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2 月 23 日、大津市内で第 21 回滋賀地方自

治研究集会を開催しました。今回は、4 年に一

度の知事選挙の年に焦点を当てて進めている

県政研究の中心課題について、5 人の報告に

基づいて討論を行いました。 

まず、当研究所の高橋進理事長が「安倍・菅

政権を衣替えし継承する岸田政権の地方政策

の特徴」と題して報告、次に節木三千代県議会議員が「大戸川ダム推進、自民党県政へ変質した２

期目三日月県政、県民の福祉増進という地方自治体の役割を放棄」を報告、続いて滋賀民医連の

東昌子氏が「新型コロナ感染症第 6 波の中での滋賀県の医療の状況」について、さらに滋賀農民

連の田口源太郎会長が、「滋賀の農業」について、最後に滋賀自治労連の杉本高委員長が「全国最

低レベルの運営交付金を改善させ、入って、学んでよかった滋賀県立大学へ」について報告しまし

た。 

ズームを使ったリモート参加も受け付け、会場への参加とあわせて約30人が参加しました。 

以下それぞれの報告概要についてお知らせします。 
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安倍・菅政権を衣替えし継承する岸田政権の地方政策の特徴 

  －「デジタル」崇拝、改憲、戦争をする国、地方自治と人権破壊－ 

                                         高橋進（滋賀自治体問題研究所理事長） 

 

はじめに－コロナ危機が露わにしたこと 

コロナ危機では次の 6 点が露わになった。 

①社会の分断と脆弱さ、底が抜けた状態－富

めるもの一層富み、貧しきものが一層貧しく

なる構造：失業、解雇、収入減、倒産、廃業、

セーフティネットの不足、子どもの貧困、多

数の「自宅放置死」、医療にかかれない状況。 

②「公」のやせ細りの帰結－コロナ患者受け

入れ病院の７割が公立・公的病院（滋賀県下

の感染症指定病院７は全て公立・公的病院） 

③保健所、医療、公的病院縮小による医療危

機－敗北の本質→復元力＝レジリエンスの

欠落。「医療と教育には効率化は合わない。

余裕が必要」（邉見公雄、全自病協名誉会長） 

④建設統計の不正－隠蔽、改ざんが当たり前

の国に変質＝国の基本問題という認識の欠

如←「消えた年金」 

⑤コロナ対策の経済支援の遅れと不十分さ

―新しい事業復活支援金は、持続化給付金の

半額以下、家賃支援給付金は消滅。 

 

１ 岸田首相の所信表明の批判 

右上の表は、岸田首相の所信表明演説の内

容だが、言葉だけの「新しい資本主義」「信

頼と共感」など安倍、菅政治と同じキャッチ

コピー政治であり、欧米の「グリーン・ニュ

ーディール」と大きな違いだ。 

 

２ 地方自治 

 22 年度地方自治予算案は、一般財源では

21 年度比 7,200 億円増の 63 兆 8,635 億円

となっているが次のような点に問題がある。 

① 民営化の推進－宮城県では上水道、下水

道、工業用水道を丸ごと民間に任せる大

規模なコンセッション方式が実施されて

おり、これを一層の活用していく方向。 

② 地域活性化は「とにかくデジタル」推進

であり、菅政権の 3 倍の予算が組まれて

いる。「デジタル田園都市構想」 

③ 食糧自給は無視して農林水産物の輸出促

進をしている。 

④ 地方創生：「まち、ひと、しごと」事業

創生事業（1 兆円）－以前と同じ内容 

⑤ 観光事業－従来型、「持続可能な観光」

への転換なし 

岸田首相の所信表明演説から 

「市場に依存しすぎたことで、公平な分配

が行われず生じた、格差や貧困の拡大。市

場や競争の効率性を重視しすぎたことに

よる、中長期的な投資の不足、そして持続

可能性の喪失。行き過ぎた集中によって生

じた、都市と地方の格差。自然に負荷をか

け過ぎたことによって深刻化した気候変

動問題。分厚い中間層の衰退がもたらし

た、健全な民主主義の危機。・・・、新自

由主義的な考え方が生んだ、様々な弊害を

乗り越え、持続可能な経済社会の実現に向

けた、歴史的なスケールでの「経済社会変

革」の動きが始まっています。」「全ての

人が生きがいを感じられる社会へ」。 

 



しがの住民と自治 第 368 号 2022 年 3 月 15 日 
 

3 
 

⑥ 保健所職員はわずか全国で 450人増（！） 

⑦ 沖縄復帰 50 年－沖縄振興予算の１割削

減、基地再編交付金の恣意的な配分。 

 

３ 外交、安全保障 

 岸田首相は、「新時代リアリズム外交」と

いう看板を掲げているが、中身は以下のよう

な問題があり、旧来の外交・軍事政策である。 

① 「敵基地攻撃能力の検討」と大軍拡を行

っていること。中身は、８年連続の過去

最高の軍事費（補正予算と合わせて６兆

２千億円）、GDP の 1.1%超、軍事協力

の拡大と強化。また、先制攻撃は、戦争

の危険と直結している。 

② 辺野古基地建設の強行を継続。 

③ 憲法改悪－とくに９条改悪、人権規定、

緊急事態条項の制定をねらっている。 

④ 核兵器禁止条約には後ろ向き。 

 

４ ほど遠い透明・公正で、人権重視 

 また、以下の点から見ても岸田首相の政治

は透明・公正で人権重視とは言えない。 

①森友・加計の隠蔽、アベノマスクの処理→

「なかったこと」政策 

②学術会議会員の任命拒否の継続 

③佐渡金山の世界文化遺産申請問題、東京都

知事の関東大震災時の朝鮮人虐殺慰霊祈念

祭へのメッセージ拒否、歴史修正主義、反韓

国・反中国感情の扇動と政治的利用－「国際

ホロコースト記念日」とは真逆。 

④ 「子ども家庭庁」という名称問題－自民

右派の圧力、「子どもデータの連携」とい

う名のデータ集積と利用の危険 

 

おわりに 

 この間、行政改革の名のもとにアウトソー

シングが進んできたが、様々な歪みが生じて

きている。「公の復権」として、アウトソー

シングからインソーシングへの転換し、不安

定雇用の解消していかなければならない。ま

た、改憲の動きが強まっているが、憲法９条

を生かした平和づくりが重要だ。地方自治法

第１条の「地方公共団体は住民の福祉を図る

ことを基本として」は平和の中ででこそ実現

できるものだ。 

 

 

大戸川ダム推進、自民党県政へ変質した２期目三日月県政、 

県民の福祉増進という地方自治体の役割を放棄 

           節木三千代（滋賀県議会議員） 

  

大型公共事業を推進、県財政悪化 

2 期目の知事選挙前に三日月知事は、自民

党にすり寄り、大戸川ダム凍結の方針を撤

回、大戸川ダム建設を推進に転換した。 

国民スポーツ大会・障がい者スポーツ大会

（国スポ・障スポ）は、コロナ禍で２年続け

て中止され、三重県は中止、滋賀県では１年

延期で、当初の計画どおり、554 億円もの費

用をつぎ込もうとしている。 

都市計画道路原松原線（彦根市）の渋滞緩

和のためのトンネルによるバイパス工事

（1135m）は、当初 49 億 7 千万円余だった
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が、17 回も契約変更し、98 億 1 千万円余と

およそ２倍にも膨れ上がった。 

琵琶湖を反時計まわりに一周する全長

196 ㎞（県管理道路は 141 ㎞）のサイクリン

グコースを「ビワイチ」として推進している。

この５年間に、「ビワイチ」のための自転車

道路整備に 22 億円もの税金がつぎ込まれ

た。上級者コースについては１㎞１億円もの

整備となり、今後、令和８年度までには上級

者コース 30 キロの整備がおこなわれようと

している。残りの区間は「（仮）ビワイチ推

進条例」を制定することで「自転車通行空間

の整備」が促進され、巨額の税金がつぎ込ま

れることは問題ですが、共産党以外の会派は

この条例制定にむけて前のめりだ。これらの

大型公共事業は県の財政困難を招いている。 

 

国追随のコロナ対策 

県のコロナ対策は、この２年余り、国の制

度を上まわる検査の拡充や医療機関への支

援、看護師、介護士、保育などケア労働者の

賃上げもない。事業者への支援も不十分で、

事業継続のための十分な補償をおこなうと

いう姿勢にかけている。「第 6 波」のなか、

県独自の事業者支援を求める声が上がって

いる。 

今年 1 月になり、県内で初めてオミクロン

株によるクラスターが発生したにもかかわ

らず、1 月 14 日から 3 月 6 日までの期間に

「今こそ滋賀を旅しよう！第５弾」のチケッ

ト販売を開始すると発表し、県民からは「危

機感がない」と怒りの声があがった。岐阜県

では、同様の事業の延期を決定している。そ

の後滋賀県は、１月２５日にチケット販売を

中止した。 

和歌山県では国の通知にとらわれず、柔軟

な対応をおこない、検査を拡充し、感染拡大

を抑えてきた。科学的知見にもとづいて感染

拡大を抑え、県民の命を守るための県独自の

対策はなしといわなければならない。 

 

病床削減を推進、県立病院独法化検討 

自公政権のもと、全国の高度急性期、急性

期病床を 2025年までに約 70万床から 50万

床へ 20 万床削減をしようとしている。滋賀

県でも、コロナ前の 2015 年に作成した「滋

賀県地域医療構想」の見直しもせず、今後

2000 床もの削減が計画されている。議会答

弁で、知事は「それに近づける調整・対応を

している」と、コロナ病床の確保を民間機関

にも求めながら、病床減らしという矛盾する

政策をすすめている。 

また、来年度、コロナ病床をもつ県立総合

病院、小児保健医療センター、精神医療セン

ターの 3 病院の独立行政法人化が検討され

ようとしている。来年度にと期待されていた

小児保健医療センターの整備を先送りにし、

県民との約束を反故にしようとしている。知

事は経営形態（独立行政法人化も含む）の見

直しの理由は「経営効率を高め、収支改善を

図ることが不可欠だ」とあくまで経営優先。 

特に小児保健医療センターの経営状況悪

化を理由にしているが、同センターは平成

28 年までは黒字だった。令和 2 年は、府県

を超えての移動がコロナ感染拡大で制限さ

れ、全国から整形の手術患者が減ったことが

赤字の主な原因だ。全国的にも小児科の受診

抑制は顕著であり、令和 2 年度の同センター

5 億 4200 万円の損失は、コロナによる影響

である。また近年はデジタル化にともなう器
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具の購入などの経費も増えている。 

独法化されたら、感染症や災害医療、小児・

障がい者医療など不採算であっても実施さ

れてきた県民に必要な医療が、生涯にわたっ

て提供されるどころか、廃止や民営化を含め

た定期的見直しの対象にされてしまう。独法

化によって、住民や議会の監視機能は後退す

ることも明らかだ。コロナ禍、県立病院への

繰り出し金を増やして支援し、県立としての

役割を果たすことこそ求められている。 

 

県民の願いに背を向ける 

児童・生徒数が 300 人を超えて、過密化す

る草津養護学校の分離新設の願いは切実だ

が、狭あいなグラウンドに 3 回目の増築で対

応しようとしている。 

子どもの医療費助成は、県民運動の広が

り、市町では、拡充されてきたが、県制度は

5 年前に所得制限をなくしただけで、対象年

齢は就学前までである。 

障害者のグループホームなどの暮らしの

場の不足で、県外入所者が 157 名（Ｒ２年度

末）にも及んでいる。しかし国の補助金頼み

で、県独自の施設整備への補助はなく、昨年

12 月には、親と離れて、青森県の入所施設

までいかざるを得ない障害者も出てきてい

ます。 

また、全国で来年度から県立高校で 1 人 1

台タブレット端末が導入されようとしてい

るが、21 府県が公費負担である。滋賀県が

自費購入を求めることに、教職員や保護者の

みなさんから公費負担を求める声が広がり、

「自費購入させる方針を撤回し、県負担で実

施すること」を求める会が結成され、1 月 17

日には福永教育長宛の要請署名は 10215 筆

に及んでいます。県教育委員会は、来年度奨

学金の上乗せで対応をしようとしているが、

現在も運動は広がっている。 

 

 

新型コロナ感染症第 6波の中での滋賀県の医療の状況 
                         東昌子（滋賀民医連、膳所診療所） 

 

2022 年年始より急拡大した新型コロナ感

染症により、県内でも感染者は激増した。 

２月 8 日には過去最高となる 1385 人の感

染者が出、1 日の感染者数 1000 人前後が持

続している。（2 月 1１日現在）。事業所、

介護施設、医療機関に加え、学校、保育施設、

障がい者施設でのクラスターが相次いでお

り、自治体首長や県会議員の感染も相次いで

報告されている。感染して入院していた長浜

市の藤井勇治市長が非正規ルートで転院し

ていた事実が発覚した。 

三日月知事は「まん延防止等重点措置」の

要請はしない姿勢を続け、2 月 1 日には病床

使用率は 72，3％と当初要請の目安としてい

た 70％を超えたが、「まん延防止等重点措

置」の要請はしない考えを改めて表明した。

その根拠は「医療提供の状況は維持できてい

る。」と述べた。その後（2 月 8 日）にも要

請しないと再度表明した。 

2 月 11 日時点で確保病床占有率 66.9％、

入院率 3.5％、重症者病床占有率は 5.9％、

宿泊療養占有率 30.8％と、入院にも宿泊療養
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にもならず自宅療養が中心に運用されてい

る。 

2月 7日には新型コロナに感染し自宅療養

中であった 90 歳以上の女性が死亡、滋賀県

内で自宅療養者が亡くなるのは初めてであ

った。第 5 波までは高齢者や基礎疾患のある

感染者は原則入院できていたが、第 6 波では

中等症Ⅱ以上でないと入院できなくなって

いる。保健所の対応方針は感染拡大とともに

簡素化が図られ、保健所の積極的疫学調査は

病院や高齢者施設に絞られ、濃厚接触者の健

康観察を保健所は行わず、濃厚接触者への連

絡は感染者自らが行うこととなり、感染者の

周囲では「検査をどこでしてもらえるのか」

といった不安が広がっている。PCR 行政検

査は同居家族に限定され、1 日の実施検査数

の 2 割以下（2 月 11 日現在）、医療機関で

無症状濃厚接触者の PCR 検査を行うよう厚

生労働省より通達が出、医療機関の負担がさ

らに強まっている。 

県医師会の調査では 2 月 2 日時点での

PCR 検査と抗原検査のキットの在庫状況調

査で、回答した医療機関の 6 割以上がキット

不足で検査に影響を与えていると回答した。 

年末から県が無症状者の無料検査ができ

るとして、民間業者（薬局など）に業務委託

し県内では 81 か所（2 月 10 日）となった

が、検査キット不足で予約が殺到する事態を

引き起こした。 

コロナ専用病床確保のために、一般救急病

床を減らして対応した医療機関では一般救

急受け入れを制限せざるを得ない状況に陥

った局面も生まれた。地域の診療所では発熱

者への対応と並行して、3 回目のワクチン接

種の体制確保を求められ多忙を極めた。地域

の診療所での発熱外来への補助金は 2021年

3 月に終了したままである。 

コロナ禍で感染症対応のために病床確保

の重要性が再認識されたにもかかわらず、

「地域医療構想」での急性期病床削減計画

は、予定通りすすめるというのが滋賀県の立

場である。定期的に開催することとなってい

る圏域での地域医療構想調整会議は湖北圏

域で 2020 年 3 月重点支援区域の申請を確認

して以降開催されていない。 

県立 3 病院（県立総合病院、小児保健医療

センター、精神医療センター）の独立行政法

人化が検討され、2022 年県予算に調査費 38

万円が計上された。今後独立行政法人化への

動きが加速すると予測される。 

各市町は接種券発送業務に追われ、県の広

域ワクチン接種会場の設置は遅く、やっと 3

月 4 日から県内 1 か所（南部）で開始予定。 

県内では彦根市は保育士など子ども関連

施設の勤務者対象の優先接種を 2 月 10 日開

始したが、他の市町では優先接種や接種券な

しでの接種の計画は進んでいない。 

県が 2 月 8 日発表した 22 年度予算案で、

重点施策として新型コロナ対策に 790 億円

を盛り込んでいるが、260 億円余りは融資枠

であり、PCR 検査、ワクチン接種、コロナ病

床確保のいずれの費用も 2021年予算より減

らされ、衛生科学センター運営費も減額、保

健師増員はわずか 6 人。感染拡大防止と安心

できる検査、医療体制を求める県民の願いに

応えない予算案となっている。 

介護現場では、感染リスクを下げるために

消毒や防護具の着用に加え、健康観察、利用

者が密にならない対策など様々な業務上の

対応が求められた。慢性的な人手不足の現場
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に、感染者や濃厚接触者、保育所や学校が休

校で育児のために出勤できないなどの状況

が重なり、職員体制が逼迫する状況をきたし

ている。少なくない介護事業所が人材確保の

ために紹介業者を利用し、紹介業者に支払う

紹介料が事業所の負担となっている。 

全国的に介護事業所の倒産は年々増加し

ているが、県内でも訪問介護や通所介護など

小規模事業所の倒産、廃業が続いている。 

高齢者施設職員等への定期的検査を、厚生

労働省は昨年 5 月の事務連絡で積極的受検

を促したが、市町の取り組みに差があり、対

象者も入所施設や通所介護の従事者に限定

（大津市）している。希望施設に検査キット

を配布する仕組みだが、キット配布が遅れ、

有効的に定期検査がなされたとは言えない。 

新型コロナ感染症の影響を受けた福祉関

係施設では、無担保・無利子の対応支援資金

の融資が独立行政法人福祉医療機構から受

けられる。貸付対象が「前年同期と比較して

減収または利用者が減少している」と緩い条

件であるため、1 回限りながら、5 年間無利

子と魅力的であり多くの施設が融資を利用

している。（病院、介護老人保健施設 １億

円、診療所、訪問看護 4,000 万円など）。あ

くまで融資であり、将来に借入金返済が大き

な負担となり経営が悪化する事業所が出て

くる可能性がある。 

 

 

滋賀の農業 

 滋賀農民連 田口源太郎 

 

１ 農業センサスから滋賀の農業を見る 

（1）農家（農業経営体）が 4 分の 3 に減少 

平成 27 年に 20,188 あった農家数が令和

2 年には 14,680 経営体に減少した（27.3％

減少）。 

個人農家は 19,753 戸から 14,071 戸へ減

少した（28.8％減少）。一方、法人化した経

営体は 435 経営体から 606 経営体へ増加

（39.3％増）している。 

（2）規模別農家数 

10ha 未満の農家数は 19,417 戸から

13,784 戸に 5,633 戸減少。一方、10ha 以上

の農家数は 771戸から 896戸に 125戸増加。 

販売金額 1000 万円以上の消費税対象経営

体は 914 経営体で 6.2％である。 

 

２ 滋賀の農業の変遷 

滋賀の農業の特徴は米作を中心に農業の

振興が進められ、基盤整備も水田として行わ

れてきた。 

また、基盤整備が推進された時期、県内の

工場誘致、新幹線、高速道路の建設など大型

公共事業が実施され、農家が農閑期に出稼ぎ

し、その後、県内の農家は兼業化が一気にす

すんだ。その結果、滋賀の農家所得は全国の

上位にあり、農業機械の所有が全国一位にな

ったときもあった。 

滋賀の農業は、米の需給対策として、転作

政策が実施され、集落内で麦の作付け、収穫

の共同作業が進められ、県の農業施策として

営農組織へ支援補助制度が県下の各地で営

農組合が組織されてきた。 
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しかし、国の転作施策・コメの需給対策の

方策が毎年変更され、多くの農家、営農組合

が苦労した時期があった。 

また、食糧管理法の廃止により、米価が市

場に任され、生産者米価が急落し、一方で、

人口減少、高齢化で米の需要が大幅に減少し

てきた。 

 

３ これからの滋賀の農業はどうなるのか 

（1）米価の大暴落 

コロナの長期化で米の需給環境はさらに

悪化し、2022 年度産の生産者米価は 1 俵

2000 円から 3000 円の引き下げとなった。 

農民連では、県下の各農業協同組合に申し

入れ、米価対策として、国に対して「1.コロ

ナ禍で生まれた余剰米を市場から隔離する

こと。2.多くの余剰米のある中でミニマムア

クセス米の縮小」の運動をしていくことを懇

談してきた。 

また、県・市町議会に米価対策を国に求め

る請願をしてきた。19 市町議会のうち 9 市

町で採択され国に意見書が出された。 

（2）原価を割る稲作がいつまで続くのか 

2019 年の米作りに必要な経費は 1 俵（60

㎏）当たり 15,155 円。そのうち機械や肥料、

燃料費などの物財費だけで 9180円の経費が

必要である。 

2021 年度の生産者米価は、農協によって

違うがコシヒカリ 11000 円から 12000 円、

日本晴、キヌヒカリなどは 9000 円から

10000 円となり、昨年のコメづくりは赤字と

なっている。 

今、農家からは「このまま稲作を続けてい

けない」との声を多くだされている。 

コロナ禍による余剰米の隔離と米価暴落

の支援策が県、市町村に要望していくことが

必要である。 

（3）従事者の高齢化と担い手農家の育成 

県下には、地域農業を担う多くの集落営農

組織や 10ha を超える専業農家がおられる。

しかし、団塊の世代を中心にした組織や経営

者も多く、また、定年延長の影響で 65 歳か

ら 70 歳にならないと協力できないと、将来

の農業を担う若者は非常に少ない。 

県の農業振興計画でも担い手の育成が言

われているが、具体的方向が見えない。 

（4）県内給食パンは 100％県内産小麦で 

新日本婦人の会は、「学校給食のパンは県

産小麦を原材料としたもので実施できるよ

う材料費補助や栽培の推奨など、県の補助

を」という請願運動をされてきた。それに加

えて農協や農家の努力で来年度から 100％

県産小麦を使用した給食パンとなった。 

今後は、学校給食の食材は、すべて、地元

でとれた食材を利用されるよう農家の努力

も必要である（栗東市の食育ファームの会）。 

日野町の有機米を給食に利用する取り組

み、甲良町の営農協議会での共同販売事業な

ど各地で工夫した取り組みが出てきている。 

（5）県下の水田をどのように活用するのか 

米の需要が毎年 10 万トン減少するといわ

れているが、日本の食料自給率は毎年減少し

ている。  

主食米の生産面積が農地の 60％近くにな

り、残りの 40％を活用して国産麦と大豆の

提供できる制度の定着が必要である。 

各地で直売所が設置され、野菜生産も徐々

に広がっている。こうした農家の努力を支援

する融資制度や価格の下支え制度の創設も

必要である。 
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全国最低レベルの運営交付金を改善させ、 

入って、学んでよかった滋賀県立大学へ 

杉本高（滋賀自治労連・県職委員長） 

滋賀県立大学（以下、県大という）は、新

型コロナ感染拡大によりリモート対応が進

められる中で、ネット授業に対応できる設備

や人材の不足が明らかになり、教職員に負担

が重くのしかかっている。これらの背景には

運営交付金の少なさがある。総務省が地方財

政計画で用いる基準財政需要額と設置自治

体から各大学法人に交付された運営交付金

額の比率（以下「充当率」）について 2020

年度全国に 94 ある公立大学のうち 65 校は

充当率が 110％以上となっており、基準財政

需要額そのものが低額であることは明らか

である。その低額な基準財政需要額に対する

県大での充当率は、法人を設立した 2006 年

度には 80％であったものが 2013 年度には

56％に低下し、その後は徐々に回復している

ものの 2020 年度で 71％となっており、これ

は全国でもワースト５に入る低さである。県

当局は施設整備費やコロナ対策の補助金な

どで手当てしていると言うが、補助金は指定

された目的にしか使用できず、教職員の人件

費不足が正規事務職員と正規教員の削減を

招いている。 

県大と同規模で類似した学部構成の公立

大学と比較するために、県立広島大学と諸指

標を比較すると次のような点が明らかにな

った。 

① 充当率は県大が 71%に対し、県立広島

大は 112.7%、運営交付金は県大 24 億

円に対し県立広島大 35 億円。 

② 県立広島大の方が教員は 30 名多く、

正職員も 25 名多い。県大は、正職員が

少なく契約職員が多く、教員について

は、教授、准教授、講師職階が少なく、

助教職階が際立って多い。 

上記の点は、職員や教員の長時間労働を生

み、彦根労働基準監督署から 2 度目となる是

正勧告が出されるに至っている原因である。 

県職労連では、この改善を知事選挙の争点

に押し上げることをはじめ県当局に抜本的

改善を求めるための取り組みを進めていく。 

 

 

 

 

本多滝夫（龍谷大学教授・研究所副理事長） 

 

１ 個人情報保護法の改正 

先号（367 号〔2022 年 2 月 15 日〕）に掲

載した「個人情報保護法の改正と自治体」で

は、デジタル改革関連法の一環として個人情

報保護法が改正されたこと、2023 年 5 月ま

でには改正された個人情報保護法が施行さ

れ、同改正法が個人情報保護に関する共通ル

ールとして自治体にも適用されること、その
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共通ルールと各自治体の現行の個人情報保

護条例との間には差異があり、同改正法を所

管する個人情報保護委員会は共通ルールか

ら外れる自治体の独自措置を最小限にとど

めるよう求めていることを説明しました。 

 今号では、先号の説明を前提として、個人

情報保護委員会が自治体に何を求めている

のか、これに対して自治体はどう対応すべき

かについて検討することにします。 

  

 さて、おさらいということで、先号に図 3

として掲載したものを、今回は図１として再

掲しておきます。 

 

 自治体との関係では８つの事項が重要で

す。つまり、①～⑦に関連する事項について

は、自治体は、⑧に従って、これと異なる定

めを置いている個人情報保護条例の改正を

求められているのです。 

 

２ 改正個人情報保護法施行後に必要とさ

れる条例制定事項 

 条例を制定する、あるいはしなければなら

ない事項としては、大きく分けて必要的条例

事項と任意的条例事項と２つがあります。そ

して、任意的条例事項には、法定のものと法

定外のものがあります。それぞれに具体的な

事項を当てはめると以下の通りです。なお、

この用語は、改正個人情報保護法と個人情報

保護条例との関係を法的に把握するために

作成した、筆者なりの説明概念で、自治体実

務で使われているわけではないことに留意

してください。 

 

 必要的条例事項というのは、条例を定めな

いと改正個人情報保護法を施行できないよ

図 1 
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うになっている事項です。例えば開示請求に

関する手数料だとか行政機関等匿名加工情

報の利用に関する手数料については条例で

定めるとなっています。ですから、条例で手

数料の額を定めないと、開示請求や行政機関

等匿名加工情報の提供に関する仕組みが動

かないことになります。これらの事項は、同

法の施行までに必ず条例に定めなければい

けない事項です。  

 法律との整合性の観点から問題となるの

は、任意的条例事項です。自治体が、いわゆ

る独自の保護措置をとるかとらないかとい

った点、かりにとるとすればどのような内容

にするのかという点に、自治体に判断の余地

がある事項です。 

 任意的条例事項は、さらに２つに分けられ

ます。 

 １つは、上記の一覧表で法定の任意的条例

事項として整理している事項です。改正個人

情報保護法が自治体の自主的な判断で追加

規定を条例で定めることを明文で認めてい

る事項です。この事項については、自治体は

個人情報保護法 条例事項一覧表 

 必要的条例事項 
 条例を定めないと改正個人情報保護法を当該自治体において施行できない事項 

  開示請求に関する手数料（法 89 条） 
  行政機関等匿名加工情報の利用に関する手数料（法 119 条） 

  任意的条例事項 ☞ 独自の保護措置 
 法定の任意的条例事項 改正個人情報保護法が、自治体の自主的な判断で追加規

定を条例で定めることを明文で認めている事項 
  条例要配慮個人情報（法 60 条 5 項） 
  個人情報取扱事務登録簿（法 75 条 5 項） 
  保有個人情報の開示請求に係る不開示情報（法 78 条 2 項） 
  開示、訂正および利用停止の手続ならびに審査請求の手続（法 108 条） 
  審査請求の審査機関（法 105 条 3 項〔条例で定める審査会（行審法 81 条 4 項

参照）への諮問〕）、審査請求をすべき行政庁（法 107 条 2 項） 
  審議会等への諮問（法 129 条） 

 法定外の任意的条例事項 地方自治の本旨にのっとり、自治体が改正個人情報保
護法とは別に条例で定める事項 
【例示】 

  地方議会における個人情報保護 
  死者の個人情報保護 
  個人情報の取扱いの特例 

オンライン結合の制限 
執行機関内部部局相互の間での提供の制限 
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条例で定めなくてもよいのだけれども、必要

があれば定めてもよいですよと、そういう意

味で、ここでは「任意的条例事項」と名付け

ています。自治体が当該事項に関する条例を

定めなくても、この事項には同法が直接に適

用されるので、住民に特段の不都合が生じる

わけではありません。 

 しかし、当該事項について従前の個人情報

保護条例が定めていた規律内容が、改正個人

情報保護法の規律内容と異なっている場合

に、従前のそれを維持するためには条例を制

定する必要があります。問題は、その規律内

容が当該事項を規律している条文の趣旨目

的に照らして許容されるのかどうかという

ところにあります。 

 法定の任意的条例事項はまだ改正個人情

報保護法が明文で条例の制定を認めている

ので条例の制定そのものの許容性は問題に

はなりません。しかし、地方自治の本旨にの

っとり、自治体が、当該区域の住民の個人情

報保護に資すると考えて、同法には定めのな

い事項について、あるいは、定めのある事項

について、条例で独自に定めようとする場合

に、そのような条例の許容性は、問題になり

ます。このような事項を、ここでは、もう一

つの任意的条例事項という趣旨で、法定外の

任意的条例事項と呼んでおきましょう。 

 法定外の任意的条例事項は、改正個人情報

保護法に明文で定められていない事項なの

で、ある意味では無限にあるといってよいで

しょう。そうはいっても、従前の個人情報保

護条例が規律している事項で、同法が規律し

ていない事項であるとか、同法は規律をして

いるが従前の個人情報保護条例のそれに比

図 2 個人情報保護委員会「公的部門（国の行政機関等・地方公共団体の等）における個人情報

保護の規律の考え方（案）」（2021 年 6 月 3 日） 
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して保護の程度において緩やかにしか規律

していない事項であるとか、といった事項

が、その対象となると想定できます。そして、

争点となりそうな法定外の任意的条例事項

について、個人情報保護委員会はその許容性

に関する見解をすでに明らかにしています。

図２を見てください。 

 個人情報保護委員会は、「死者に関する情

報の扱い」、「地方議会の扱い」、「条例要

配慮個人情報」、「オンライン結合制限」お

よび「審議会への諮問」といった６つの事項

のうち「地方議会の扱い」を除く５つの事項

について自治体が条例に独自の規律を設け

ることを許容しないとの見解を表明してい

ます。 

 上記のうち「オンライン結合制限」と「審

議会への諮問」が、今回の改正のねらいであ

る「社会全体のデジタル化に対応した個人情

報保護とデータ流通の両立」、とくに「2000

個問題」と関係しているので、項を改めて説

明しましょう。 

 

【以下の節は次号に掲載します】 

３ 法定外の任意的条例事項−オンライン結
合制限 

 

県立高等専門学校について 
   
三日月知事は 2021 年 11 月県議会の所信表明で「価値創造力と専門性、実践力を兼ね備えた

高等専門人材の育成を目的として、滋賀県初となる高等専門学校を早ければ令和９年度にも県

が設置するべきと判断した」と述べ、県立の高等専門学校（以下「高専」）を設置する方針を明

らかにしました。 
高専制度が誕生したのは 1961 年で、60 年以上の歴史があります。中学卒業生を対象に「５

年一貫の技術教育を行う実践的技術者養成機関」として発展し、全国に 57 校が設置されていま

す。51 校が国立で、公立高専は全国に３校（東京都立、大阪府立、神戸市立）しかなく、県立

高専は 1 校もありません。 
中学卒業生が入学対象とはいうものの、1 年生から 5 年生まで大学と同様の高等教育機関と

して扱われ、高校の学習指導要領などは適用されません。 
大別して工業高専と商船高専があり、工業高専と商船高専が統合された国立富山高専が唯一

存在します。以前には、外航船舶の無線通信士などの養成を目的とする国立電波高専（仙台、

詫間＜香川県＞、熊本）が設置されていましたが、モールス信号による無線電信が 1999 年 2 月

に衛星通信に全て切り替えられたため、無線従事者のニーズが船舶通信から高度情報通信産業

へシフトし、それに対応した高専の高度化再編が行われ、2009 年 10 月 1 日、同じ県内の国立

工業高専と統合しそれぞれ国立仙台、香川、熊本各高専に改称したため、電波高専はなくなっ

ています。 
今回、県がめざそうとしている「『情報技術』を基盤とした学び」のモデルはこれら電波と工

業が統合された高専と考えられます。これらはすべて国立で、県立大学の運営費交付金すらま

ともに交付できていない県の実情を考えるとき、国や財政力の豊かな自治体しか設置していな

い高専を滋賀県がまともに設置、運営していけるのかという疑問を持たざるを得ません。 
県は 2022 年度に設置場所を検討・決定し、その後、設置者となる県立大学が設立認可申請な

どの手続きを行うこととしており、県職労連や県立大学教職員組合では、知事の思い付きだけ

ではなく地に足のついた高専となるよう、慎重な検討を求めていきます。 
 

（滋賀県職員組合・県職労連 杉本 高） 
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奥田平（全滋賀教職員組合） 

  

 2021 年７月２日の滋賀県議会において、県

教育委員会は、2022 年度から県立高等学校お

よび特別支援学校高等部(以下、高等学校等)

の入学生にタブレット端末を自費で購入させ

るという方針を公表しました。 

 滋賀県内では 2020 年度に、小中学校の児

童生徒が使用するタブレット端末が、国の補

助金を使って整備されました。他府県では、

高校においても、備品として購入したものを

利用する予定のところや、既にそうしている

ところも多数あり、24 自治体は公費導入され

ることが決まっています。しかし、滋賀県の

高等学校等では保護者負担による自費購入と

しています。 

 

高額な保護者負担 

 タブレット端末の自費購入については、実

証研究のためとして、２校の県立学校で 2021

度入学生から先行導入されています。先行実

施されている学校での購入費用は、約５万円

または約９万円となっています。現状でも高

等学校等入学時の保護者負担は、学校により

違いがあるものの約 10～20 万円となってい

ます。生徒・保護者にとって、現在でも教育

費の負担は大きく、その解決が求められてい

る中で、特に出費が大きい入学時に、さらに

約５～10 万円もの負担を強いることは看過

できません。 

 

先行導入された高校の状況 

 先行導入された学校の保護者は３月に実施

された入学オリエンテーションで始めて端末

の購入を知りました。高校からは「多様な意

見を共有し合意形成を図る活動」「海外の高

校生との交流、遠隔地の専門家とつないだ授

業」を行うとの説明がありました。しかし、

１月から導入の準備を始めて２月に機種を選

定、３月に保護者に説明という日程で充分活

用されるのか不安に思う保護者もいました。 

 同校の新聞部が生徒を対象にアンケート調

査を実施しました。「端末の活用が学習の手

助けになっていますか」という質問に対して

「まったくそう思わない・あまりそう思わな

い」が 45％、「そう思う・とてもそう思う」

が 55％でした。また、デジタル教科書は導入

されていないため、教科書や辞書などの書籍

は購入する必要があります。学校が実施した

保護者対象のアンケートには「先生方も試行

錯誤されているのは十分理解できるが、無理

に活用しようと課題が増えすぎている。タブ

レットを活用すれば校内で評価されるという

のはおかしい」「パソコンを有効に活用して

いるといい難い。プリント、辞書等の教材が

多く、タブレットの必要性が感じられない」

などの意見がありました。 

 アンケートからはわかるのは、保護者負担

で購入したことの影響もあり、利用すること

が目的となっている実態です。授業の質は、

教員自身の深い教材研究や、子ども同士や子

どもたちと教員との生きたやりとりにありま

す。ＩＣＴはあくまでその補助です。教員の

得手不得手もあり、どう使うかは個々の教員

にゆだねなければ、かえって授業の質が落ち

かねません。 

 

教育的効果について 

 東大・NTT データ経営研究部・日本能率協

会マネジメントセンターが合同で行った電子
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機器と紙の手帳の記憶についての比較調査

で、紙の手帳を使ったグループが脳の活動も

記憶も優位と出ています。１人１台端末に警

鐘を鳴らしている脳科学者もいます。東北大

学加齢医学研究所の川島隆太教授は「ICT を

教育に用いることでどういう利益があるかと

いうエビデンスがまったくない。逆に ICT を

とりいれたことで、うまくいかなかったエビ

デンスは世界中で報告されている」といいま

す。また、シリコンバレーで一番人気の学校

「スクール・オブ・ザ・ペニンシュラ」では

13 歳以下の子供たちにテクノロジーに触れ

させていません。その理由として「デジタル

機器の利用によって、子供の健康な体、創造

性と芸術性、規律と自制の習慣や、柔らかい

頭と機敏な精神を十分に発達させる能力が妨

げられるから」としています。 

 

学校現場の様子 

 各高校では具体的な活用の方法を充分議論

する時間もない中で機種やアプリの選定が行

われています。一部の担当者に業務が偏り、

全教職員に情報を共有する余裕もありませ

ん。４月からの導入を前に１月から３月にか

けてアプリの研修が行われ、年間の予定にな

い研修に多くの教職員が戸惑っています。研

修の内容はアプリの使い方の研修であり、授

業のどの場面でそのアプリを活用するのかが

大きな課題です。すでに導入されているアプ

リと重なっている機能もあり、混乱している

教職員もいます。この状況に対して県教育委

員会は「走りながら進めていく」「使ってみ

て、何ができるか判断してもらえばよい」と

しています。このような状況で保護者負担に

よる導入は大きな問題であり、保護者からは

怒りの声が上がっています。 

 

保護者と教職員により大きな運動へ 

 端末導入におけるさまざまな問題点を保護

者と教職員が共有し「県立高校１人１台タブ

レット端末の公費導入をすすめる会」（以下 

すすめる会）を立ち上げました。全滋賀教職

員組合としてとりくんでいた署名に保護者も

加わる形で運動が大きく広がりました。署名

活動をすすめる中で「このような署名があっ

て本当にありがたい」「私も知人に広げます」

と自ら署名を集める人も出てきました。オン

ライン署名も同時に行い情報を発信し、署名

の提出行動への参加を申し出る人もいまし

た。12 月の１次提出では６７６０筆の署名を

提出し、その様子は多くのメディアで取り上

げられました。報道されたことでさらに運動

は広がり１月 31 日には記者会見を行い、保

護者負担による問題点や学校現場の実態を訴

えました。２月７日には２次提出を行い、前

回提出分と合わせて１１６６１筆の署名を提

出しました。 

 

県議会の全会派へはたらきかけ 

 署名の広がりを受けて、すすめる会として

県議会の全会派と議員懇談を行いました。署

名に込められた保護者と教職員の思いを訴え

ました。すすめる会の運動を全面的に支持し

てもらえたのは共産党でした。他の会派は保

護者負担で、非課税世帯へは貸与端末を用意

するという県教育委員会の方針に従うという

ことでした。しかし、コロナ禍で経済的に厳

しいのは非課税世帯だけではありません。１

万筆を超える県民の声に向き合っているとは

いえません。 

 

すすめる会の今後 

 来年度の保護者負担を覆すことはできませ

んでしたが、端末の導入に関わる多くの問題

点を広く県民に知らせることができました。

導入後も現場で新たな問題が起きることが予
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想されています。生徒、保護者、教職員にと

って意味のある導入になっているかを注視

し、端末導入のあり方についても議論してい

きます。今回、保護者と教職員が一つになっ

て運動を大きく広げることができました。そ

の教訓を今後の運動につなげて、すべての生

徒が安心して学ぶことのできる教育環境を実

現していきたいと思います。 

 

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に抗議し、軍の即時撤退と平和的解決を求める！ 

 

 自治体問題研究所に結集する私たちは、生命の尊厳と基本的人権を護るのは人類共通の

理念であり、またそれが地方自治の最大のテーマだと考え、日々そのための研究を続けてい

ます。私たちは、この 2 月以降のロシアによるウクライナへの一方的軍事侵攻に対し厳し

く抗議するとともに、ロシア軍の即時撤退と、対話による平和的解決を強く求めるもので

す。 

 ミサイルなど兵器の発達した今日、戦争行為は大量殺戮以外の何ものでもなく、国際間の

紛争の解決にもつながらないことは、2 つの大戦の経験から学んだ歴史の教訓です。この歴

史の反省から、国連憲章は 2 条 4 項において、「加盟国は国際関係において武力による威

嚇又は武力の行使は慎まなければならない」としています。今回のロシアの軍事侵攻は、明

らかに国際法および「国連憲章」に違反しています。 

 ロシア軍のウクライナ全土への侵攻によって、同国内では子どもも含めて多くの犠牲者

を出し、戦火から逃れようとする人たち 50 万人以上が隣国などに避難していると伝えら

れています。さらにプーチン大統領は、核兵器使用も辞さない発言をちらつかせ、世界を恐

怖に陥れています。プーチン大統領の発言は、核兵器全面禁止と廃絶への世界の人々の願い

を踏みにじるものであり、けっして許されるものではありません。 

 私たちは、ロシアの軍事侵攻に抗議し、ウクライナの平和を求める世界の人々や困難な状

況下で戦争に反対するロシアの人々に心より連帯の意を表します。 

 同時に、日本国内において、この戦争に乗じた核共有や憲法改正・軍事力強化をもくろむ

動きに強く反対します。 

                                    2022 年 3 月 3日 自治体問題研究所理事会三役会 

  

※3 月 7 日の滋賀自治体問題研究所常任理事会で上記の全国研三役会の声明を議論し、基

本的に同意見であることを確認しました。 

大津地裁での原発裁判：第 32 回口頭弁論 
 

 3 月 10 日、大津地裁で若狭の原発群の運転差し止めを求めた裁判が行われました。原告

側証人の採否が注目されましたが結論は先送りでした。原告からは、福島事故から 11 年、

本訴訟の提訴から 8 年が経過しており、現裁判長の責任で早急に判断を行うよう要請があ

りました。また、裁判後の支える会総会では、ロシアのウクライナ原発への武力攻撃とい

う事態は「原発は、自国に向けた核兵器」という指摘がありました。井戸弁護団長も 3 月

5 日のびわこ集会における基調報告で、十分かは別にしてテロの想定はされているが、戦

争については全く考えられていない問題であることを指摘しています。     （Ur） 


