部会、

医療部会の各２回の会議要録の提出を求

めています。 

市長は「駅前は税収を生み出すところ

であり、病院は税金をつぎ込むところだ。

選挙で駅前での病院建設はしないと訴え

てきた。この公約を守る」と発言してい

ますが、科学的根拠のない公約で当選を

したのです。その現地建て替えが破綻し

たのなら、当初計画の駅前での病院建設

に戻るというのが、筋ではないでしょう

か。 

多くの市民は、早期に駅前での病院建

設を願っておられます。この願いに応え

て引き続き追及していきます。 

 

 

瓜生昌弘（滋賀自治体問題研究所常務理事・事務局長） 

はじめに 

大戸川ダムは、2009 年の滋賀県をはじ

めとする関係 4 府県の知事合意で「ダム

本体工事」については優先度が低いとし

て、淀川水系河川整備計画において「凍

結」扱いとなっています。これに対して、

滋賀県が 2019 年に 3 回にわたって勉強

会を開催し、ダムが有効という結果をふ

まえて凍結を解除する方向に転換、下流

の大阪、京都もそれぞれ独自の検討をふ

まえて滋賀県の方向に同調する態度を示

しています。 

そして、このほど国土交通省が「淀川

水系河川整備変更原案」（以下、変更原

案という。）を公表して、3 月 1 日から

31 日までパブリックコメントを行うと

ともに、3 月 27 日、28 日の二日間、事

前に募集された公述人による公聴会が実

施されました。 

私は 3月 27日の大津会場に公述人とし

て公聴会に参加しました。その内容を加

筆して大戸川ダムの凍結解除の問題につ

いて考えてみます。 

なお、公聴会での意見陳述は、滋賀県

会場 6 人、京都府 1 人、大阪府 1 人であ

り、三重県、奈良県、兵庫県は応募なし

として公聴会は中止されています。 

 

１ 変更の理由が記載されていない変更

原案 
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 国土交通省が示したものは、変更原案

と新旧対照表だけで、変更理由に関する

資料はなく次のような点を明確すべきで

す。 

① 大戸川ダムに関する現計画における

記述は、「ダム本体工事については中

上流の河川改修の進捗状況とその影

響を検証しながら実施時期を検討す

る」というものですが、この検証はど

のように行われたか、実施時期はどの

ように検討されたのか明らかにする

こと。 

② 現在の見通しでは、調査設計に約 4

年、工事に約 8 年かかるとお聞きしま

したが、実際の工事着手までの諸手続

きにはどのようなものがあるのか、今

後のスケジュールについてどのよう

に想定しているのか示していただき

たい。 

③ 現計画の大戸川ダム凍結の背景にあ

った 4 府県知事意見は、「大戸川ダム

の優先順位は低い」という趣旨が当時

の共通した認識でした。この優先順位

に関する認識は、何がどのように変わ

ってきたのか明らかにすること。 

 

２ 事業費について 

現計画もそうですが、変更原案には事

業費に関する記述がありません。しかし、

住民にとっては事業費は大きな関心事の

ひとつです。 

大阪府資料によると、大戸川ダムの総

事業費 1080 億円、昨年度末時点の見込

み値で今年度末までに約 760 億円が実施

され、残事業費が約 320 億円とされてい

ます（大阪府資料 第 2 回治水専門部会 

資料１p.29）。総事業費は、かなり前か

ら金額が変わっておらず、実施済事業費

との差し引き 320 億円でダム本体工事を

中心とする残事業が実施できるのでしょ

うか。 

事業費に関しては、国と関係府県の負

担割合とその財源、負担割合がどのよう

な考え方に基づいているかなどの根拠に

ついても説明されるべきです。 

 

３ 大戸川ダムの治水効果は小さい 

大戸川のピーク流量は、700m3/s、ダム

がなければ、このピーク流量が下流に流

れていくわけですが、大戸川ダムがある

と、洪水調節時には一定流量 280m3/s で

流すことになるので、約 400m3/s の洪水

調節ができるというものです。これにつ

いては、滋賀県や大阪、京都府など、そ

れぞれの切り口で評価されていますが、

大本での評価を行うと、枚方地点の計画

流量 10,700m3/s に対して約 400m3/sと

いう調節能力は 3.7%にしかすぎません。

3月 21日に嘉田由紀子参議院議員らの呼

びかけで行われた緊急フォーラムで“「想

定外」洪水から住民の命を守る”と題す

る報告を行った宮本博司氏は、大戸川ダ

ムの効果を水位にすると、淀川 13.2km

地点で 19cm であると言われました。

3.7%という計画流量に占める割合や影

響水位 19cm は、淀川という大きな河川

の流量や水位の変動から見れば、誤差の

範囲ではないでしょうか。 

定量的な効果を見込むには大戸川ダム

の効果は小さすぎると言えます。 

  

４ 大戸川ダムの機能が発揮されないよ

うな場合の想定について 

各種の評価は、大戸川ダムの効果が発

揮されることを前提にして検討が行われ

ていますが、効果が発揮されないケース

についても評価の対象にしていく必要が

あると考えます。この点について 4 点に

わたって指摘しました。 

１点目は、穴あきダムという流下方式
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についてです。これは、堆砂や貯留に伴

う水質悪化を防止するための比較的新し

い手法ですが、「かつて経験したことの

ないような降雨」による洪水の試練をへ

て問題が生じないことが立証されている

のでしょうか。日本の災害対応技術は「想

定外」の経験をしながら改定が積み重ね

られてきていますが、この方式での想定

外は許されないと思います。穴あき方式

が実施されているところでの問題となる

事例はなかったのでしょうか？ 

2 点目は、1 点目と関連しますが、堆砂

など貯水容量に関わる問題についてです。 

「穴あきダムなので堆砂はない」とい

うのが国土交通省の見解だそうですが、

私たちは、近年繰り返される「経験した

ことのない降雨」で、山の基盤層から上

部がくずれてしまうという深層崩壊など

による大規模な土砂崩れを経験してきて

います。そのような降雨は、まさに大戸

川ダムが役割を果たさなければならない

ような時に発生するのです。平常時は貯

留容量が確保されていても、ダムの洪水

調節機能が求められる時に貯留容量が不

足する、あるいは「穴あきダム」の流下

機能が失われるという事態が発生するお

それはないのでしょうか？この点につい

て、公聴会でダム賛成の立場の住民の方

が、この流域は花崗岩の風化した土が多

く、崩れやすい地質であることを指摘し

ておられましたが、「想定を超える異常

降雨」の下での山の土の挙動について十

分な評価が必要です。 

３点目はダムの想定を超える降雨と洪

水についてです。 

計画の元になっているのは過去最大の

降雨ということですが、これを超えない

保証はないどころか、今後は過去の気象

記録が更新される降雨が発生する可能性

が大きいとされています。最近は、ダム

の異常洪水時防災操作、いわゆる緊急放

流を実施している事例が多く報告されて

いますが、ダムの上下流とダム本体それ

ぞれについてのリスク分析をする必要が

あると思います。すなわち、 

ダム上流部のリスクは、通常貯留され

ない高さまで水位が上昇する問題です。

通常ダムは試験湛水によってこの問題の

確認が行われますが、穴あき方式ではど

のようにして確認が行われるのでしょう

か？ 

ダム本体のリスクについては、想定さ

れた緊急放流とそれを超える場合の想定

がどのように行われるかです。 

ダム下流では想定外の水が流れる問題

が発生します。 

想定外の降雨に関する滋賀県の検討で

は、避難時間の確保というメリットが強

調されていますが、ダムがあることによ

る油断が生じる恐れがあることも指摘し

ておきたいと思います。 

４点目は、実際の降雨は想定通りには

いかないという点です。淀川流域で一様

に雨が降ることはありえず、時間差や降

雨量、降雨強度の偏在など様々なケース

を想定すると大戸川ダムの機能が発揮さ

れないようなケースや淀川水系全体の治

水について、より厳しいケースもでてく

ると思います。変動幅をもった洪水想定

が必要です。 

 

５ 費用対効果分析のあり方について 

大戸川ダムについては、費用対効果分

析において、費用に対する便益が大きく

上回っているという結果が示されていま

す。 

便益の計上の仕方は、大戸川ダムがな

い場合に発生する浸水被害額を算定する

ことにより、ダムがあればその被害が防

止できるとして洪水被害額が便益として
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計上されています。大阪府の資料では、

大戸川がなければ、一般資産被害が約 3.2

兆円、公共土木施設被害が約 5.4 兆円、

その他被害を含めると約 8.9 兆円の被害

が防止できるとされています。確かに

1080 億円の建設費にその後の維持管理

費を加えた金額と比較すると大きな便益

であると言えますが、この点について、3

月 21 日の緊急フォーラムで宮本氏は、

「計画高水位を 10 数㎝超えただけで、堤

防の天端までにはまだ大きな余裕がある

のに、大阪で数兆円の被害が発生すると

いう計算が行われている」ことを指摘し

ました。計画高水以下では被害が発生せ

ず、これを少しでも超えれば大きな被害

が発生するということは理解しかねます。

明確な根拠を示すべきです。また、大戸

川ダムの直下流では、大戸川ダムの洪水

調節後の最大流量である 280m3/s を最大

値とした河川計画となります。ダムがな

ければ、最大流量はもっと大きくなるは

ずですが、ダムをつくるとなるとダム計

画との整合が求められるので、緊急放流

を行う場合にはダムがあることによる損

害が発生します。このようなマイナスの

便益についての率直な評価が必要だと思

います。 

  

６ 既存ダム等の有効活用 

以上、大戸川ダムの計画的な諸問題を

中心に指摘しましたが、ダムを新たに建

設するよりも既存ダムを有効活用するこ

とにより、早く、安価に洪水調節ができ

るのではないかと思います。変更原案で

も基本的な方向が記載されていますが、

大戸川ダムの凍結を解除するより、この

部分の検討を急いで行い、具体化するこ

との方が優先されるべきであると考えま

す。 

なお、 前述の 3 月 21 日の緊急フォ

ーラムで出された提言書によると、大戸

川ダムの貯水容量約  2,200 万トンに対

して、既存ダムなどの利用により、３川

合流点で約  8,300 万トンが活用可能と

「ダム洪水調節協議会」にて提示されて

いることが明らかにされています。つま

り、大戸川ダムの約 4 倍の貯水容量を洪

水調節に使える可能性があるのであり、

この点での検討を急ぐべきです。 

 

おわりに 

以上述べたとおり変更原案のうち、と

くに大戸川ダムの凍結を解除する理由と

既存ダム等の有効活用については変更の

理由が不足している、あるいは説明が不

十分です。 

まだ、パブリックコメントや公聴会で

の意見に対する国土交通省の見解などは

示されていませんが、この変更原案を変

更案として関係府県知事の意見を聴取し

た後、計画の変更を決定、公表するとし

ており、粛々と手続きが進められること

になると推定されますが、とりわけ知事

意見の提出に際しては、既存ダムの有効

活用の検討を知事意見に反映させること

と環境影響評価が重要になるのではない

かと思います。環境影響評価については、

調査は行うが、法に基づく縦覧や意見聴

取などは予定していないようです。その

理由は、明確ではありませんが、環境影

響評価法が制定される前の、県の要綱に

基づく手続きがい行われていることが手

続きを省略できる根拠となっている可能

性があります。しかし、県の要綱の時代

と今とでは、調査内容や評価の視点も異

なっており、改めて法に基づく手続きを

実施していくべきではないかと思います。 

 


