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－真っ黒な開示文書に不服審査請求。しかし一年間以上も「未開催・未処

理」という放置－県民の知る権利へ、迅速な対応へ審査体制拡充を－ 

                                      森脇 徹（高島市議会議員） 

１ 経過 

高島市に民間事業者によって産業廃棄物処

理施設1の設置が計画されているとの情報を

得て、私は２０２１年２月に滋賀県に情報公

開請求を行いました。その理由は、産業廃棄

物処理施設は地域住民の生活と環境に大きな

影響を及ぼすために、その内容を早く知り、

その是非について住民とともに考え行動して

いく必要があるからです。それゆえ、民間事

業者の計画内容・状況と高島市及び県の対応

を知るために、２０１９年１月４日～２１年

２月１２日の期間に高島市と滋賀県琵琶湖環

                                                
1 廃棄物処理法第 15条では最終処分場も処理施

境部循環社会推進課との間でのやり取りの記

録の公開を求めました。しかし、２１年３月

の県の公開文書は、一部公開と言いながらも

九割が真っ黒で、肝心なことは何もわからな

いというものでした（これとは別に２１年５

月に、２０年２月１日から２月２８日までの

事業者と県とのやり取り文書の公開も請求し

たが、これも肝心な部分は黒塗りであった）。 

これでは、住民の知る権利が守られず、産

業廃棄物処理施設の計画内容や状況がつかめ

ないと考え、２０２１年５月に滋賀県行政不

設に含まれる。 

６月号の内容  

産廃処理施設設置に関わる県の公文書公開請求と不服審査請求の顛末 ·········································  1 

第9次県政研究報告書 コロナ禍、地球温暖化、憲法と平和の危機の中の滋賀県政の課題  ··········  4 

滋賀県の自治体の状況－北から南から－ ·················································································  5 

大津の原発裁判 次回証人尋問を行うことを決定 ·····································································  6 

第16回地方自治研究全国集会 inハイブリッド東京  ······························································  7 

滋賀自治体問題研究所2022年度定期総会、第65回自治体学校、(仮称)滋賀自治体問題研究所アーカイ

ブスの進捗状況 ···················································································································  8 
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服審査会に不服審査請求をしました。だが、

それから何の音さたもないので、１０か月間

経過した２０２０年３月末に私の方から県に

連絡して初めて「審理未処理（審査会での実

質審理が出来ていない）」が判明しました。 

私は、このような状況が放置されると「不服

審査の意味がなくなる」として、県審査会に

迅速な裁決を求める要望書を提出しました。

この要望を受けた県は、文書で「受理受付順

で、今秋に審理着手の見込みです」とのそっ

けない回答をよこしただけでした。 

 この回答に対して私は、①「受理後１年間

も不服審理が着手されず、しかも今秋着手予

定」では、総務省の「行政不服審査の改善に

向けた検討会」の最終報告（２２年１月）に

書かれている「迅速な対応、公平な運営、制

度活用促進」で不服審査を進めるべきである

とした改善の趣旨に反する。 ②情報公開不

服審査機関自らが、審査機関自身の信頼をな

くす実態は看過できない。即刻、体制拡充で

審査機関への信頼回復を図るべきです、と厳

しく改善を迫る要望を２２年５月９日に、松

本利寛滋賀県議同席のもと滋賀県に提出しま

した。 

  

 経過を時系列で整理すると、以下のとおり

です。 

２０２１年２月１１日  「高島市内での産

業廃棄物最終処分場設置計画の動き」を

察知し、これに関する文書を県に情報公

開請求。 

３月 ５日  滋賀県が「部分開示」。 

４月 ７日  非公開とされた部分につい

て、個人情報以外の開示を求める不服審

査請求。 

４月２６日 滋賀県が弁明書提出 

５月１３日 県は「公文書管理・情報公開・

個人情報保護審議会」に諮問。 

５月２５日 森脇が「反論書」提出 

６月～   その後の審議会の流れについ

て、「弁明、反論文書を受理後、案件の審

理を進める。基本方向は、担当処分部署

に説明させ、実施機関からも資料提出や

意見を聴く」旨の説明。 

２０２２年３月３１日   森脇が県に「速

やかな裁決をお願いする要請文」を提出。 

４月１４日  要請文に対し、県は「審議

案件が多く、貴君の審理開始は今秋になる

予定」の返答。 

５月９日  上記の返答に納得いかず、こ

れは私だけの問題でなく、不服審査請求を

行っている人々全体の問題であるという立

場から、①この３年間の審査受理件数と処

理・未処理と１年間以上未処理の現状。②

迅速な審査へ体制充実に向けた具体策はな

いのか、等について、再要請文を提出。 

５月１６日  上記に県が回答。情報公開

条例と個人情報保護常連関連の不服審査

で、Ｒ１とＲ２で未処理２２件（１年間以

上未処理６件）等の現状が明らかになった

が、迅速処理への具体的体制強化策は示さ

れず。 

６月２日  審査体制の抜本強化を求め

「再々要請提案」を提出。①審査会の開催

回数、審査時間の抜本強化 ②２分科会体

制を３分科会体制含めた迅速を保障する体

制 ③審査事務局人員（現６人）の増員等

で事務局充実、の３点を要求。 

 

２ 現在の状況  

６月の再々要請文では、「滋賀県における現

状、不服審査会での案件で大量の未処理、滞

留問題の解決のために、直ちに取り組むべき

である。この改善を通じ、県民の知る権利を

保障できます」と要望しました。 

 知る権利の保障は、住民民主主義と県行政

の民主的運営の基本です。以上の未処理問題

に取り組む中で、不服審査申請後に、自民党

県会議員が県産業廃棄物処理計画に関わり、

民設民営や計画や申請あれば粛々と進めるべ

し、旨の県議会質問をしています。私は、真

っ黒な部分開示や不服審査請求の遅延への

「質問圧力？」を懸念します。こうした不透

明な部分を感じさせる県政では、県民の知る
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権利は後景に追いやられ、公平な県政運営で

なくなると思います。 

 知事選挙も行われます。県民の知る権利を

県政運営の基本とする、新しい県政を築いて

いこうではありませんか。  

 

＜資料＞ 

２０２２年６月２日 

     滋賀県総合企画部県民活動生活課県民情報室様 

                                        審査請求人     森脇 徹 

 「県不服審査審理が受理後１年超でも着手されない審査会の体制整備・改善を求める要望

書」に回答を頂いての再度の要望と提案 

 上記の回答を確かに受理いたしました。当方の３点の要望項目に対して、（中略）一定の

努力をされてきたことは、添付されたこの３年間の資料からも知ることができました。 

 しかしながら、「審議の迅速化には限界があるため」「諮問件数や案件の内容によっては、

諮問から審議開始までお待たせせざるを得ない状況となっています」との弁明には、まった

く納得できません。 その理由は、R２年度で情報公開条例関係での未処理が１１件（１年

超未処理３件）、個人情報保護条例関係での未処理１３件であり（１年超未処理３件）、個人

情報保護条例関係では R１年～２年度の係属件数１４件に対して処理件数０件という悲惨

な状況の具体的な解決策が明示されていないからです。 

 これでは、県民の権利保護及び知る権利の保障という点からみれば、行政の不作為によっ

て甚だしい権利侵害の状況が続くことになり、その受忍を求められても、決して受け入れる

ことはできません。それは、審査請求人にとっては、２０２２年４月１４日付の貴部署から

の回答における「今秋頃をめどに森脇様の案件の審議を開始する予定」という状況が何ら改

善されないことを意味します。 

 県民・国民の権利保護のために、審査請求人の案件を含めて、遅延未処理となっている情

報公開条例関係の二十数件、個人情報保護条例関係の十数件の迅速な審査開始が、目に見え

る工程となるような抜本的な態勢強化が不可欠と思料いたします。そのために、以下の点に

ついて改めて要望し、真摯な検討と回答を求めるものです。 

  

記 

１．滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審査会の開催回数を抜本的に増やし（現行

の２か月に１回を１か月に１回等）、審査時間を増やして対応する。 

２．２分科会体制では迅速公正な審議が実施できないので、委員を増員して３分科会体制に

する。 

３．諮問から審査と最終処分の裁決まで手続は１２工程となっています。審査を迅速かつ公

正の進めるためには、審査事務局体制の充実が不可欠であり、その充実を求めます。 

 以上の３点は、令和４年１月の総務省の「行政不服審査法の改善に向けた検討会最終報告」

でも述べられていることであり、滋賀県においても現在の審査会における案件の大量の未処

理・滞留問題の解決のために、直ちに取り組むべきことです。 

 それを通じて、県民・国民の迅速で公正な権利保護と権利の実現が果たされることを要望

します。 
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第 9 次県政研究報告書 

コロナ禍、地球温暖化、憲法と平和の危機の中の滋賀県政の課題 

 当初の予定より大幅に完成が遅れましたが、第 9次県政研究報告書として「コロナ禍、地

球温暖化、憲法と平和の危機の中の滋賀県政の課題」をとりまとめることができました。 

内容は、以下に目次を示すとおり、第１章では岸田政権の政策と地方政策の特徴を、第２

章では三日月県政の総括的評価を行うとともに大戸川ダムや地球温暖化対策など重点課題

での評価を行い、第３章以下で滋賀県における経済、教育、医療・介護、琵琶湖問題、農業

問題、自治体 IT化、県立大学、地球温暖化対策等の県の施策と課題、庁舎問題、原発事故時

の避難計画、原発裁判、いじめ問題、など多様な問題を取り上げています。特に今回は、前

回取り上げることができなかった滋賀県経済の分析を、辻田素子龍谷大学経済学部教授の協

力を得て行うことでき県政研究に幅を持たせることできたと考えています。 

 

予算の制約から部数限定印刷とならざるを得ず、全ての会員の皆さんに配布はできません

でしたが、図書館への寄贈や報告書データを誰でもアクセスできるようにするなどできるだ

け多くの方に見ていただけるよう配慮しています。報告書データにアクセスを希望される方

は、下記の URL またはQRコードを使ってください。特に第 4 章や第 9 章で多く用いられ

ている図表などをカラー版で見ることができます。 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/141Cp3LUH9v1sBlOAXldyiUwQJN08TSws 

 

 

・紙ベースの報告書は少しだけ余分があります。希望される方は 

 申し出てください。 

・印刷製本費に対するカンパをお願いしています。ご協力ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/141Cp3LUH9v1sBlOAXldyiUwQJN08TSws
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滋賀県の自治体の状況 
－北から南から－ 

 

県立高専の設置場所 県有地の中では野

洲市の土地が最適と発表 

滋賀県は令和９年春の開校を目指して設置

計画を進めています。先月、土地の広さや通

学の利便性などの選定基準を公開していて、

このほど基準を元に、野洲市の市三宅の山林

が県有地の中ではもっとも適していると発表

しました。県では今後、市や町が提案する候

補地と比較し、ことし８月中には最終的な設

置場所を決めることにしています。 

（NHK6月 15日） 

 

野洲市の市立病院の建て替え場所 医師

会からは反発の声 

野洲市の市立野洲病院をめぐっては、おと

としの市長選挙で栢木進市長が駅前に整備す

る計画に反対し、今の病院の場所で建て替え

ると主張して当選しました。 

栢木市長はその後、今の場所での建て替え

が難しいことがわかったとして、駅前に整備

する方針に転じましたが、先月、再度方針を

変え、駅から離れた場所に整備すると表明し

ていました。 

9 日に行われた医師会への説明では、容認

する声もあった一方、医師会として駅前での

早期の整備を要望していたいきさつから、「車

に乗れない高齢の患者には利便性の面で問題

がある」などと反発する声が相次いでいまし

た。         （NHK6月 9日） 

 

高島市議会同僚議員に対する性的暴行で

2度にわたる辞職勧告決議 

高島市議会は 5 月 20 日、同僚議員に対す

る性的暴行で起訴された議員の辞職勧告決議 

5月 30日に開会した定例会本会議で、同僚

の女性議員への準強制性交容疑で 3月に書類

送検された万木豊市議（58）に対する 2度目

の辞職勧告決議案を全会一致で可決。 

              (共同通信) 

共産党県委員会が 

滋賀県知事選挙に小西喜代次氏を擁立 

共産党県員会は 6月 8日、22日告示、7月

10日投票の知事選挙に、元滋賀民医連事務局

長、前甲賀市議の小西喜代次氏(72)を同党公

認で擁立すると発表しました。 

小西氏は、「憲法を守り、生かす」「コロナ

から命を守る」「物価高騰から暮らしを守る」

「県民が主人公の県政に」と決意を述べてい

ます。 

現職の三日月大造氏と一騎打ちの様相で

す。      （滋賀民報 6月 12日） 

 

滋賀県議会初の政倫審設置へ 

5 月 25 日に滋賀県議会の自民党を除く 4

会派（日本共産党・チームしが・さざなみ・

公明党）の 22名が岩佐議長に対して、大野和

三郎議員の政治倫理条例違反を理由に政治倫

理審査会の設置を請求しました。請求は要件

を満たしており、県議会初の政倫審設置が実

現する見通しです。 

審査請求書に添付された大野県議と県幹部

らとの「面談概要」文書によると、大野県議

は議会運営（議運）委員長だった昨年 11～12

月、三日月大造知事や県幹部とたびたび面談。

全国農業協同組合連合会県本部（JA 全農し

が）と特定業者の取引について、県が JA 側

に見直しを求めるよう要求したというもので

す。   （朝日新聞デジタル 5月 26日） 

 

大津市の国民健康保険料 

5月 13日に開かれた大津市国民健康保険

事業の運営に関する協議会で、今年度の保険

料が示されました。モデル世帯（歳 40夫婦

子ども１人所得 200万円）で 35万 2040円

と、昨年度から 4180円減となりました。し

かし、県が示した標準保険料よりも高く、モ

デル世帯で所得の 17％以上の負担となって

います。 

（共産党大津市議団ニュース 5・6月号） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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６月 2日、滋賀県民が中心となって福井の

関電原発 7 基の運転差し止めを求めた本訴

（2013年 12月 24日提訴）第 33回口頭弁論

が大津地裁で行われました。 

午後 1 時 15 分から原告、被告、裁判所の

三者による進行協議が行われた後、2 時半か

ら裁判、午後 3時半から記者会見・報告集会

を行われました。 

注目の原告側が申請している証人の採用に

ついて、関電側は「証人尋問は不要」という

意見書を提出してきましたが、堀部裁判長は

「原告から申請のあった 5 名 について必要

性がないとまでは言えない」として、関電側

の意見をしりぞけ、5 名全員を証人として採

用する意向を示し、最初の尋問者として次回

9 月 1 日に福島からの避難者である菅野みず

えさんとすることを決定しました。前回、原

告代表が強く求めた早期判決に向かって大き

く動き出しましたと言えます。 

原告が申請している証人は、福島からの避

難者の菅野みずえさん、放射性廃棄物の専門

家である柴邦生氏、避難計画を担当している

自治体首長の平尾道雄米原市長、地盤の専門

家である元京都大学教員の赤松順平氏と芦田

譲京大名誉教授の 5人です。 

菅野さんにつづいて、12月と 3月に予定さ

れている裁判において尋問が行われる見通し

ですが、調整の結果次第では一期日に 2名の

尋問もあり得るので、弁護団の見立てでは最

速で再来年の 3月に判決が得られる可能性も

見えてきました。 

法定では、原告側は準備書面（87）、（88）

について原告代理人弁護士が口頭説明を行い

ました。（87)は、テロ対策・武力攻撃に関す

る主張の補充であり、ロシアのウクライナ侵

攻によって原発への武力攻撃が現実化してい

ること、原発は武力攻撃を想定していないこ

と、武力攻撃を想定していない新規制基準は

不合理であることなどを指摘しています。ま

た、(88)は、被告準備書面（63）に反論したも

のであり、地震動がバラつくことについて、

被告は、「不確かさを考慮しておればバラツキ

を考慮しなくていい」としていることに対し

て、原告側は、それでは不十分であり、新規

制基準の考えにも反することを指摘したもの

です。 

関電側は、準備書面（65）、(66)を提出しま

した。(65)は、避難計画について主張した原告

準備書面(79)、(84)のうち、水戸地裁判決や屋

内退避、安定ヨウ素剤の事前配布の問題につ

いて反論したものです。(66)は、火山灰の層厚

の変更をしたが、とくに対策を行わなくても

安全性を有していること等を主張したもので

す。 

次回は 9月 1日午後 2時 30分から第 34回

口頭弁論が行われ、菅野みずえさんへの原告

側主尋問と被告側反対尋問が行われる。終了

後、記者会見と報告集会を行う予定ですが、

その詳細はまだ決まっていません。この裁判

を支える会では、記者会見・報告集会につい

てはズームを使って配信する予定であるので

視聴を希望される方は下記アドレスに申し込

んでいただきたいとしています。 

datsushiga@yahoo.co.jp 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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※詳細はホームページで参照してください。 
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(仮称)滋賀自治体問題研究所アーカイブスの進捗状況 

 創立 35 周年記念事業として、これまでの成果をとりまとめるた

め着手した事業です。とりまとめの対象としては、①しがの住民と

自治、②記念誌、③県政研究、④自治研集会報告集、⑤調査報告書

であり、今のところ約半分のデータが収納できました。URLまたは

QRコードでアクセスしご意見をお寄せください。 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/150lSElGxCod9PZyb7aiHRXh18EKQnPT9 

滋賀自治体問題研究所 2022年度定期総会 
 

 日時 2022年 8月 27日（土）13:30～16:45 

 場所 滋賀県教育会館２F大会議室 ズーム併用予定 

 記念講演 

    「自治体DXでどうなる地方自治の『近未来』」 

     講師 本多滝夫氏（副理事長、龍谷大学教授） 
  

例年 9 月 20 日前後に行っていた定期総会を今年は一月早めて実施します。記念講演は、

本多副理事長による自治体DX（デジタルトランスフォーメーション：「デジタル技術を用い

た利便性の向上」と「デジタル技術の活用による業務効率化」などをめざす自治体も取り組

み）についての問題です。一方、県内外の自治体DX推進事業の調査も行う予定であり、そ

の結果も含めて報告する予定です。 

 また、今年度は 2年に一度の役員改選の年です。自薦、他薦含めて新しい役員体制をつく

る努力も行っていきたいと思いますのでご協力ください。 

  


