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山口 剛(滋賀自治体問題研究所常任理事) 

はじめに 

滋賀県中小企業家同友会との懇談は、滋賀自

治体問題研究所の活動展開にとって大事な課題

として、理事会等で実施に向けて議論されてき

た。担当は山口がなって久しい。4 月の初めに

同友会廣瀬専務理事に連絡を取り、懇談依頼文

書を事務局へ持参。役員会で諮ったうえで、定

例役員会の前に懇談の場を設定していただいた。

懇談ではコロナ禍での県内の中小企業の置かれ

ている状況や県に求める事などについてお話し

を聞いた。以下報告する。 

懇談日時 ５月２８日（金）午後２時～３時  

場所 草津市西大路町 トラットリアデラメ

ーラ（イタリアンレストラン）併設会議

室 

出席者  滋賀県中小企業家同友会  

代表理事 永井茂一氏、水野透氏 

  副代表理事 坪田明氏、七黒光太郎氏 

専務理事 廣瀬元行氏、 

事務局員 奥村祐三氏 

  会員 佐野さん（レストラン経営者）の７

人 

 滋賀自治体問題研究所から 高橋理事長、 

６月号の内容  
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杉本副理事長、瓜生事務局長、八木常任理

事、服部常任理事、滋賀銀行従業員組合 中

島さん、山口の７人 

 

１．滋賀県中小企業家同友会とは 

同会ホームページによると、1957（昭和32）

年、⽇本中⼩企業家同友会（現在の東京中⼩企

業家同友会）が設⽴されて以来、今日では全都

道府県に約 46,000 名の会員を擁し、中⼩企業

家同友会全国協議会を構成している。滋賀県中

⼩企業家同友会は 1979 年 1 ⽉17 ⽇に 57 ⼈

で設⽴され、2019 年に創⽴40 周年を迎えた。

会員数は606名（2020年4月1日現在） 

所在地   草津市野路８丁目 13-1 ＫＥ

草津ビル１階 

 

２．組織  

 組織は下図のとおり。 

 

３．理念 

（1）三つの目的 

 ①よい会社をつくろう ②よい経営者になろ

う ③よい経営環境をつくろうという3つの目

的を設定し、共に学び、励まし合う 中小企業

の仲間を増やして元気な滋賀を創ることがめざ

されている。 

 

４．主な活動 

①経営指針の確立とその実践をはかる活動 

②共同求人活動、合同入社式・新入社員研修、

中堅社員研修などの教育研修 

③各支部での経営実践報告例会や企業訪問例会

などの活動 

④各専門委員会での経営に役立つ学び合い活動 

⑤青年部での次代を担うリーダー育成活動 

⑥経営研究集会、新春例会、県総会など会全体

で行う活動 

⑦中小企業の経営環境を改善するための研

究・提言 

⑧中小企業振興基本条例制定のための研究と

運動 

⑨広報誌「DOYU Shiga」の発行、全国機関紙

「中小企業家しんぶん」の送付 

 

５．主な懇談内容 

  先ず、４人の理事と１人の会員さんから経

営されている会社の実情をお話しいただいた。 

 

  ＜経営状況の説明＞ 

永井代表理事（不動産と建築関係） 

昨年から飲食業を中心に売上が減少して家賃

が払えず、廃業を余儀なくされるテナントが増

えている。コロナの影響を直接受けない業種で

は、雇用調整金などの資金が業界に入り、ミニ

バブルのような事が起きている。ウッドショッ

クという状態で木材の価格が７割８割上がり、

建築業者に木材が入らない状態も起きている。 

坪田副代表理事（スプリング製造） 

売上が若干落ちたが、少し戻ってきた。部品

の不足状態が続いている。 

七黒副代表理事（足場工事） 

コロナの影響は半年から１年遅れてきて、昨

年度は大きな影響を受けた。今年になっても売

上は20％減っている。アパレル事業もやってい

る。業界で店舗を構えた業者は大きな打撃を受

けている。自分のところは、ネット販売でまだ

ましだ。 
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水野代表理事（建設機械関係塗装等） 

 １年前と比較して売上が49.5％減で３００

人余りの従業員のうち、1日あたり百人の従業

員を休ませた。今年になって苦境は解消しつつ

あるが、人手不足が建設関係では深刻化してい

る。コロナ不況で就職難と言われているが、飲

食業界の方は我々の業界には来ない。 

浅野さん（会場の飲食店経営） 

 コロナ禍で最も影響を受けたのは、私どもの

ような飲食店だ。私のところはイタリアンレス

トランで、大規模な宴会、歓送迎会、結婚披露

宴などを中心に運営してきた。昨年の２月後半

から影響が出始め、３月～８月までは１昨年の

売上が90％減、９月～１０月は少しましになっ

たと思ったが、またそれ以降厳しくなった。こ

のままでいくと、年内に立ち行き出来なくなる

ので、事業再構築補助金を申請して、店舗改装

もして対応したいと計画中である。大規模宴会

中心からイートインや惣菜なども提供出来るよ

う多角的経営を目指していきたい。 

  

 ＜質疑＞ 

Ｑ 毎年県に対して政策提言を行っておられ

ますが、主な内容を教えていただけますか。又、

平成 24 年に中小企業振興条例が制定され、７

～８年経過しましたが、その評価はどうです

か？ 

Ａ 永井代表理事 県内には中小企業が約１

万４千社ぐらいあると聞いている。その内、障

害者の法定雇用率は４５人以上で１人以上と

なっている。県に対して中小企業の障害者雇用

の実態調査をお願いしているが行われていな

い。全国では沖縄県だけが調査をしている。障

害を持っておられる方の働く場を確保するた

めにも調査すべきだ。私の事業所は３０人規模

で３人の障害福祉手帳を保持している方を雇

用している。それ以外にも刑務所を出所した人

など、就職に困難な方を雇用するようにしてい

る。 

 又、県内には沢山の大学があるが、県内に就

職する方はわずかで多くの方が県外の大企業

に行かれる。県内に就職する方への奨学金制度

導入を提言している。  

Ｑ これらの質問に対する、県からの回答状況

はどうですか？ 

Ａ ２３年前からこのような提言を県に対し

て行っているが、当初は書面で回答はなかった。

県の自民党県議団に対しても同じような要望を

出していたところ、自民党から文書で回答があ

り、その事を県に対して言ったところそれから

は文書で回答が為されるようになった。ただ、

出された回答に対して質問しても返ってこない

ので、深掘りが出来ない。県担当者は商工会な

どと協議して政策決定していると言っている。 

政策提言をして実現した事の最大のものは、

中小企業振興基本条例の制定である。その中に

は、毎年知事が振興結果について県民に報告す

る義務が記載されているが、なかなか進んでい

ない。 

Ｑ 県には高等専門学校が１校もないので、設

立案が出ていますがどう考えられますか？ 

Ａ 高卒で卒業される方が少なくなった。仮に

高専を県内に創っても大手に全部とられ、県内

企業に就職してもらえないのでは。 

滋賀銀 中島さん 先日同友会中央の平田事

務局長と話す機会があり、政府が進めている銀

行再編の話が出た。私どもは伴走型の金融機関

を目指しており、個人的には地域経済にマイナ

スになるような合併はしたくないと考えてい

る。 

Ｑ 労働組合として地域最賃時間当たり 1,500

円を目指しています。これについてどうお考え

ですか？ 

Ａ 製造業では、海外からの実習生は別として

このような金額では誰も来ない。ただ業種によ

って異なり飲食などのパートさんであれば別だ

が。実習生については問題だ。日本は仲介業者

である管理組合が間に入っており、雇用元はそ

れなりの単価を支払うのだが、その額が実習生

に払われていない。韓国はそのような仲介業者



しがの住民と自治 第 359 号 2021 年 6 月 15 日 

 

4 

 

がいないので、企業が払った金額がそのまま実

習生に払われている。 

   

 最後に今後もこのような機会を持っていた

だく事や継続的な情報交換をお願いして懇談

の場を閉じた。 

 

 

杉本 高（滋賀自治体問題研究所副理事長、 

滋賀自治労連、滋賀県職員組合執行委員長）   

 

2021 年 6 月 4 日に、定年引き上げに関

わる地方公務員法改正が参議院で可決、

成立しました。同日付けで国家公務員法

等の改正も成立し、国家公務員では 2023

年度から定年年齢が引き上げられます。

（詳しくは次ページ図参照）自治体でも

国家公務員に準じて制度設計を進めるよ

う総務省は求めています。 

民間では、高年齢者雇用安定法の改正

により、定年引上げや定年制の廃止等に

よる 65 歳までの雇用義務に加え、70 歳

まで雇用確保が努力義務とされました。

段階的に引き上げられている年金支給開

始までの雇用と年金の接続を図ることな

どが背景にあります。 

右上の表は国家公務員の定年引き上げ

の概要です 

地方公務員は役職定年制と定年前短時

間再任用制度は地方公務員法に規定しま

したが、その詳細と他の制度は各自治体

の条例で定めることになっています。国

どおりに定年年齢の引き上げが実施され

た場合、生年月日と定年年齢の関係は、

次ページの図のとおりとなります。 

図で見てもわかるとおり、国のとおり

２年に１歳ずつ定年が引き上げられると、

１年おきに定年退職者が出ない年が生じ

ます。これが全国の自治体一斉に起きる 

わけですから、その年は非常な就職難が

おき、自治体では年齢構成のひずみが生 

じます。また技術・経験の安定的な継承

のためにも、計画的でコンスタントな新

規採用が必要です。自治体当局に条例改

正も含めた弾力的な職員定数の運用を求

めます。 

また、法施行日は 2023 年 4 月 1 日と

なっていますが、改正附則第 23 項の規定

により、任命権者は当分の間、職員に対

して 60 歳に達する日の前年度中に、60

歳以降に適用される任用及び給与に関す

る措置の内容その他の必要な情報を提供

し、勤務の意思を確認するよう努めるこ

とが求められています。 

このため、1963 年 4 月 2 日から 1964

年 4 月 1 日に生まれた職員に対しては

2022 年度中に情報提供および意思確認

 2023 年４月から、２年ごとに１歳ずつ定

年を引上げ、2031年度から65歳定年へ 

 管理職手当の対象職員は、60 歳に達した

翌年度までに管理職以外へ降任する「役職

定年制」を導入 

 60 歳に達した次の４月から、仕事はその

ままでも、給料は７割に減額 

 60 歳に達した以後の退職手当は定年扱い

に。これまでより不利にならないよう、計

算の特例あり。 

 60 歳以降、一旦退職して定年まで短時間

勤務で働く「定年前再任用短時間勤務制

度」を導入 
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が必要となるため、今年度の夏季要求時

期に要求書を提出し、労使交渉の時間を

しっかり確保して制度の詳細を今年度内

に詰めるよう運動を提起しています。ち

なみに、県職員組合では 6 月 3 日付で以

下の要求書を提出しています。 

 

 

定年引き上げに関する要求書 

（前略）滋賀県職員組合として、高齢期

の職員の活躍を確保し、希望するすべて

の職員が年金支給開始年齢まで働き続け

られるとともに、若年層をはじめとする

全ての世代の職員が英知と情熱をもって

職務に従事できる職場づくりをめざして、

以下の事項を要求します。 

記 

１．使用者として希望するすべての職員

に定年まで働き続ける権利を保障す

ること。また、再任用制度による場合

でも、希望者全員を任用すること。 

２．60 歳を超える職員の賃金は、従事

する職務の内容・職責、及び蓄積され

た知識、能力、経験にふさわしいもの

とし、生活が維持できる水準とするこ

と。60 歳前後の賃金水準を引き下げな

いこと。 

３．定年年齢を引き上げる期間に必要な

新規採用を継続するためおよび職員

の希望に基づく暫定再任用職員のた

めの定員の確保のため、必要な定員を

確保すること。また、60 歳以降の職員

については定数に含めないこと。 

４．職員のワーク・ライフ・バランスの

確保など、働き方改革の一層の推進に

向け努力すること。また、大規模災害

や新型コロナウイルス感染症対策に

より明らかとなった課題を踏まえ、超

過勤務の縮減に資するため、将来にわ

たって必要となる職員定員を確保す

ること。 

５．再任用でない短時間勤務制度を創設

すること。また再任用でない短時間勤

務からフルタイムへの移行など働き

方の自己選択を保障すること。 

６．60 歳以降の多様な働き方を保障す
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るために、経験や熟練、専門性をいか

した新たな職務や必要な人員を確保

すること。また、65 歳まで働き続ける

ことが困難な職種の存在を踏まえた

制度を確立すること。 

７．年齢のみを理由とする役職定年制に

ついて、対象範囲について恣意的な運

用とならないようにすること。役職定

年により降任等をされた職員につい

て、当該職員が定年まで安心して職務

に従事できる職場環境等を整えるこ

と。 

８．定年前再任用短時間勤務の選択は、

あくまで職員の希望によるという原

則を確認し、恣意的・一方的な適用と

ならないようにすること。円滑な組織

運営等を図るため定年前再任用短時

間勤務に相応しい職務の創設等を行

うこと。 

９．早期退職者含む定年年齢前退職者に

ついては、希望者全員を再任用すると

ともに、賃金を大幅に引き上げること。

60 歳前職員との均等待遇を前提に一

時金支給月数や生活関連手当を同様

に支給すること。なお、再任用職員に

ついては定数外とすること。 

10．60 歳以降で退職した場合は、在職

時の「最高号給」を算定基礎として退

職手当を支給すること。支給水準につ

いて不利益変更は行わず維持改善す

ること。 

11. 職員の加齢による諸事情への対応

や地域貢献等を図るための高齢者部

分休業について、早急かつ確実に関係

条例・規則等を整備すること。 

12．キャリアリターン制度（育児や介

護を理由に退職した一定の要件を満

たす元職員を選考採用する制度、全国

のいくつかの県で実施されていま

す：滋賀県職員組合注）について、定

年延長した場合、定年前 1 年までの採

用が可能なように改正すること。 

13．定年年齢の引上げの具体化に伴い

生じる諸課題について、職員等の意向

を適切に把握し、引き続き労働組合と

協議を行うこと。 

以 .上  

 

 

民間企業での定年年齢引き上げが進ん

でいない中で、公務が先行して定年年齢

を引き上げることになり、社会全体に及

ぼす影響は計り知れません。特に、民間

企業には同一労働同一賃金を推進しなが

ら、公務員は 60 歳を過ぎれば 7 割水準

の賃金で働かせてもいいという、ダブル

スタンダードがまかり通ることになりま

す。民間を引き下げるのではなく、公務

員賃金引き上げにより国際社会ではあた

り前の制度とすることを求めていかなけ

ればなりません。 

私たち滋賀自治労連・滋賀県職員組合

は、地方公務員の定年年齢引き上げを高

齢層自治体職員の問題として限定するの

ではなく、この国全体の働き方や若者を

含めた雇用と年金、社会保障のあり方の

問題として受け止め、職場での議論や民

間労働者との対話など幅広い運動を繰り

広げます。皆さんのご協力、ご支援をお

願いします。 

2021年度 

滋賀自治体問題研究所定期総会 
 日時 2021年9月23日（木・祝） 

    13:30～16:45 

 場所 滋賀県教育会館2階大会議室 

 記念講演 13:30～15:00 

 「新型コロナで考える地域医療と公立・公

的病院のゆくえ」 

講師 太田正氏（作新大学名誉教授） 

 ※ズーム併用予定 
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福井 節子（高島市議会議員） 

高島市は、新たなまちづくりに「地域

住民自治協議会」を本年１０月に発足す

るとしています。『人口減少で集落機能

の低下が懸念される中、将来にわたって

地域コミュニティが健全に発展し、持続

可能な地域づくりが進められるよう、「地

域自治組織のあり方検討委員会」を設置

し、今後の推進の方向性を指針にまとめ

たのです。 

中学校区毎（各旧町村毎）に、「区長

連絡会」と「住民自治協議会」を設置し、

各地域区長連絡会を令和２年１０月に設

置、「住民自治協議会」は、令和２年１

０月に設立準備会を設置、令和３年１０

月には各地域に住民自治協議会等を設置

するとしています。市民の方からは「市

民が何も知らないうちに、進められてい

る。何がどうなるのか。このままでいい

のか」という声がだされています。 

 

高島市は中学校区単位の住民自治 

「住民自治の新たな仕組みの必要性」

を謳い、『人口減少の中、従来の仕組み

が限界を迎えている。人材不足などによ

り区や自治会だけでは対応出来ない地域

の課題を、広いエリアを対象に活動する

広域コミュニティを形成し、活動の担い

手を確保する。そして、市全体の「高島

市住民自治協議会連絡会議」を設置する』

と説明してします。しかし、こうした大

きな組織を作って、持続可能な地域づく

りが進むのか。資料を読み込んでも『絵

に描いた餅』で、具体的なイメージが湧

かず、何がどう変わっていくのか理解に

苦しみます。 

さらに、将来的に行政の公共サービス

を受託し、自ら収益を得て住民に身近な

地域内経済を循環させる組織へ発展する

ことを想定･･･ともあり、支所の役割を住

民自治に丸投げするのではないかと、心

配にもなりました。 

 

先進地の雲南市でも、解決策は難しい 

市が先進地とする島根県の雲南市での

取組は 10 年が経過していますが、人口減

少は止まらず少子高齢化も進み、①参画

する人が少なくなる、②後継者・地域リ

ーダーがいなくなる、③地域の運営・維

持が出来なくなる、など、結局、問題は

解決されていません。 

「持続可能な地域づくり」に強力なリ

ーダーを中心に取組んだとしても、世代

交代してうまく若い人に引き継いで行け

るのか、また、若い人達が自ら新たな組

織を立ち上げて･･･と新陳代謝が図れる

といいのですが、なかなか難しいのでは

ないでしょうか。 

行政指導で進めるのではなく、まずは、

住民との話し合い・合意の下で進めてい

く事が必要であり、住民の中から「こん

な事がしたい」と声が上がるように十分

な市民への説明を求めたいと思います。 

 

 訂正 前号「滋賀・京都・大阪に役に

立たず無駄な大戸川ダム・・・」p.17

右 1 行目の 5m は 2～3ｍ（堤防天端よ

り 65cm）程度に訂正します。 

※訂正後のしがの住民と自治 5 月号は

以下からダウンロードできます。 

https://drive.google.com/drive/folders

/14Zb-Ey4cfpB7IEq5H2o7bdmwagIP

fJQ2?usp=sharing 
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6 月 10 日、福井の原発 7 基の運転差し

止めを求めた本訴（2013 年 12 月 24 日

提訴）第 29 回口頭弁論が大津地裁で行わ

れました。今回もコロナ対策で入廷制限

が行われ一般傍聴席 12 席に対して抽選

が行われました。 

 

【提出書面と法廷での陳述】 

原告側は、高浜、美浜原発の敷地安定

性問題について準備書面(78)を提出して

法廷で井戸弁護団長が口頭説明を行いま

した。 

一方関電側は、準備書面(58)、(59)を提

出しました。(58)は、原告準備書面 (72)

で被告が行った津波シミュレーションは

安全性を保証したものではないという主

張への反論、(59)は、火山噴火について

の規制委員会の審査を踏まえて原告主張

へ反論したものです。 

次回の期日は 9 月 17 日(金)14 時 30 分

から口頭弁論とされました。 

 

【進行協議について】 

裁判が始まる前、原告の代表も参加し

て進行協議が行われ、争点整理や今後の

期日、審理スケジュールなどについて確

認、議論されました。 

まず、争点整理については、原告、被

告それぞれで行ってきた争点整理は前回

までに双方の作業が完了していますが、

それをふまえて裁判所としての考え方が

次のように示されました。 

それぞれの考え方に基づいて論点整理

が行われているので、全体にわたって双

方の主張をかみ合わせるのは、極めて困

難であり、主要争点ごとに双方の主張の

調整を行いたいとして各争点の主張予定

ついて確認されました。 

① 地震・地盤問題 

原告側は赤松先生の意見書に基づく主

張はとりあえず完了したが、被告専門家

意見書への反論を次回に行うとしました。 

被告は、原告準備書面(76)大飯原発の

地盤問題について次回に、今回の原告準

備書面(78)に対して次々回に反論を準備

する、大阪地裁判決の地震動のバラツキ

問題については、6 月 8 日（火）に大阪

高裁で控訴審が行われたが、国の主張は

完了しておらず、国の主張が終わってか

ら反論を準備したいと考えているので

次々回(12 月)までの反論提出は約束でき

ないと述べました。 

② 火山噴火問題 

火山灰の層厚変更に関する設置変更許

可申請が規制委員会で認められたが、基

本設計等の変更は不要というものであり、

原告側として必要な反論を次回に行いた

いとしました。 

③ 避難計画について 

裁判長から水戸地裁判決を踏まえて避

難計画についての主張の確認があり、原

告側は、現在、県内各自治体の避難計画

に関する調査を実施しており、それをと

りまとめて次々回(12 月)に主張したいと

しました。一方関電側は、原告の主張を

みて反論したいとしました。 

最後に今後の日程が確認され、9 月 17

日の次の裁判期日として、12月 9日（木）

の一日、3 月 10 日(木)の一日が日程に入

れられました。 

原告側は主要争点論点整理とは関係無

い避難者の証人尋問を 12 月の日程にい

れたらどうかと提案しましたが関電側は

これに反対し、一致をみていません。 

弁論終了後、記者会見、報告集会が行

われました。この中で、現裁判長のもと

で判決を勝ち取るというこれまでの目標

がスケジュール的に厳しくなったという

見通しが示されました。（Ur） 
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 今年 3 月、水戸地方裁判所は、原発事故時の周辺自治体における避難計画の不備を最大の

理由として東海第 2 原発の運転差し止めの判決を出しました。これを受けて福井原発訴訟(滋

賀)弁護団と支える会は、県および県下の 19 市町の避難計画を中心とする地域防災計画に関

する調査を行うことなり、滋賀自治体問題研究所もこの調査に参加することとしています。

現在までに県、長浜市、米原市についてヒアリング調査を終え、今後、高島市へのヒアリン

グを実施し、残りの市町についてはアンケート調査を行うこととしていますが、現時点の調

査結果の特徴的な点について報告します。（Ur） 

                                 

県および長浜市の計画の全般的評価 

 県は国の各種指針などに基づいて、滋賀県

地域防災計画（原子力災害対策編最新改定

2018 年 3 月）、滋賀県緊急時モニタリング計

画 、原子力災害に係る滋賀県広域避難計画、

滋賀県原子力災害医療マニュアルなどを定

め、美浜原発、大飯原発から概ね 30km 圏内

の UPZ が含まれる長浜市、高島市などとと

もに避難訓練や原子力災害に係る避難時間

推計に関するシミュレーションなどを行っ

ています。地域防災計画原子力災害対策編は

2001 年 3 月に策定されていますが、広域避

難計画の策定は 2014 年 3 月であり、2011

年の福島原発事故が発生した当時から比べ

ると外見上は原発事故に対する備えが整え

られてきたように見えます。アンケートに対

しても、原発事故が発生しても現計画で対応

できるというのが県と長浜市の基本的立場

です。しかし、計画を詳細に検討すると、一

定の前提条件のもとでしか成立し得ない机

上の計画でしかないと言えます。 

 

前提条件の問題 

 前提条件の一番大きな問題は、原発事故の

際に放出される放射性物質の量です。現在県

が想定している放出量は、福島原発事故で放

出された量をベースにして緊急時のモニタ

リングや避難に関する計画がつくられてい

ますが、放射性物質の排出量がこの程度にと

どまる保証は全くありません。緊急時のモニ

タリングなどを行う職員の被ばく限度は

100mSv と設定されていますが、事故の規模

や気象条件などによってこの限度を超える

恐れがありますがそのようなことは想定さ

れていません。原発事故が発生した場合、現

在はまず屋内退避という方法で避難し、必要

に応じて広域避難を実施するとされていま

すが、それは緊急の広域避難が移動手段の確

保をはじめとして難しいということが明ら

かになり、次善の策として屋内退避という手

段をとろうとされているのです。原発のごく

近くの PAZ と同じように緊急に避難が必要

となった場合、対応は難しいのではないでし

ょうか。避難訓練などは UPZ 圏内の長浜市

と高島市だけ対象にして計画区域内人口の

ほんの一部の住民の参加により実施されて

いるだけであり、計画対象となっている住民

をすべて避難させることができるという確

証は得られていません。そういう意味で避難

計画の実効性の検証は行われていないので

す。ましてや、UPZ 圏外に避難の必要性が

生じるような事態に対してはとても対応で

きないでしょう。 

 第二の問題は移動手段についてです。交通

混雑をさけるためにバスが移動手段として

選択されているのですが、たとえば、美浜原

発で事故が生じて UPZ 圏内人口を移動させ
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るためには 402 台のバスが必要とされてい

ますが、県内には 442 台しかありません。

関西圏にある 16,346 台がバックアップとし

て想定されているのですが、確保できるとい

う保証はありません。また、原発事故の規模

が想定以上の場合や地震などの複合災害が

発生したときなどを考えると移動手段を確

保することは一層厳しくなりうでしょう。 

 第三は複合災害への対応の問題です。県が

想定している複合災害については、地震や大

雪などを原因とする「交通途絶」のみですが、

複合災害が発生しても現計画で対応できる

と回答しています。しかし、地震や大雪、風

水害などの災害はそれ自体への対応が大変

な課題であり、そこに原子力災害への対応の

必要が発生した場合一層困難な状況となる

のは明らかであり、県の想定は「対応可能」

な範囲の想定でしかないと言えます。 

 

その他主な調査課題 

 その他、以下のような課題について調査を

実施します。 

① 広域避難について 

UPZ 圏内の約 50000 人についての広域的

な避難場所をはじめとする避難計画は策定

されていますが、避難が必要になった場合は

たして円滑な避難が可能かどうか。 

また、UPZ 圏外市町で避難が必要になっ

た場合避難が可能かどうか。 

② 複合災害について 

地震や風水害、大雪時にはたして避難が可

能かどうか？ 

③ 屋内退避について 

 屋内退避について県は国に対して、大規模

地震との複合災害時は、多くの住民が屋内退

避を懸念すること、妊婦や乳幼児など放射線

感受性が高い者などの先行退避の仕組みの

具体化、屋内退避を避難に切り替えるタイミ

ングの明確化、放射性物質の排出状況やプル

ーム通過に関する予測に基づく適切なタイ

ミングでの屋内退避の指示の明確化など 7

項目を国に解決すべき課題として提示して

いるが具体的には何も検討が進んでいない

ことが明らかにされました。 

 こうした状況であるにもかかわらず、

（OIL2 の場合は）県は、国の指示を前提に

して屋内退避をすすめる考えです。 

 また、放射線の遮蔽効果比較的大きいコン

クリート構造物が少ないなどの問題もあり

ます。 

 

④ 安定ヨウ素剤の配備と服用について 

 安定ヨウ素剤については、①服用にあたっ

て医師の問診が必要かどうか、②事前配布に

ついて、③UPZ 外市町にける配備と服用に

ついて、④服用の判断を首長が行うかどうか

などが運動団体から課題とされていますが、

県下の市町の対応状況には差が見られます。 

 

原子力災害に対する考え方が明確な米原

市 

 米原市は UPZ 圏外であり、具体的避難計

画は定められていません。原子力災害の問題

は行政だけで取組むのではなく、市民の参加

と協力により考えるべきであるとして「米原

の原子力防災を考える市民委員会」を平成

30 年度に設置。今年 3 月に安定ヨウ素剤の

配備についての提言を作成して市町に提出

しており、市はその提言に基づき今年度末ま

でに安定ヨウ素剤の事前配布を行うことに

なっています。 

 また、市民員会では今年度からは避難計画

について検討を行っていく予定です。ただし、

実効性のある避難計画を策定することは現

実的に極めて困難であるので、市民の命や健

康、財産を守るため、一番の安心安全な対策

は、原子力発電所を再稼働させないことであ

るという認識が示されました。 

 

調査結果のとりまとめ 

 調査結果についてはできるだけ早くとり

まとめる予定ですが、京都自治体問題研究所

が原発立地県および隣接道府県に対して全

国調査を実施する予定であり、その調査結果

とも調整を図りながら最終報告書を作成す

る予定です。 
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