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  森原陽子（日本共産党近江八幡市議会議員）  

 

前市庁舎の工事契約解除に決着 

１月２７日の近江八幡市臨時議会で、

前市庁舎工事の契約解除に伴う㈱奥村組

との和解金を４億６００万円とすること

が議決され、市庁舎問題はここに決着し

ました。 

近江八幡市の市庁舎建設工事解除問題

は、２０１７年冨士谷市政時代に、床面

積約２万１０００㎡（現本庁舎の約４倍）

総工費約９５億円の新庁舎の建設に対し

て、「市民が考える庁舎の会」が見直し

を迫った運動に端を発するものです。 

「９５億円の贅沢な市庁舎」の見直し

は、住民投票を求める直接請求署名

8,118 筆、「市庁舎建設を市長選挙後に」

の署名 10,154 筆をもってしても冨士谷

前市長の思惑もあって議会では否決され、

市長選挙で問うこととなりました。２０

１８年４月の市長選挙で、住みよい近江

八幡市をつくる会が母体となり小西理氏

が出馬、冨士谷前市長のダブルスコアの

得票、２１，０４７票をもって小西市政

を誕生させました。 

当選の翌日、小西理新市長が「市庁舎

建設を即刻止めるように」との申し入れ

を行ったにもかかわらず、冨士谷前市長

は応じなかったため、小西市長の初登庁

時に契約解除となったものです。 

５月号の内容  

運動時の事実を全面に「小さな庁舎で大きな福祉」に進む小西市政 ·······························  1 

湖南市複合庁舎整備計画についての考え方 ·································································  5 

(東近江市)「慰安婦問題」意見書をめぐって 運動と世論が議会を囲む！ ·····················  10 

(高島市)新ごみ処理施設建設に向け、共働・推進できるか ············································· 12  

＜本の紹介＞ 自治体研究社「行政サービスのインソーシング」 ·································· 13 

滋賀・京都・大阪に役に立たず無駄な大戸川ダムを断念させ、地形を生かした流域治水こそ実

施させよう  ········································································································· 16 

第 63 回自治体学校の開催内容の変更について  ························································· 18 
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その後設置された「近江八幡市庁舎整

備工事検証委員会」において、前契約の

㈱奥村組の逸失利益について専門的見地

から検討が行われ、学説や判例より審査

の結果、「逸失利益は極めて少ないもの」

と結論づけられました。 

市長はじめ市当局はその見解を基に株

式会社奥村組と繰り返し交渉に当たりま

した。しかし、双方の考えが一致するこ

とはなく、２０２０年３月に、滋賀県建

設工事紛争審査会に調停を求めるに至り

ました。 

２０２０年１２月に同審査会より「和

解金を４億６００万円として解決する」

という和解勧試がなされ、これを受け入

れ和解金を支払うかどうかを２０２１年

１月２７日の臨時議会で審議した結果、

１９対３をもって可決しました。 

これをもって、市庁舎工事契約解除の

すべては解決に至りました。 

臨時議会の討論の中で、「契約解除は、

小西市長の独断である」「二元代表制で

ある議会の承認を得ていない」などの意

見が出されましたが、契約解除は小西市

長の選挙公約であり、何ら問題はありま

せん。住民の声に誠実に向き合い、経費

節減のためにも迅速に履行されたもので

す。 

この、臨時議会での圧倒的な議決によ

り、小西市政が地に足を付けたものとな

りました。 

 

２０２１年４月、子どもの医療費窓口無

料化の所得制限撤廃へ 

小西市長の公約の２番目は、中学卒業

までのすべての子どもの医療費を窓口無

料化にするというものです。前市長時代

には、非課税世帯のみ無料で償還払いと

なっていました。 

小西市長は、当選直後の２０１８年６

月議会からこの施策を議会に提案し、実

現を問い続けました。１年間の費用を約

１億５千万円と推測し「子ども子育て基

金」を創設、５年間７億 5,000 万円の財

源を確保し提案しました。しかし、前市

政の与党であった保守系議員の反対が続

き、なんとか２０１９年４月に、児童手

当支給の児童・生徒（全児童・生徒の約

９４％）に対しては実施にこぎつけまし

た。その後も粘り強く所得制限撤廃に向

けて提案が繰り返されました。 

新型コロナ感染で緊急事態となった２

０２０年の６月議会、小西市長は再度す

べての子どもたちに１０月からの実施を、

と提案。「コロナ禍で大きく減収になっ

た世帯もあるからこそ、早急に所得制限

を撤廃する必要がある。保護者のアンケ

ートに対し、本市の姿勢を示すものであ

り、すべての子どもたちの健康を守るべ

きと考える。私の公約であり、改めて審

議いただきたい。」と説明。日本共産党

は市長の市民への想いと強い決意に賛同

し、可能な限り１０月からの実現をと求

めました。ここでも保守系議員から「残

り数％分の費用を出せば、基金が５年間

持たない」「一度、すべての子どもたち

に適用すれば永遠に施策が変えられない」

「今年度の児童手当を受給しない子ども

の数が未確定」などと後ろ向きの意見が

続きました。しかし、当局から、「１年

間の実績では、コンビニ受診は起こって

いない。診療件数は増えたが、１件当た

りの治療費は減少している。重症化を防

ぐ効果が期待される」「所得制限を撤廃

しても財源は確保できる。」と報告され、

反対の理由がなくなりました。システム

改修の時間と周知の徹底を踏まえ、翌年

４月からという修正で９月議会において

可決成立しました。ようやく今年２０２

１年４月１日、完全実施となりました。 

この問題においても、前市政時代の影

響を大きく引きずりました。しかし「高

い税金を払っているのに、なぜ無料にな

らないのか？」「どうして、去年と今年
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の所得が大きく変わらないのに、今年は

施策を受けられないのか？」などの保護

者の意見が保守系議員にも寄せられる中

で、所得制限の撤廃に賛成せざるを得な

い状況になりました。 

小西市政の方針が市民の願いに適って

いることが、この点でも明らかになりま

した。 

 

手厚いコロナ対策 

昨年春からの新型コロナ感染症の広が

りは、市民にとっても自治体にとっても

未経験の連続でした。３月１日から突如

始められた全国一律休校により保育・教

育機関はもとより保護者への負担は計り

知れず、大きな不安を与えました。この

時に小西市政では、国のコロナ補正を待

たずして迅速な対応が図られました。一

律休校の子育て世帯へ子ども在宅応援金

の支給（１８歳以下の子どもたち一人当

たり１万円）、休業要請に応じた事業者

一件あたり５万円を、４月２８日に県下

初で給付を決定しました。これらの施策

は県下他市町の判断基準となって広がり

や拡充を見せ、他市町の事業者からも歓

迎されました。このように、迅速に対策

が打てたのは、「小さな庁舎」に切り替

え、財政の見通しが持てていたからこそ

です。 

これら以外にも、国内産マスクの確保、

就学前施設の空間除菌、消費が落ち込む

近江牛肥育農家への支援、児童扶養手当

受給者への経済支援等、総額 4 億 2200

万円を計上し、混乱の中でも、まず市民

へと目を向けた対策が講じられました。 

また、その後も、持続化給付金を受け

た事業者への市独自の上乗せ支援（中小

企業１5 万円、個人事業主 7 万 5 千円…

近隣市町では近江八幡だけ）、高齢者の

活動再開対策にまちづくり協議会や各自

治会への支援事業（概ね 65 歳以上一人当

たり 1000 円を）、じもと応援クーポン

券事業（市民一人当たり 3000円×2回）、

観光振興事業で接客事業者に対して感染

予防への助成金制度（1 事業者当たり 3/4

の補助、上限 30 万円）など、国からの地

方創生臨時交付金の全額（１０億円弱）

に市からも加算して対策されました。こ

れらの施策は、市民への大きな信頼につ

ながったと考えます。 

  

住民要求を大事にした予算編成方針 

小西市政は、予算編成においても市民

生活を考慮しています。 

これまで、冨士谷前市政時代には、ふ

るさと納税は全額大型事業のために貯め

込まれ、返礼品の費用は一般会計から支

出されてきました。そのため、ふるさと

納税が増えれば増えるだけ一般会計予算

を圧迫し、市民への施策を削減せざるを

得ない状況が続いてきました。 

小西市政では、昨年度よりふるさと納

税を原資とする「ふるさと応援基金」を

６つの目的別に市民のために有効利用す

ることが定められました。 

昨年度は、「本のまち！動く図書館事

業」で図書館車の実現、「子どもの遊び

場遊具設置事業」で市の２か所の公園に

大型遊具の設置を含め１１億円が当てら

れました。大型遊具は、使用開始当日か

ら子どもたちの楽しげな声が響いていま

す。今年度は４７事業１３億円を、台風

で壊れた沖島のケンケン山の遊歩道の整

備（市内４年生のやまの子事業の沖島実

施の復活に向けたもの）、以前から住民

要望のあった白鳥川の遊歩道への防犯灯

設置、障害者の作業所拡充への補助金、

学童保育への補助金、保育士確保制度へ

の助成など、コロナ禍においても市民サ

ービスの低下を防ぐために使われること

が提案されました。 

予算委員会で、保守系議員から、「市

税の減収が見込まれるときに財政縮減を

行うべきではないか」と意見が出されま
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したが、「今は災害時、財政出動すべき

時」と当局は断言しました。予算案に対

しても、２０対２の圧倒的多数で可決し

ました。 

 

変化してきた市議会 

小西市長が誕生して１年後の統一地方

選挙で、前市長の冨士谷英正氏が市議と

して当選したことから、市議会は混乱さ

せられてきました。 

毎議会での市庁舎建設契約解除への個

人的見解による執拗な質問、市庁舎整備

等特別委員会での当局への攻撃的な質問、

子ども医療費の無料化等の建設的な施策

への中傷など、前市政時代の与党であっ

た会派、議員、部下であった職員への影

響は大きく、議会においてもその攻防が

繰り返されました。 

しかし、子ども医療費の所得制限撤廃

の可決前後から議会内の会派の構成も変

化し、冨士谷議員の会派が一人になり、

賛同会派も大きく減りました。そして１

月臨時議会の和解金の議決により、大き

く潮目が変わりました。 

日本共産党議員団も、今年度初めて小

西市政の与党と自認する保守系会派と共

同する立場で市議会議長選挙に臨みまし

た。そのことで今までの「共産党を除く」

体制から、特別委員会の副委員長に日本

共産党議員が選ばれるという変化があり

ました。 

議会の中には、まだまだ微妙な立場に

いる議員もいますが、しかし今、共同で

きるところは共同しながら、小西市政を

さらに市民の声を実現する市政へと進め

て行くことが求められています。 

  

これからも「小さな庁舎で大きな福祉」の

前進を 

小西市長は、住民運動から生まれた市

長です。 

議会での「契約解除は小西市長の独断」

攻撃に対し、小西市長は運動時の事実を

全面に１ミリも揺るがず、不当な質問に

対峙してきました。「小さな庁舎で大き

な福祉」の公約は堅持されています。 

 市長就任時から、子育て環境の充実

を求める署名や、学童の保護者が集めら

れた学童保育には大企業の参入をやめて

と願う署名等々、多くの市民の要求を受

け止めてきました。 

 通学路の拡幅、交差点の改良などき

め細かく住民要望に応えています。また、

長年放置されてきた市の施設（文化会館、

安土文芸の郷等）の大規模改修、老朽化

の激しい水茎干拓承水溝の改修事業、農

道拡幅事業等では、国の補助金も使いな

がら着実に進めています。 

また、本庁舎と安土支所の耐震工事も

進められ、何よりも市民と職員の命を守

ることを重要視しています。 

安土小学校建設問題についても教育委

員会の出した「移転ありき」の結論に対

し、災害時には浸水地域となる移転地建

設には反対する住民運動を尊重し、再度、

市の検討部署を設置しました。 

まだまだ、前冨士谷市政「株式会社近

江八幡市」時代に作られた負の遺産も残

っていますが、きめ細やかな施策の実現

で大きく改善してきています。今後、市

庁舎建設が真に市民のものとなるように、

「住むなら近江八幡市」「住んでいてよ

かった近江八幡市」となるように、曇り

のない眼で小西市政をしっかりと見つめ、

前進させていきたいと考えます。 
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滋賀自治体問題研究所常任理事会では、2 月に実施した第 20 回地方自治研究集会で、意

見が分かれている湖南市における庁舎建設の問題について議論を深めるために双方の報

告をお願いする予定でしたが、事務的な手違いから立入議員への依頼ができておらず、住民

運動側だけの発表となってしまいました。幸い、今回立入議員から寄稿があったので、手違い

をお詫びし、下記の報告を掲載させていただくことにしました。 

                                                    

立入善治 (湖南市市議会議員)

庁舎機能を確保することは喫緊の課題 

2020 年 11 月に生田邦夫氏が市長に就

任し、谷畑前市長の下で進められてきた

東庁舎周辺整備計画について、12 月議会

の所信表明で、「現在の東庁舎の耐震診

断のことですが、耐震診断を実施したと

ころ、公共施設における耐震基準となる

Is 値10.75 を下回る 0.52 でありました。

当時、2 階 3 階の植え込みを除去して、

屋根のドームが重いので軽く変えてみて、

また上にある書庫の中を空にしてみたら

どうかという案も示されたようです。ま

た、耐震補強を行った場合は、0.75 をク

リアすることも可能との結果が出ており

ます。そのための費用として２億円程度

が見込まれておりました。(平成１８年の

耐震補強案とされています)、これについ

ては早急に精査いたします。新庁舎建設

計画は、『中止』『白紙撤回』『延期』

                                                
1 Is値：耐震構造指標で、Is≧0.6：地震の振動及

び衝撃に対して倒壊、又は崩壊する危険性が低い、

0.6＞Is≧0.3：地震の振動及び衝撃に対して倒壊、

又は崩壊する危険性がある、0.3＞Is：地震の振動

及び衝撃に対して倒壊、又は崩壊する危険性が高

い、とされている。国土交通省「官庁施設の総合

耐震計画基準」で官公庁の Isを重要度によって、

1類0.9以上、2類0.75以上、3類0.6以上と定

めている。 

『見合す』『立ち止まって考える』のい

ずれも正解と言えます。つまり、当面は

議会に提案いたしません。今まで新庁舎

建設ありきで進んできましたが、私はそ

れに与しません。今の東庁舎の、この建

物に私は愛着が有りますので、今しばら

くお許しください。」と生田市長が表明

しました。その後、2021 年 1 月 19 日の

全員協議会で「本市の財政も確実に減収

となることから、2021 年度の財源も見通

しがつきにくい」としたうえで、「しか

し、東庁舎は、市民サービスを行う中心

拠点であり、不特定多数の市民が多く来

庁されている」「災害時には市民の生命

を守る司令塔としての重要な拠点となる

から、いつ起こるかわからない大規模地

震に備え、耐えうる庁舎機能を確保する

ことも喫緊の課題であることは確かです」

と述べ、「今後はアフターコロナの時代

における新しい生活様式を見据え、庁舎

へ来庁せずともサービスが受けられる仕

組みづくり、地域力をさらに強化するた

めの各地域を拠点とした小規模自治の確

立を目指さなくてはならない」と報告さ

れました。新型コロナウイルス感染症の

拡大を契機にした社会の変化を、庁舎問

題の今後の方向性の起点に置いていると
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考えられます。 

これまで共産党湖南市議員団(以下、党

議員団という。)は、2019 年 4 月 26 日付

け湖南民報で、湖南市が進める庁舎建設

及び周辺整備基本計画について報告して

きましたが、その後の情勢の変化も含め

て現時点での考えを改めて報告します。 

 

庁舎の建て替えは無駄遣いではない 

湖南市は 2014 年 1 月 31 日、職員によ

る東庁舎整備検討準備委員会を立ち上げ、

現状の課題と必要な行政機能についての

議論をはじめました。その後、2016 年 4

月 16 日 21 時 26 分に熊本で起きた地震

（Ｍ7.3、最大震度 7）では 271 人が亡く

なられ、築 51 年の宇土市をはじめ５市町

の庁舎が使用できなくなり、災害対応に

大きな影響が出たことなどから、湖南市

では建て替え案を中心に検討がされてき

ました。2017 年度に湖南市庁舎建設及び

周辺整備基本計画が策定されました。党

議員団は 2015 年 12 月議会から庁舎周辺

整備については、特別委員会での議論や

一般質問を重ね、同時に「湖南民報」で

庁舎計画についての意見を求めてきまし

た。 

党議員団の基本的立場は、補強で耐震

基準をクリアするには庁舎の対応年数、

費用の面からも多くのリスクを伴うこと

から建て替え案が適当であるという立場

をとってきました。この方向性について

も党内外に意見を求めてきました。 

建替えについては、以下の点が大事で

あると取り組んできました。  

○市民と職員の声が生かされ、多くの

方が納得できるもの。 

○市役所の建て替えは無駄遣いではな

い。 

○市役所が住民の利益に応える行政を

行うにふさわしい機能、それを果た

せる建物が絶対に必要。 

○地震で倒れてしまう市役所では困る

のであり安全性を確保するため、あ

る程度のお金をかけることも必要。

ただし、出来るだけ市民の負担は軽

く、無駄を排して簡素なものをつく

るべきである。 

 

現在の湖南市東庁舎については、 

① 国が示す防災拠点としての耐震性

能基準を満たしていないこと、建物の強

度や粘りに加え、その形状や経年状況を

考慮した耐震指標Ｉｓ値 0.9 以上が必要

とされており、東庁舎はＩｓ値 0.52 であ

り、地震の震動及び衝撃に対して倒壊、

または崩壊する危険性があるとなってい

ます。 

② 東庁舎は人口 26000 人～30000 人

の人口を想定して建設されています。耐

震補強した場合には庁舎内部での補強と

なるので、さらに庁舎内が狭くなって、

執務上も密となり、プライバシーに配慮

した個別相談スペースの確保がさらに困

難となります。エレベーター内で車椅子

が回転できない。障がいのある人が安心

して使用できるトイレになっていない等

の問題もあります。これらの改善を図る

には現在の庁舎では拡充スペースが取れ

ない状況です。 

➂ 現在の庁舎は 40 年前にＲＣ造（鉄

筋コンクリート造り）で建設されており、

通常コンクリートの寿命は 60 年とされ

ています。補強されても建物本体の寿命

が延びるものではなく、当然として、10

から 15 年後には建て替えについての計

画がはじめられます。今後、少子高齢化

が進み、税収減となる予想がされており、

いま取り組まなければ、さらに次世代の

負担が膨れ上がることになります。                                       

➃ 計画では、複合化として中央まち
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づくりセンター、上下水道。集約として、

西庁舎、保健センターとなっています。

現在、子育て世代であれば、学校、スポ

少、就学援助等は、西庁舎に、福祉や児

童手当、保育関連等は東庁舎へ、高齢者

であれば、医療保険、社会福祉は東庁舎

に行き、介護関係は保健センターへと複

数の施設に行かなければならないという

不便さがあります。湖南市は東庁舎が市

のほぼ中心にあり、車で 20 分あれば東西

南北の境界に行くことができます。複合

化すればワンストップでサービスを利用

できるメリットがあります。しかし、車

の利用ができない市民の方の庁舎への交

通手段の確保が必要なことは当然です。 

また生田市長が言う「各地域を拠点に

した小規模自治の確立」とは、これまで

から党議員団が主張してきた市内の 4 カ

所、下田、菩提寺、三雲、石部（業務が

行われている）での窓口業務の復活で住

民サービスの充実を図る事につながるの

ではないか。庁舎は防災拠点の司令塔と

して、そして小規模自治を確立すること

で、地域での避難準備体制、避難行動要

支援者への支援がより効果的になるよう

なまちづくりと一体に庁舎問題を考える

べきです。 

➄ 湖南市のハザードマップによると

日雨量 360 ミリを超えれば、野洲川の氾

濫で現在の庁舎は、浸水する可能性があ

るとされた危険箇所となっています。庁

舎建設計画で現在のＧＬより 50 センチ

嵩上げされる予定ですが、中央地域の浸

水対策への考え方が問われています。こ

の問題については、野洲川の河川内の草

木除去と浚渫を急ぎ、流路面積を確保す

ることが大事です。野洲川、琵琶湖の流

域水量を考察し南郷洗堰の開閉を行うな

ど豪雨対策を国、県を交えてシュミレー

ションする必要があり、とりわけ石部頭

首工は湖南市に建設されていますが、石

部頭首工の風船ダムの開閉についての管

理権限は守山市、野洲市、栗東市の 3 市

にあり、湖南市にはありません。石部頭

首工の管理規定では下流の水位に急激な

変動を生じないようにと定められている

が、上流部分の湖南市の野洲川への流入

河川の状況については何の対策も講じら

れていません。こうした野洲川の管理を

改善することから始め、水害を防ぐ必要

があると考えます。 

➅ 財政計画における庁舎建設総額は、

64.7 億円であり、その財源は一般単独事

業債 2.5 億円を含め 5 つの起債と 9.1 億

円の一般財源とされています。このうち

国は、一連の地震災害から、防災拠点と

しての庁舎建設に対し市町村役場機能緊

急保全事業、集約化・複合化事業、除却

事業、緊急防災・減災事業に対して充当

率や交付税措置率の高い地方債を創設し

ています。これらの起債は期限が決めら

れており、国は市町村役場機能緊急保全

事業については、当初の期限が過ぎてい

ますが、新たな経過措置を設け、「2020

年度までに実施計画に着手した事業は

2021 年度以降も同様の地方財政措置を

講じる。」とされました。以前の庁舎建

設では、その建設費用について、すべて

市町の財源で建設するものとされてきま

した。 

全国で 1,741 の市町村がありますが、

未耐震の市町村は 290 市町村（2017 年

12 月末）となっています。湖南市を含め、

残されている未耐震庁舎に対して対策が

必要とされています。 

⑦ 市民のいのちと暮らしに関わる行

政業務を止めることは出来ません。計画

案で示されている別の場所での建て替え

であれば、既存施設で業務を続けながら

工事を行うことが出来ます。 
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職員と市民の安全確保が何よりも優先

されるべき 

近年、日本列島を襲った地震災害から

学ぶ必要があります。最大の教訓は建物

の耐震化の重要性 

です。1995 年の阪神・淡路大震災は、

その後の地震対策、防災行政に非常に大

きな影響を与えました。最初の一撃でコ

ンビニの店員が立っていられないほどの

衝撃を受けた映像が繰り返し放映されま

した。高速道路は横倒しになり、マンシ

ョンが倒壊し、ビルがひっくり返り、家

がぺしゃんこになりました。これまで、

日本の木造住宅は柱と梁があるために粘

りがある、最終的に倒れても家具などに

よって空間ができ人間は多く死なないと

言われていました。しかし、実際にはあ

の強烈な一撃で柱と梁の部分がはずれ、

二階の床が落ちて、屋根も引きずりおろ

されてぺしゃんこになりました。6434 人

の死者のうち 85％ほどが自宅の下敷き

になって亡くなっています。住宅が壊れ

たときの土ぼこりを短時間に吸い込んで

窒息して亡くなっている方が非常に多い

のです。また建物の倒壊は、被害を拡大

することにつながっています。公道に建

物が倒れ込んで避難路をふさぎ、緊急車

両の通行を妨げました。ですから、建物

の耐震はとても大事なことです。 

公共施設の耐震化問題では、熊本地震

では、宇土市役所が築 51 年で耐震性がな

いことがわかっていながら使用を続け大

きく破損して使えなくなりました。市役

所の駐車場にテントを張って災害対策本

部をつくられましたが、庁舎に書類や無

線機を取りに行くたびに職員が数名でヘ

ルメットをかぶって入ったそうです。本

来、災害対策本部は、災害初期に情報収

集して救助活動を指揮したり、外からの

応援部隊、国や県からの支援物資をどう

するか関係機関と調整しなければなりま

せん。庁舎が使えないため、一番大事な

時期に機能しない対策本部となっていま

した。 

東日本大震災では津波による被害が多

く取り上げられていますが、地震により

倒壊した庁舎や公共施設についてはあま

り報道がされていませんでした。党議員

団は支援活動で福島県にボランティアと

して行きましたが、合同庁舎に大きな亀

裂が入って使用不可能な状態でした。ま

た、自治体職員がたくさん亡くなった大

槌町では、139 人の職員のうち 40 人が犠

牲になり災害対策本部の機能が非常に弱

くなったと言われていました。災害が起

きたら、その直後から迅速に災害本部を

動かしていくことがとても重要です。湖

南市の計画では、庁舎を災害活動拠点と

しての機能維持及び迅速な災害対策活動

が行えるよう免震構造を採用し、また自

立したライフラインを構築し、災害発生

直後から災害対策活動が行える。（非常

用発電機 72 時間 500KVA,緊急汚水遭（5

日分の排泄物貯留）、太陽光発電（設置

場所を整備））マイクロコージェネレー

ションの設置する予定です。 

党議員団は、東庁舎周辺整備事業、西

庁舎周辺整備について、市民への周知と

意見聴収を行うこと、執務者である市職

員の意見についても耳を傾けるなど、合

意形成を諮る努力を求めてきました。先

に述べましたが、出来るだけ市民の負担

は軽く、無駄を排して簡素なもの、職員

と市民の安全確保が何よりも優先される

べきだと考えています。 

 そのために、住民合意を得た計画と

なるよう、広く市民のみなさんとともに

考え、市民の声を計画に反映させるため

に力を尽くしてきました。今後もご意見
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をお聞かせください。 

生田市長が喫緊の課題としながらも、

今一度立ち止まり、この問題での方向性

を明らかにすることを先送りしています。

こうしたもとで、改めてこの問題での党

議員団の立場は、基本的に 2019 年４月

に湖南民報で報告した立場であり、耐震

補強より建替えることに合理性があると

考えています。 

 

人命の安全確保に加えて十分な機能保

全が必要 

現在の東庁舎の耐震基準をクリアする

ためには、耐震補強でクリアすべきとす

る意見もありますが、東庁舎は旧耐震基

準で建設されており RC構造で築 43年が

経過しています。コンクリートの耐用年

数は平均 60 年とされていること、耐震機

能や防災拠点としての機能が不足してい

ること、庁舎が狭く機能性に問題がある

こと、施設・設備が老朽化していること

など様々な問題があります。仮に耐震補

強しても、10 から 15 年後には建替えを

視野に入れての検討が求められます。建

築基準法に基づく現行の耐震基準は、

1981 年 6 月 1 日に導入され、防災拠点と

なる庁舎の耐震化については、その耐震

安全性の目標では、「人命の安全確保に

加えて十分な機能保全が図られる。」と

されています。国が一定の補助を時限を

もって実施している段階で、この事業債

を活用すべきだと思います。 

また、2016 年より施行されている障害

者差別解消法では「障害のある人もない

人もお互いにその人らしさを認め合いな

がら共に生きること」や合理的配慮の提

供については、行政機関では義務、事業

所ではサービスの対象者に対しては努力

義務と定められています。しかし、東庁

舎は狭く、障がい者が安心して庁舎を利

用できる環境にはありません。障害者雇

用についても、地方自治体については、

2.5％の法定雇用率とされていますが、現

在、湖南市は達していません。雇用にあ

たっての合理的配慮についても、とられ

ていないのが現状です。車椅子でも自由

に通行できるスペース、障がい者用トイ

レの設置などの改善が現在の庁舎では限

界だと考えます。 

 

どこで、いつ大きな地震が起きてもお

かしくありません 

京都橘大学の岡田知弘さんは東日本大

震災が発生して 10 年の節目を迎え、当時

の想いを語られています。「自衛隊員や

ボランティアの人たちが遺体や遺品の捜

索をいたるところで行っている光景、多

くの市職員が殉職した市役所の残骸等、

息をのむばかりの姿になっていました。

このような災害が、どこでも起こりうる

時代に、今、自分たちは生きているとい

うことを改めて自覚。『大災害の時代』

と言う表現がもっともふさわしい」また、

京都大学教授の尾池和夫さんが『活動期

に入った地震列島』を出版、その中で、

地震学の専門領域から、奥尻島に津波が

襲い多くの被害が出た北海道南西沖地震

(1993 年)を機に、日本列島が地殻変動の

活動期に入っていると推論し、警告され

ています。 

実際、1995 年の阪神・淡路大震災、2011

年の東日本大震災に代表される地震災害

が、ほぼ毎年列島上で発生し、2014 年に

は御嶽山が噴火し、2016 年には熊本・大

分地震、鳥取県中部地震、そして、2018

年大阪北部地震、北海道胆振 (いぶり)東

部地震が発災しました。このように、地

殻変動が活発化することに伴う地震、噴

火、津波災害が頻発するようになってき

ているのです。 
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消防庁は、2015 年以後、公共施設等の

耐震化の進捗状況の調査を開始しており、

それによりますと、「わが国は世界のマ

グニチュード 6.0 以上の地震の約 2 割が

おこっている地震多発国です。近い将来

の発生の切迫性が指摘されている大規模

地震には南海トラフ巨大地震や首都直下

型地震などがあり、これらの地震災害が

最大クラスの規模で発生した場合には、

東日本大震災を超える甚大な被害が発生

することが予測されています。 

また、北海道から九州まで、わかって

いるだけでも約 2,000 もの活断層があり、

近い将来に大きな地震を起こす可能性が

高い活断層も複数指摘されています。ま

だ見つかっていない活断層もあるとされ

ており、大規模な地震が発生する可能性

が高いと言われている地域だけでなく、

どこで、いつ大きな地震が起きてもおか

しくありません。」としています。 

 

なによりも俯瞰的に見ることが大事 

これらの状況から判断して、東庁舎の

課題については、新型コロナウイルス感

染症の拡大防止対策を最優先課題としな

がら、市民のみなさんの意見を大事にし、

あらゆる角度から市民のみなさんに説明

をする義務が行政にはあると思います。

次世代への負担を軽減し、市民参加で東

庁舎の建替えを進めることも一つの考え

方ではないでしょうか。具体的には、設

計から施工まで、建築 27 業者と言われる

市内の業者や、市民のみなさんが何らか

の形で意見や思いを提案できることが望

ましいと考えています。市民みんなで考

えることを基本にすべきだと思います。 

党議員団は、この課題については、な

によりも俯瞰的に見ることが大事だと思

います。 

以上、現時点での見解を報告します。  

 

 

「慰安婦問題」意見書をめぐって 

     運動と世論が議会を囲む！ 

東近江市議会議員 廣田 耕康 

  

自民党政務調査会は 1 月 15 日に「元慰

安婦等による日本政府に対する損害賠償

請求訴訟に関するソウル中央地方裁判所

の判決に対する非難決議」2を採択した。

                                                
2 

https://www.m-kiuchi.com/wp-content/uploads/2

021/01/%E2%98%86%E5%85%83%E6%85%B0

%E5%AE%89%E5%A9%A6%E7%AD%89%E3

%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%A8%

B4%E8%A8%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%

E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%A4%E6%B

1%BA%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%9

                                                                       
9%E3%82%8B%E9%9D%9E%E9%9B%A3%E

6%B1%BA%E8%AD%B0.pdf 



しがの住民と自治 第 358 号 2021 年 5 月 15 日 

 

11 

 

それとソックリの意見書案が東近江市 3

月議会へ市民クラブの山本直彦議員から

提出された。意見書は、１９６５年の日

韓請求権協定や慰安婦問題を巡る２０１

５年の日韓合意で「最終的かつ不可逆的

な解決」が確認されており、ソウル中央

地裁の判決に「断固たる措置をとること

を強く求める」とし、さらに「慰安婦問

題は戦後、『従軍慰安婦』という言葉を

もとに作り上げられた政治問題」として

いる。意見書案がネットに公開されると

たちまち県外、市外から抗議の声が上が

った。 

 提案日の 3 月 15 日の昼休み時間には

市役所前で 50 名ほどの参加で抗議集会

が開かれた。共産党議員団、新政無所属

の会の５議員も参加。 

ドキュメント 25日 

「こんな女性の人権を無視し歴史を捻

じ曲げる意見書は絶対に採択しないで欲

しい」と、東近江市議会採最終日 25 日早

朝、出勤する市職員に対し 28 人が市役所

周辺でビラ配布。 

そして、22 人が議会傍聴に。「こんな

に多くの傍聴者があるとは…」と職員も

関心の高さにビックリ。 

全国から抗議・要望が… 3会派 4人が反対

討論 

このような意見書の提出は、全国では

滋賀県議会にだけであり、県下では東近

江市議会だけであり、さらに、東近江市

議会への意見書には県にはなかった「慰

安婦」問題での歴史の歪曲が主張されて

おり、「こんなひどい内容の意見書は絶

対に採択すべきではない」との声が全国

から東近江市議会に寄せられ、全国の注

目を集めた。 

「東近江市は歴史的に朝鮮半島の人た

ちと深い関係のある地域で、朝鮮半島に

ルーツを持つ多くの人が住み今日に至っ

ています。外交関係で複雑な問題が起き

ている時こそ市民レベルでの理解と協力

が大切で、外交問題をストレートに市民

社会に持ち込むことは避けるべきです」

「家族が危篤状態で傍聴に行けません。

どうか拙速な可決はしないでください。

東近江市の姉妹都市・場岩面との大事な

つながりを大切にしてください」など、3

月 15 日に「慰安婦問題の意見書」が市議

会に提出されて以降、全国の団体、個人

から多くの抗議文書や要望書が市議会宛 

に寄せられた。逐一コピーされて全議員

に配布された。 

「今回はすごい！毎日いろいろな訴え

が送ってくる」と議員もビックリ。 

25 日の閉会日では右上表のように 1 人 

が賛成討論、３会派４人が４人４様の反

対討論を行った。 

意見書は採択されたが… 

意見書は採択されたが、傍聴者などの

感想をみると、慰安婦問題の認識も確実

に深 

まったと言える。 

・4 人の反対討論はそれぞれの思いが

こもっていて感動した。（傍聴者） 

・県議会では同様の意見書が議会初日

賛成 12 1 2 1

反対 2 3 2

棄権 1

賛成討論
反対討論

〃

〃

〃 西澤善三（新政）

会派別の賛否の状況

太
陽
ク
ラ
ブ

新
政
無
所
属

西村純二（市民ク）
辻　秀幸（太陽ク）

井上　均（新政）

廣田耕康（共産）

無
会
派

市
民
ク
ラ
ブ

共
産
党

公
明
党
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に提案説明も賛成討論もなく日本共産党

の反対討論だけで、日本共産党を除く全

会派の賛成で採択された。しかし、東近 

江市では提案説明もそれへの質疑あり、

賛成・反対討論もされ、多くの傍聴者も

あった。意見書は採択されたが慰安婦の

重要性についての認識が深まったのでは

ないか。運動と世論の広がりの結果では 

ないか。（傍聴者） 

・3 月議会は傍聴者も一杯やったし多

くの討論もされ活発な議会になった。（市

幹部） 

・初めて傍聴しました。議員さんがあ

のように意見を交わしているのをはじめ

て知りました。ご苦労さまです。（傍聴

者） 

・反対討論を聞いていて涙が出てきた。

慰安婦問題解決へ引き続き頑張っていき

たい。（傍聴者） 

 

 

 

福井 節子（高島市議会議員） 

高島市福井市政の３期目が始まりまし

た。 

２期目の大きな課題であった「新ごみ

処理施設建設」は、市長提案の朽木宮前

坊地先の土地取得議案を議会が一昨年１

２月議会に続き、昨年３月議会でも「否

決」し、取得に至らなかったという、前

代未聞の事態となりました。 

否決された予定地は、安曇川上流に位

置する二川堤の内側の田圃です。そのす

ぐ下手には関電の水力発電所があり、岩

がせり出し狭く堰もあり、県の防災マッ

プでは、２００年に一度の大雨時には、

浸水深が９㍍にもなると予想されるなど

ごみ処理施設としてはふさわしくない場

所だったのです。 

２度にわたる「否決」で、やむなく市

長も「断念」を表明し、今年１月の市長

選挙の争点ともなりました。 

福井市長再選で、市は再度「公募」に

より場所を決定していくとして、新たな

「新ごみ処理施設建設検討委員会」を立

ち上げました。委員は県の関係者２人が

異動により変わっただけの前回とほぼ同

じでした。検討委員会が出さした「答申」

を否決して、議会が認めなかったことを

委員はどの様に受け止められているの

か・・・。一回目の検討委員会では、樋

口委員長は「（答申がひっくり返ったこ

とが）トラウマになっている」旨、何度

も発言されました。 

その上で、「議会にも『新ごみ処理施

設建設特別委員会』が立ち上がったこと

から、今度は何としても実現出来るよう

にしなければ」旨の発言もありました。

そのために、公募された場所の現地確認

をいつの時点でするのか、全部見るべき」

や「配点の在り方」など意見が出されて

いました。 

また、議会の特別委員会も機を逃さず

開催し、市の提案と検討委員会の意見な

どをしっかり把握して、議会としての意

見も発信していこうとしています。 

公平性・透明性をしっかり担保し、今

度こそ市民に納得される新ごみ処理施設

を設置できるよう、議会も精一杯汗を流

そうとしています。 
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＜本の紹介＞＝アウトソーシングは時代遅れ、非効率、コスト高、市民サ

ービスが悪化！ 
        高橋進（滋賀自治体問題研究所理事長） 

榊原秀訓・大田直史・庄原勇人・尾林芳匡『行政サービスのインソーシング 「産

業化」の日本と「社会正義」のイギリス』自治体研究社、2021 年。 

 

本書は、１９８世界の中で自治体や国

の業務の民間化＝アウトソーシングの先

陣を切って走ってきたイギリスにおいて、

近年、これとまったく逆の方向、すなわ

ち、アウトソーシングした行政サービス

を自治体に戻している（「インソーシン

グ」＝再公営化と呼ぶ）状況やＰＦＩの

活用をやめる動向とその理由、「社会的

価値」「社会正義」「民主的コントロー

ル」「市民にとっての効率性」「公共性」

などを重視して、インソーシング政策の

実現をめざす労働組合・市民団体等のダ

イナミックな社会運動を紹介している。

本書の特徴は、自治体の民間化・民営化

問題を長年研究してこられた著者たちが、

イギリスの自治体のシンクタンクである

APSE（Association for Public Services 

Excellence、優れた公共サービスのため

の協会）の取り組みと調査データ、会計

検査院報告書、庶民院報告書などを詳細

に検討してることである。 

 滋賀自治体問題研究所は、滋賀県に

おける公の施設の民間化の状況を調査し、

その報告書『滋賀県における公の施設の

あり方に関する調査報告』を刊行したが、

それとの関係も念頭に本書の要点と注目

点を紹介しよう。 

 榊原氏が執筆している第１章「わが

国の行政サービスの民間化の現状」では、

近年の政府による「行政サービスの産業

化」の政策がコンパクトにまとめられて

いる。公務員定数の削減とともに増大し

た臨時・非常勤職員数、さらに会計年度

任用職員という新制度の問題点、行政サ

ービスの様々

なアウトソー

シングの手法

が紹介されて

いる。結論とし

て、日本では費

用削減が重視

され、それは労

働者の雇用条

件の切り下げ

によって達成されてきたこと（下方への

切り下げ競争）の妥当性が問われるべき

であり、同時に、アカウンタビリティ確

保への関心が極めて低いことが問題であ

るとしている。 

 第２章「行政サービスのインソーシ

ングと『社会的価値』・『社会正義』へ

の注目」（榊原）、第３章「イギリス流

『社会』依存の行政サービス提供とイン

ソーシング」（大田）、第４章「PFI 事

業の『検証』と『撤退』」（庄村）、第

５章「イギリスのインソーシングと社会

運動」などの各章を通じて、サッチャー

首相以来の、特に労働党のブレア政権以

後の政府による行政サービスのアウトソ

ーシングの推移と全体像が明らかにされ

ている。  

  これらの分析を通じて、保守党統治

の自治体であれ労働党統治の自治体であ

れ、党派を問わず、インソーシングが広

がっていること、その理由は、PFI 事業

や様々な民間化が非効率で柔軟性に欠け、

市民サービスや維持管理の質の低下をも

たらし、透明性を欠き、市民への説明責
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任を果たさず、株主の利益を優先してい

る結果、財政危機にある自治体にとって

はマイナスと判断され、再公営化・直営

の復活が進んでいることが明らかにされ

ている。政府の独立機関である会計検査

院報告書や庶民院報告書が民間化の問題

点を鋭く率直に指摘している。自治体や

市民の側の「再公営化」の動向と運動と

も相まって、2018 年 10 月には保守党政

権のハモンド財務大臣が「納税者に今後

新規の PFI事業を行わない旨を表明する

に至ったのである。 

 日本との比較で注目するべきことの

第一は、イギリスでは自治体は財政危機

ゆえに、再公営化を進めていることであ

る。日本では、財政が厳しいからという

理由で民営化・民間化が進められている

が、イギリスでは逆である。財政が厳し

いからこそ、アウトソーシングを止めて、

自治体が契約に縛られずに、柔軟に総合

的な視点で公共サービスを展開できる再

公営化が推進されているのである。

APSE の調査によれば、自治体がインソ

ーシングを行う理由として、多い順にあ

げれば、サービスの効率性の改 善

（ 61.54% ） 、 サ ー ビ ス の 質 の 改 善

(54.81%)、財政緊縮予算・外部契約に基

づく支出を削減する必要性(45.19%)、よ

り柔軟なサービスの必要性(43.27%)であ

る（39 頁）。会計検査院報告書も指摘し

ている、柔軟性の欠如、すなわち、契約

に縛られた無駄な支払いの有名な例は、

リバプール市が廃校した高校に関して、

契約が変更されない場合は、事業者に年

間 400 万ポンドの支払いを 2017 年から

2028 年の契約終了年まで払い続けなけ

ればならいというものである(97~98頁)。

日本では会計検査院の調査はイギリスほ

ど十分ではない。 

 第二に、ＰＦＩ事業や各種の民間化

を進める根拠とされているＶＦＭ(Value 

for Money)に関するデータを取っていな

いという点では、イギリスも日本と共通

である。イギリスの財務省は「このＶＦ

Ｍはもっぱら特定事業の選定の可否、事

業者の選定の可否を決定する基準であり、

事業終了段階において、当該事業のＶＦ

Ｍを遡って算定することはしていない。

事業決定前の数字である」と述べている

(108 頁）。つまり、ＶＦＭは申請時点の

ものであり、結果の検証はしていないと

いうのである。これでは、説明責任を果

たし、今後の事業の方式の可否に生かす

ことはできない。つまり、ＶＦＭが「か

ら証文」であることを認めているのであ

る。これほど、国民・市民を馬鹿にした

ものはない。これは日本も同様である。  

 第三は、インソーシング＝再公営化

を進めていく市民・社会運動、労働運動、

シンクタンク、自治体の連携・共同活動

である（第５章で詳しく紹介されている）。

UNISON という国家地方公務員・ＮＨＳ

の職員などから構成される労働組合や

Unite the Union 労働組合は、上述のＡ

ＰＳＥの研究成果に基づいて、アウトソ

ーシングの問題点、インソーシングの利

点、インソーシングの進め方などをわか

りやすく説明し、労働組合の指導部、地

方自治体当局、市民運動家が行政サービ

スを直営に戻すための参考になる  「イン

ソーシング・ガイドブック」を発行して

いる。オランダに本部を置くトランスナ

ショナル研究所は、多くの公務関係労働

組合と連携して、世界中の民営化の問題

点や再公営化の実例を集めて分析し、成

果を公表している。専門家と市民をつな

ぐ活動をしているのは、＜We own it（私

たちこそ所有者だ）＞という市民運動団

体である(https://weownit.org.uk)。この

団体は、研究報告を読む時間のない人々

にわかりやすく民営化の問題点やインソ

ーシングの必要性を伝える役割を果たし

ている。ＳＮＳや YouTube での発信も活

発に行っている。たとえば、「民営化が
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よくない１０の理由」と題して、２頁程

度の説明文をＨＰ上に上げている。１０

の理由とは、①サービスが悪くなる。②

民営化の方がコストがかかる。③民間企

業の説明責任を問えない。④民主的な発

言権を得られない。⑤民営化は格差社会

を作る。⑥行政サービスは自然な独占で

ある（他に選択肢がない）。⑦民営化で

サービスが断片的になる。⑧民間企業は

収益性のある部分だけをつまみ食いする。

⑨柔軟性が低下する。⑩リスクが高い。

を挙げ、それぞれ５～６行で説明してい

る(126 ~130 頁）。 

 そして、末尾で、イギリスの社会運

動が特定の分野にとどまらず、行政サー

ビスの各分野の民営化の問題点を全体と

してとらえる工夫をしていること、異な

る労働組合・研究機関・市民運動がそれ

ぞれ独自の役割を果たしながら、相互に

連携して社会運動を展開していること、

研究機関が収集・分析したデータ等を労

働組合がパンフレットにして各地に普及

し、市民運動は Web や YouTube やマス

コミへの働きかけを通してより広い市民

に普及していること、国際的な民営化の

失敗やインソーシングの動向を国内的な

世論形成の力にしていることなどを学ぶ

べき点としてあげている(131 頁）。 

 本書は、じっくりと読めば、行政サ

ービスの民営化がもたらしている問題点、

インソーシングのメリットがよくわかる。

冒頭に書いたように、滋賀自治体問題研

究所でも滋賀県におけるアウトソーシン

グの状況の調査研究を行った。本書の分

析を手がかりに、今一歩、アウトソーシ

ングの問題点の鮮明化と直営と民間化の

比較、インソーシングを進める方策など

の研究を進めていきたい。 

 最後に一言苦言を申し述べておきた

い。本書は、上述のように、内容的には

行政サービスのインソーシングが可能で、

魅力的で、市民サービスを向上させ、民

主主義と社会正義に適うものであること

を確信させる。ただ、出版を急いだせい

かもしれないが、APSE や会計検査院報

告書、庶民院報告書などの翻訳引用文が

十分こなれておらず、意味を理解しにく

い箇所が多々あることは残念である。   

 

＜追記＞ 

日本の会計検査院が「国が実施するＰ

ＦＩ事業について」の報告書を提出！ 

ここまで書いていたとき、５月１４日の

ニュースで日本の会計検査院が「国が実

施するＰＦＩ事業」についての会計検査

を行い、これまで実施してきた１１府省

の７６事業（サービス購入型６５事業、

独立採算型１１事業）のうち、サービス

購入型の２６事業で契約に沿った適正な

サービスが提供されていないケースが

（債務不履行）２,３６７件もあり、会計

検査院が試算したところ、７事業ではＰ

ＦＩ方式よりも従来方式の方が優位にな

ったと報じていた。 

 急いで会計検査院のＨＰで調べると

（「国会及び内閣に対する報告（随時報

告 、 令 和 ３ 年 ５ 月 １ ４ 日 、

https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/res

ult/3/r030514.html）、概要、要点や全

文が掲載されていた。そこでは、これま

で本書で紹介してきたイギリスのＰＦＩ

事業の問題点について指摘とまったく同

じことが指摘されている。すなわち、①

ＰＦＩ事業の選定時期の金利情勢が割引

率に十分に反映されておらず、高めに設

定されていた結果として、ＶＦＭが大き

く算定され、ＰＦＩ事業方式の優位性が

[不当に]高く評価されていた可能性があ

り、事業者選定時のＶＦＭの算定過程を

確認できた４７事業について会計検査院

が試算すると、７事業でＰＦＩ方式の方

が従来方式よりもコスト高であった。②

ＰＳＣとＰＦＩ事業のライフサイクルコ

ストについて、競争効果の反映の有無の
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点で算定条件が不一致（従来方式の競争

効果を不当に低く評価）、③サービス購

入型のＰＦＩ事業で同種の契約違反（債

務不履行）が繰り返し発生（５７事業の

うち２６事業＝４５．６％、年間発生件

数１０件以上が７事業、累計２ ,２６４件、

法務省がイギリスを模倣して鳴り物入り

で導入した刑務所の民間化＝島根あさひ

社会復帰センターなどに契約違反が特に

多い）、④ＳＰＣ等（特定目的会社）の

財務状況の悪化が１件、⑤平成３０年度

に事業期間終了したサービス購入型の２

９事業について、当該事業を従来方式で

なくＰＦＩ方式で実施することが実際に

有利であったかなどの事後検証が行われ

たものがない、と指摘している。 

 そして、会計検査院の報告は、①Ｖ

ＦＭ評価に当たり、ＰＦＩ事業の選定時

期等における金利情勢を十分に考慮する

などして割引率を設定するとともに、Ｐ

ＳＣ(Public Sector Comparator)に競争

の効果を反映させるなどして、より実情

に沿った算定を行った上でＰＦＩ事業の

実施について判断すること、②内閣府は

ＶＦＭガイドラインの改訂等を検討する

こと、②各府省等は債務不履行の再発防

止に向けた改善すること、③ＰＦＩ事業

の事業期間終了に伴う評価を客観的に行

うよう検討すること、などを求めており、

画期的である。 

この会計検査委員報告の詳細な検討は、

機会を改めて行いたい。 

               

 

 

黄野瀬明子（滋賀県議会議員）  

はじめに 

 大戸川ダム「凍結」から「建設着手」

へと修正を盛込んだ、淀川水系河川整備

計画（変更原案）に対して、「ダムで本

当に命を守れるのか」という住民の不安

の声があがっています。3 月 27 日に行わ

れた公聴会・滋賀会場では、1080 億円3の

総工事費に対して治水効果が極めて限定

的な大戸川ダム建設への疑念、ダムの緊

急放流の危険、ダムによる環境破壊問題、

既存ダム活用という代替案の検証、遊水

地などコンクリートダムではない流域治

水施策の推進など、「建設着手」への異

論が多数だされました。しかし、国交省

                                                
3 一昨年度末時点の見込み値で2020年度末まで

に約760億円が実施されているので、残事業費が

約320億円となりますが、ダム本体工事の費用は

明らかにされていない。 

近畿地方整備局は、公聴会やパブコメの

住民の声にまともな回答をしないまま 4

月 28 日、淀川水系河川整備計画変更案

(以下、変更案という。)を公表しました。

そして、「計画」決定するための法定手

続きである、淀川水系 6 府県の知事意見

の聴取を開始し、それを受けた関係 6 府

県は市町の意見照会を開始しました。今

後、「市町長意見」、「知事意見」で、

変更案に対して異論がなければ計画策定

となる運びです。関係 6 府県のなかで滋

賀県議会だけ、「知事意見」が議決事項

となっていることから、議会論戦が可能

です。早ければ、6 月議会（6 月 24 日か

ら 7 月 19 日）に議案提案される見通し

です。住民の不安や疑念を置き去りにし

た大戸川ダム計画は撤回させ、ダムに代
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わる流域治水政策を再検討させるために

も、運動を強めるときです。 

 こうした中、龍谷大学の里山研究セン

ターの中川晃成講師が、「大戸川ダムの

治水効果は大阪・京都では全くない。ダ

ム無しの場合の、大阪府・京都府の被害

シミュレーションは詐欺的だ」と指摘し

た研究成果を公開発表しました。中川氏

から、公聴会で「ダム建設反対」発言し

た黄野瀬県議に、「こんな計画がまかり

通ることを科学者としては許せない」と

連携を求める連絡がありました。急遽、

開催した中川晃成講師の勉強会の内容を

報告します。 

 

重要な問題が指摘された勉強会 

1）大阪・京都の治水に大戸川ダムは役に

立たない 

大阪のシミュレーションの被害総額約

9 兆円というのは実際にはありえない被

害である。シミュレーションは、河川整

備の現況を前提として、枚方の基準地点

で最も大きな流量が発生する計画規模洪

水が発生した場合に、枚方基準地点から

約 10 ㎞下流（淀川の河口から 13 ㎞から

17 ㎞の区間）の河川公園があるために川

幅が狭くなる地点（右岸：東淀川区、左

岸：旭区）で計画高水位を超過し越水破

堤が起こるとしている。しかし、実際に

は越水破堤は起こりえない。その区間の

堤防は計画高水位よりも 3～4ｍ高いた

め、計画高水位より 15 センチ程度超過し

たところで越水は起こらず破堤もあり得

ない。大阪府の「9 兆円の被害」は詐欺

的である。 

京都府内の氾濫の危険は、三川合流部

にある。三川合流部は流量が  木津川  > 

桂川 > 宇治川 で、宇治川の標高が一番

低いため背水が必然的に起こる地形とな

っている。京都府のシミュレーションは、

「平成 25 年洪水」が発生した場合、桂川

の羽束師地域の約 11 ㎞区間で計画高水

位をおよそ 5ｍ超過し、破堤・氾濫した

場合に約 3 兆円の被害があるとしている。

しかし、大戸川ダムの効果はおよそ 20

㎝程度しかなく役に立たない。一方、す

でに河川整備計画に位置づけられている

水無瀬地区掘削を実施すれば、計画高水

位を下回るとされている。大戸川ダムよ

りもはるかに効果的な対策がすでに計画

されているのであり、速やかな実行こそ

求められる。そもそも、三川合流地域に

はかつて遊水地機能のある巨椋池があっ

たが、淀川改修工事の変遷の中で排除さ

れてきた。そのため、大洪水時の水の逃

げ場がなくなっている。遊水地 (巨椋池 ,

亀岡盆地)排除は、桂川最下流部の治水安

全度低下をもたらしている。かつての巨

椋池エリアである田畑を遊水地に復活さ

せ、国道を二線堤とし、洪水の際には水

に浸かった田畑への補償をする仕組をつ

くることが有効である。 

 

2）田上・信楽地域・琵琶湖の治水のあり

方 

大戸川ダムは、滋賀県内の治水には効

果が薄く、経済的合理性もない。田上地

区は支川が多く、氾濫の主な原因は内水

氾濫であり、大戸川ダムの効果は少ない。

田上盆地における有効な治水は、霞堤に

よる対策である。歴史的にも石居地域は

霞堤に理想的な地形となっている。これ

をそのまま自然の遊水地として、洪水時

には水に浸かった田畑への補償をする仕

組みは無理がなく有効である。 

 また、大戸川ダムサイト計画地の上流

となる信楽地区は、ダムの治水効果がな

いどころか、むしろダム満水時(=洪水時)

に疏通悪化の可能性がある。信楽町黄瀬

地域あたりは、大戸川ダムが満水になっ

た際に、大戸川の水位が高くなる地域で

ある。しかし、県の河川整備計画にこの

付近の河川水位予測についての記載がな

く、シミュレーションさせる必要がある。



しがの住民と自治 第 358 号 2021 年 5 月 15 日 

 

18 

 

ダム治水を断念したうえで、シミュレー

ションによる氾濫が予測される危険な地

域には居住しない。少なくとも、住宅建

設はせず、浸水が予測される土地には商

業施設などとして、浸水被害には補償を

するなどの施策が有効である。 

 大戸川ダム建設の根拠に、琵琶湖水位

の低下、南郷洗堰の全閉時間の短縮が持

ち出されるが、その効果は極めて薄い。   

大戸川ダムによる琵琶湖水位の減少効

果はどう頑張っても 3cm であるし、また

南郷洗堰の全閉時間の短縮などというが、

洗堰全開(800m^3/s)にしたところで、湖

水位低下は 10cm/日 でしかない。琵琶湖

には、460 本を越える河川が流入するの

に対し、流出する河川は瀬田川の一つし

かない。降雨があれば琵琶湖の水位は上

昇するのは当たり前であり、問題でもな

い。流域平均雨量 300m なら、湖水位上

昇は約 1m (平均雨量の 3 倍が目安)時に、

1 日で 1,2m 上昇することもあることを

前提に、湖岸域の治水対策 (建築規制)を

行うことの方が本筋である。 

 

今後の取り組み 

以上が中川氏の勉強会の要旨です。 

役に立たず無駄な大戸川ダム建設を断

念に追い込むために、改めて論点を整理

し、以下のような当面の取り組みに生か

していきたいと考えています。 

1）近畿地方整備局に対して、公聴会とパ

ブコメの住民の質問へのまともな回答を

求める。 

2）環境アセス法に基づく環境影響調査を

行わせ、その結果が出るまで、工事着手

はゆるさない。 

3)県議会において大戸川ダムの問題点を

明らかにする。 

滋賀県地方議員団は、田上地域の「大

戸川ダム問題を考える会」、大阪府・京

都府の議員団と連携し、各府県議会での

論戦や近畿地方整備局との交渉などで奮

闘します。 

 

 

 

 

第 63回自治体学校の開催内容の変更について 

第 63 回自治体学校は、『住民と自治』6 月号にご案内を掲載してのち、実行委員会を開催して、

コロナウイルスの感染状況を考慮し全体会を含めてZoom開催に切り替えました。さらに、分科会・

講座の開催日時につきましても、『住民と自治』6月号掲載の内容から変更されているのでご注意く

ださい。 

 

「案内リーフレット」の内容で開催されます。 

全体会「コロナから何を学ぶか」内山 節（哲学者）「コロナ禍2年目地方自治をめぐる情勢と対

抗軸」岡田知弘（自治体問題研究所理事長・京都橘大学教授）･･･DVD収納 

分科会:Ｚｏｏｍ開催／2021年7月17日(土)・18日(日)・24日(土)・25日(日)・31日(土) 


