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地方自治の本旨―三島沼津公害反対闘争から沖縄辺野古新基地問題まで 

                                宮本憲一 
１. 自治労自治研と公害の告発 
 戦後憲法は第８章において地方自治の本旨を行政の中心理念とした。しかしこれまでの憲

法学者をはじめ革新政党は民主的中央集権主義で、地方自治は中央政府の分権に過ぎないと

考えていた。地方自治の本旨とは何かを現実の地方行政の批判の中から最初に明らかにしよ

うとしたのは、1957 年から始まった自治労の地方自治研究活動である。この集会には当時

の地方行財政・福祉・教育・公衆衛生・建築学などの第１線の研究者が集まって、基礎的な

理論から運動を見ようとしていた。この現実の政治・行政から地方自治論が形成された。そ

れは上からの分権でなく、住民自治に基づいて、しかも財政の保証のある分権を地方自治の

本旨として、実現したいという内容であった。 
 １９６１年の全国自治研静岡集会はこれまでの地方行政を民主化する職場自治研から、

国・地方の行政を地域住民の視点で基本的に総点検する政策自治研を目指した。このために

特別分科会として、「地域開発の夢と現実」という集会を開催した。当時「新産業都市・工

業特別地域」の建設が全国の地域開発政策として、政府が地域指定をして、公共事業などの

国の政策を重点的に行い、重化学工業の誘致によって、地域福祉の向上を図るというもので

あった。財政危機に陥っていた地方団体はこれに飛びついて、地域開発の夢を語ろうとして

いたが、現実は公害・財政危機など大変な混乱が始まっていた。この静岡自治研で初めて地

域開発の現実の病弊が語られたのである。 
 この集会で最も世論に衝撃を与えたのが、地域開発のモデルであった四日市開発で、海は

臭い魚が取れ、死の海になり、田園では稲は枯れ、市民には四日市喘息という肺疾患の患者

が多数出るという公害が告発されたことあった。当時国も県・市も四日市コンビナートを地

域開発のモデルとしていたので、公害の調査の結果を秘密にしていたのである。それを三重

県職労と四日市市職労が勇気をもって公開したのである。これにマスメディアが飛びつき

「四日市に深刻な公害が発生している」という事実が全国に広がった。雑誌「世界」は「地

域開発の夢と現実」という特集を組み、この集会で報告した主な自治体労働者や研究者を集

めて座談会を開いた。私はこの報告を受けて四日市の調査に入った。その衝撃から公害を全

面的に明らかにするために全国の主な公害を調査して、衛生工学の庄司光京都大学教授とと

もに『恐るべき公害』（岩波新書、１９６４年）を書いた。当時国語の辞典には公害という

言葉はなかった。これが戦後の公害問題の最初の学際的な啓蒙書である。これは次に述べる

三島沼津清水２市１町のコンビナート誘致反対闘争（三島・沼津運動と略す）の教科書にも

なった。 
 
２．三島・沼津運動の経過と意義 
（１）公害反対市民運動の最初の勝利 
 戦前の公害反対運動は工業化による農漁民の生業の侵害への抵抗であった。三島・沼津の

運動は、その生業を守る意義もあったが、産業間の経済的利害対立というよりは、市民の健

康と美しい良好な生活環境を企業が侵害することに対する抵抗であって、「ノーモア・四日
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市」をスローガンに公害から憲法で保障された基本的人権を守る最初の市民運動であった。

特定産業や個人の経済的利益を超えて地域全体の市民の要求を実現したことによって、公害

反対の普遍的理念が生まれ、科学的調査をもとにして、徹底した学習会による連帯による非

暴力の運動の成功が、全国に市民運動を広げる模範となった。現在、原発再開、沖縄の米軍

基地建設、秘密保護法、集団的自衛権容認そして憲法改定という戦後民主主義体制の危機を

告げる課題が山積し、その解決のために市民運動への期待が高まっている時に、改めて戦後

市民運動の開幕をした三島・沼津運動の教訓に学ぶことの意義は大きい。 
 三島・沼津地域の石油コンビナートは高度成長政策のかなめであった新産業都市・工業特

別地域計画の中心であった東駿河湾特別地域開発計画としてすすめられた(1963年7月政府

指定)。それは高度成長の旗手といわれた四日市コンビナートを模倣し、富士石油、住友化

学、東京電力による工業地域形成計画であった。いまから考えれば、この日本最高の景観の

富士山麓の自然と清浄な生活環境、豊かな地元経済の地域に公害企業を誘致するというのは

暴挙と考えるであろう。しかし当時経済成長主義の企業と政府の官僚からすれば、この地域

は大需要圏の首都圏に近く交通至便であり、広大な静浦湾、柿田川の豊潤な用水、質の高い

労働力など絶好の立地点と考えていたのである。 
 1963 年 12 月コンビナート計画が発表されたが、翌 1 月には「石油コンビナート三島市

民協議会」ができ、3 月 10 日にはコンビナート期成同盟ができて 5 月 23 日には、三島市町

長谷川泰三は富士石油の進出を拒否している。これより先に 3 月 15 日には「石油コンビナ

ート進出反対沼津市清水町三島市連絡協議会」が結成されている。これは運動の統一体では

なく主義主張の違う多様な住民組織をコンビナート計画阻止まで持っていく連帯組織であ

った。三島市が地元の松村調査団の中間報告で、「公害の恐れがある」という報告を受けい

ち早く誘致阻止を決めたので、舞台は沼津へ移った。沼津市では 1964 年 1 月初旬から反対

運動が始まった。三島の運動と比べると、沼津の運動は沢山の組織が統一せずそれぞれの組

織が運動しながら「沼津市民協議会」で連絡していたことであろう。ここは医師会と沼津工

業高校の教師たちを中心にした学習会活動が運動の特徴である。6 月には沼津市長塩谷六太

郎は東電に火力発電所建設計画の撤回を申し入れたが、富士石油の進出計画が浮上した。政

府は事態を重く見て、四日市を調査したばかりの黒川調査団をこの地域に派遣した。松村調

査団は日本で市民が初めて開発に当たっての科学的判断を求めてアセスメントを行った画

期的な事業だが、黒川調査団も政府の経済政策で初めてアセスメントを委嘱したので、日本

の公害史上歴史的な対決となった。黒川調査団は「調査の勧告を企業が履行すれば公害の恐

れはない」と答申した。この二つの調査団の対決は 8 月 1 日に行われたのだが、記録を見

ると政府の調査団の調査は風洞実験など新しい試みをしているが、結果は不十分で、公害の

恐れは払しょくできなかった。この黒川調査団の報告をもとにして、県は開発を強行しよう

としたが、政府調査団の報告酔いも松村調査団の報告を信用した市民の運動は激化し、9 月

13 日の沼津の市民大集会によって、コンビナート計画阻止は決定的となった。清水町に進

出予定の住友化学は、コンビナートができないならば、鹿島に拠点を移すとして、撤退した。

公害反対の市民運動が、戦後初めて勝利をし、政府・静岡県と企業には深刻な打撃を与えた。 
 この三島沼津の運動の経過についてはすでに 2 つのまとまった著書があり、最近の私の
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『戦後日本公害史論』にも紹介し、また、すいれん舎からこの運動の資料集が出版されたの

で、詳しいことは省略する。ここでは私がこの運動の公害市民運動としての歴史的教訓を簡

単に述べたい。 
 
(2)三島沼津運動の教訓 
 三島沼津型住民運動の特徴は第 1 に徹底した草の根民主主義による全住民の連帯であっ

たということだ。これまでの地域開発は、政府の公共事業の補助金事業に依存して、誘致す

る大企業に地域の運命を預ける「外来型開発」であった。これに対して三島沼津の運動は富

士山麓の美しい景観、日本を代表する健康な生活環境、豊かな資源に支えられた農漁業・観

光業などの地域産業を環境破壊・公害から守るという市民にとって「普遍的な目的」に結集

したということである。それは「内発的発展」の道を選んだといってよい。 
 これまでの社会運動は労働組合、「民主団体」をバックに社共両党の運動が主体であった。

ここでは社共両党や労働組合の活動家は、裏方に回り、財政や宣伝を引き受け、行動の主体

は市民特に婦人であった。そしてこれまでは「草の根保守主義」の土壌であった町内(自治)
会、地域婦人会、青年団、農協、漁協、魚加工組合、商工会議所、医師会などが、先頭に立

って行動した。これは誘致企業による一時の利益よりも、公害や誘致に伴う社会問題が取り

返しのつかない損害を地域に与えることを見抜いたためである。 
 第 2 は運動の方法として、事前調査と学習会の積み重ねという方法を取ったことである。

反対運動に参加した組織は、四日市を中心に各地のコンビナートを視察し、感性的に公害の

恐怖を知った。市民は松村調査団の調査に協力して、その調査結果を学習して、公害とは何

かという理性的な認識を持った。市民運動には金も権力もないから、頭と手足しかない。し

かし三人寄れば文殊の知恵という。まして、ここでは国立遺伝学研究所の松村博士のような

優れた専門家が調査に協力し、沼津工業高校西岡昭夫さんなどの研究者であり、ベテランの

教育者が、視聴覚教育の粋を尽くしたのである。自主調査や自主学習を重ねれば、大企業や

政府の理論よりも深い洞察が可能になる。感性的恐怖から理性的認識へ、こうして、住民運

動の「極意」といってもよい方法が、闘争を持続させ、勝利への道程となったといってよい。 
 第 3 は地方自治運動の勝利であったことだ。これまでの地域の要求を実現する運動は、中

央政府に対する陳情であった。ここの運動も最初は中央陳情であった。それは大きなお金と

労力をかけても、2～3000 人の住民を東京へ動員する程度で、政府や官庁にとっては大きな

影響はない。ここの運動は、徹底して地元の自治体の首長と議会に対して要求の実現を図っ

た。最後の沼津の集会の様に 2 万 5000 人という空前絶後の大集会とデモを組織できたのは、

足元で決着をつけるという地方自治の力を示したものであった。地方自治の本旨の住民自治

が見事に実現した。地域の開発の権限は自治体にゆだねられている。その地方分権の権利を

最大限に生かした勝利であったといってよい。 
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(3)市民運動の全国への広がりと革新自治体 
 三島沼津で政府の最初の環境影響調査である黒川調査団の成果が生かされず、政府と企業

の地域開発政策が挫折したことは、大きな衝撃を生んだ。当時公害行政の第一線を担った橋

本道夫は沼津三島の運動が、公害行政を大きく変えたといっている。政府はこのままでは地

域開発が進まず、高度成長政策が失敗することを恐れ、公害対策基本法の制定を始めた。経

団連はこの運動をアカの運動という硬直的な認識で批判しながらも、その運動に婦人を始め

普通の市民が参加して企業の宣伝・活動が負けたいたことに脅威を覚え、公害対策の組織を

作らねばならなくなった。 
 他方同じような地域開発政策に抵抗していた地域では、この三島沼津の運動は「資本の論

理」に「市民の論理」が勝った最初の歴史的成果として、その運動を模範とするようになっ

た。当時の公害・福祉の欠如や都市問題に悩んでいた市民の世論と運動が全国的に広がり、

それをバックに革新自治体が生まれ、自民党政権に対抗して、「憲法を暮らしの中に」とい

う行政を進めた。中でも 1969年東京都の美濃部知事は公害防止に企業の最大責任を持たせ、

政府よりも厳しい発生源規制の公害防止条例をつくった。政府はこれを違法とした。しかし

公害が深刻になり、国内外の環境運動の高まりの中で、政府は屈服し、1970 年末公害国会

を開いて、環境関連 14 法を制定し、翌年環境庁を発足させた。 
 他方水俣、四日市などでは企業の力が強く、被害者はなかなか運動を起こせなかった。彼

らは行政に絶望して、裁判を起こすことになるが、これも勇気のいることであった。水俣の

被害者を支持し裁判を支えた市民会議の代表日吉フミ子さんによれば、三島沼津の運動に励

まされて運動を始めたといっている。国民の公害反対と与論の高まる中で、4 大公害事件裁

判はすべて原告勝訴となった。これによって、公害行政も大きく転換した。被害の大きかっ

た公害問題は解決に向かった。公害から自然保護や都市景観保全など環境問題(アメニティ)
へ、さらに地球環境問題へと国民の運動も展開した。エコ・ビジネスといわれるように環境

保全が一大産業に変化した。しかし公害は終わっていない。 
 
３． 安全保障と地方自治 
（１）差別された沖縄の自治 
 9 月 16 日福岡高裁那覇支部は国の主張を全面的に受け入れた不当な判決を言い渡した。

安倍内閣と沖縄県の対立はまるで、幕藩体制下における封建領主と百姓一揆の対立のようで、

この 20 年の争いについて政府の強権的な態度は、到底近代民主主義国家の政府とは思えな

い。この政府の態度を裁判所の判決はそのまま肯定し、百姓の要求を弾圧する悪代官のよう

である。このような前時代的な政治が行われることは許せない。これまでのすべての選挙や

住民投票は、辺野古の基地の建設は許さないという沖縄県民の強い意思を示している。 
これに対して、政府と裁判所は基地の選定は政府の専権事項であって、府県の決定権はな

いとしている。判決は抽象的に 40 の府県が基地の建設を拒否したら、基地はおけなくなる

と危機感をのべているが、その場合は米軍基地を日本におけないということであって、基地

を米軍本土に返せばよいのである。ましてや、沖縄の自治は琉球処分以来、差別を受け、敗

戦後も米軍の支配下にあって、米軍の世界戦略の前線基地であった。復帰後も米軍基地の
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74％が集中して、多くの人権侵害が発生し、それが象徴的に危険な普天間基地の返還要求

になっているのである。ところが普天間基地の代替として、恒久的な新しい基地の建設とす

るのでは、沖縄は永久に米軍の世界戦略の前線基地となってしまう。ここで基地沖縄から脱

却する第 1 歩にしたいと県民が要求するのは当然ではないか。ところが、裁判所は他の 40
の府県と並べて沖縄県に基地を拒否する権限はないと判断するのは基地の被害の現実を見

ない空論であり、沖縄を差別した論理である。安全保障は国の専権事項であるとしても、そ

れによって住民の健康生命および生活環境に重大な被害が生ずる場合、それを防止して、住

民福祉を守るのは知事の専管事項である。これが地方自治の本旨である。したがって、基地

の建設の是非を協議にあたって政府と沖縄県は対等であって、住民の人権を犠牲にしてまで

基地建設を許すことは民主主義=地方自治を憲法としている国家が認めるべきことではない。 
 政府と裁判所は普天間基地の代替として、辺野古新基地建設は日米合意に基づく唯一の解

決策であるというが、20 年にわたる県民の反対で、ここまで、まったく解決をしていない

普天間の状況を見れば、これを唯一とする日米合意は非現実的な決定であることは明らかで

ある。もし政府が合法的な解決をやめ、権力で建設を強行すれば流血の事態になり、安全保

障と言いながら危険な社会状況を生むことにならないか。 
 
（２）地方自治と環境保全から辺野古新基地建設阻止 
 政府と判決の間違いは、法定受託事務である公有水面埋立法について、前知事の承認が違

法でありそれを取り消した翁長知事の判断について、法に基づいて判断せず、日米安保条約

に基づく協定から行政不作為としていることである。1999 年の分権推進のための地方自治

法改正により、機関委任事務がなくなり、公有水面埋立法は知事が承認・許可権を持つこと

となった。しかもこの法律は高度成長時代の埋立による海岸の環境破壊を反省して、埋め立

てによる利益よりも環境の保全が重視されている。 
 辺野古岬と大浦湾は世界遺産の候補であり、沖縄県第 1 級の環境を持っている。世界遺産

知床の生物 4200 種に対し、この地域は絶滅危惧種 262 種を含む 5800 種、ジュゴン、ノグ

チゲラ、ヤンバルクイナなど国際的に保護が要求されている生物が生息している。にもかか

わらず今紛糾している高江を含むこの地域の環境について、沖縄防衛庁の環境アセスメント

はアワセメントと揶揄されるほどで、仲井真前知事も到底認めることはできないとしていた

のである。それが、政府の予算措置と脅迫のために、前知事は突如承認してしまったのであ

る。翁長知事は第三者委員会を開いて、これを検討した結果、行政上、重大な瑕疵があると

して、承認を取り消したのである。したがって、裁判では公有埋立法に基づく知事の承認取

り消しが適当かどうかを特に環境問題を中心に判断すべきである。埋め立ててしまえば、二

度とこの美しい貴重な環境は元に戻らない。まったくこの環境の不可逆的価値が何よりも優

位性を持つという環境権の視点が抜けている。そして、地方自治の点で、法定受託事務につ

いての、国の関与を最小限にすべきところを安全保障を重視して、承認取り消しは知事の権

限を逸脱するとして違法という決定をした。 
 県は最高裁へ上告するが、最高裁の判断は期待できないかもしれない。その場合でも県は

基地を認めないとしているので、紛争は続くであろう。このような事態では国はアメリカ政
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府に対して、辺野古基地建設を白紙に戻して、再検討を要求すべきであろう。もしそれをせ

ずに、強権的に建設を断行するならば、日本はアメリカの属国であることになるだろう。ま

たそれは沖縄の独立論に火をつけ、日本は分断国家の様相を呈するであろう 
 
 
 
 
 
(参考文献) 
 星野重雄・西岡昭夫・中島勇『石油コンビナート阻止』(技術と人間、1993 年) 
 宮本憲一編『沼津住民運動の歩み』(日本放送出版会、1979 年) 
 『三島・沼津・清水二市一町コンビナート建設反対運動資料』(すいれん舎、2013 年) 
宮本憲一『戦後日本公害史論』（岩波書店、2014 年）『日本の地方自治その歴史と未来』（自

治体研究社、2016 年） 
宮本憲一『自治・平和・環境』（自治体研究社、2015 年） 
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第 20 回静岡地方自治研究集会 基調報告 

静岡県地方自治研究所 事務局長（静岡自治労連書記長） 小泉 治 
 
１．憲法と地方自治をめぐる情勢 

2015 年 9 月 19 日に安倍自公政権が安全保障関連法（＝戦争法）を衆参両院での

強行採決のうえ成立させてから 1 年が経過しました。歴代の自民党政権も「日本国憲

法の下で、集団的自衛権は行使できない」としてきた解釈を内閣が勝手に変更し、そ

れに基づいて憲法違反の法律を成立させたものです。2016 年 3
月末には安保法制（＝戦争法）が施行され、日本は「海外で戦

争する国」へと大転換しています。 
安倍首相は戦争法の成立後、日本国憲法そのものを変える明

文改憲に執念を燃やしていますが、改憲を正面から問うことの

ないまま、16 年 7 月に参議院選挙が行われました。この結果、

自民・公明与党や大阪維新などの改憲勢力が 3 分の 2 を占め、

憲政史上初めて衆参両院で改憲を発議可能となる国会情勢とな

っています。安倍首相は、選挙が終わるや否や、自民党の改憲

草案をベースに「国会で改憲議論を加速していく」と表明し、

さらに前のめりの姿勢をあらわにしています。自民党改憲草案

は、現在の日本国憲法のさまざまな権利や理念を変えるものと

なっています。憲法８章「地方自治」に定められた「地

方自治の本旨」に基づく理念を否定し、地方自治から

住民自治を切り捨て、国の下部組織として地方自治体

を再び国の統治機構の中に組み込もうとしています。 
いっぽうで、憲法改定に慎重な国民世論は高まって

おり、特に 9 条の正面からの改憲に対して反対する国

民が過半数を占めるなか、改憲勢力が主張しているの

は、災害対策を口実にした「緊急事態条項」の憲法へ

の追加です。自民党改憲草案の緊急事態条項では、内

閣が判断すれば「緊急事態を宣言できる」という、き

わめて緩い発動要件でありながら、発動時には権力者

が基本的人権を無視することができ、国会の審議なし

に内閣が法律と同一の効力を持つ政令を制定でき、地

方自治体に対して指示（命令）できるなど、絶大な権力を与えるものとなっています。 
これに対し憲法学者などから「緊急事態条項は『お試し改憲』などではなく、憲法

そのものの効力を事実上停止させる独裁条項だ」と指摘されています。静岡自治労連

が 2016 年に行った「憲法を行政にいかす懇談（憲法キャラバン）」のなかでも、自治

体首長から「緊急事態条項は必要ない。災害対策基本法の改正で十分だ」「災害を口

実に、安全保障にすりかえようとしているのではないか」「権限の集中ではなく、現

16 年秋「自治体の仲間」号外より 

2016 年 08 月 25 日 中日新聞 
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場に権限を与えるべきだ」など、地方自治体からも否定的な意見が多く上がっていま

す。 
集団的自衛権の行使容認の閣議決定から安保法制（＝戦争法）の強行に見られる、

強権的な政治に対し、立憲主義・民主主義の回復を求める市民の声が高まり、安倍自

公政権と対峙する野党の共闘を後押ししました。参院選では、日本で初めて 32 の 1
人区のすべてで、民進、共産、社民、生活などの野党統一候補が擁立され、11 の選

挙区で勝利するなど、今後の国政に大きな影響を与える結果を残しました。 
 
沖縄・普天間基地の辺野古への移設や高江へのヘリパッド基地建設などにかかわり、

地方自治のあり方を根本から揺るがす重大な事態が進行しています。普天間基地の辺

野古移設に反対する民意は、14 年の沖縄県知事選や 16 年の参院選など多くの選挙で

示されてきたにもかかわらず、安倍自公政権は辺野古移設やヘリパッド基地建設工事

をエスカレートさせ、建設反対の運動を展開する住民の強制排除に、全国から警察官

を動員するなど、沖縄県や県民と対立しています。県が手続き上に瑕疵があるとして

行った辺野古沿岸の埋立承認の取り消しに対し、15 年 11 月に沖縄防衛局が自らを「私

人」として撤回を求める、行政不服審査法を悪用したとしか言いようのない手法で提

訴しました。この裁判で福岡高裁那覇支部は、「国防・外交上の事項は国の本来任務

に属し、国の判断に不合理な点がない限り尊重されるべき」としたうえで「普天間飛

行場の危険性を除去するためには辺野古埋立しかない」との理由から国の主張を認め

る判決を言い渡しました。これは、民意よりも国の決定に従えというべき判決であり、

地方自治の原則にも踏み込むきわめて重大なものです。 
並行して国は、国土交通省が沖縄県に対して行った是正勧告に県知事が従わなか

ったことについて沖縄県を提訴しており、これが認められれば、国が県に代わって「代

執行」を行うというかつてない事態となります。 
安倍内閣は、基地問題に協力しなければ沖縄振興予

算を減額することを示唆するなど、財政的な圧力も強

めています。これらは沖縄県に特化した問題ではなく、

地方自治そのものに対する攻撃といえるものです。

2000 年の分権一括法以降に、ようやく確立しつつあっ

た「国と地方は対等」という地方自治の根本的原則に

逆行する事態と言わざるを得ません。 
安倍政権と改憲勢力による圧力は日に日に強まって

います。安倍政権を批判したり、改憲について考えた

りするような文言が含まれた集会などに対して「政治

的」とレッテルを貼り、自治体の後援や会場の提供を拒否するような事態が全国であ

いついでいます。また、国立大学に文系学部の廃止・再編の圧力や「道徳」の教科化

など、教育に対する介入・支配はいっそう強められています。さらに、公務員に対し

て「政治的中立」の名の下に政治的な活動を過剰に制限するなど、国民の思想信条の

自由を侵し、管理統制を強めようとしています。 

2016 年 09 月 01 日 中日新聞 



9 
 

２．人口減少、地域再生と「地方創生」の矛盾 

日本の人口減少と地域間格差の拡大は、年を追うごとに鮮明になっています。国

の推計によれば、日本の人口は 2010 年の１億 2700 万人をピークに、2048 年には 1
億人を下回り、2060 年には約

8700 万人まで減少。高齢化率は、

2060 年に 39.9％にまで高まる

としています。地方からの人口

流出の大きな理由として挙げら

れているのは、地震や津波など

の災害、そして雇用と賃金格差

です。賃金格差が要因になって

いることの認識が全国的に高ま

りつつあるにもかかわらず、

2016 年の最低賃金で地域間格

差がさらに広がったことに象徴

されるように、首都圏と地方との賃金格差はいっそ

う拡大し続けています。静岡県では、賃金格差を拡

大させている現行の最低賃金制度に異を唱え、労働

組合と共同して最低賃金の引き上げを地方最低賃

金審議会に求める湖西市長のような事例もあり、注

目されています。静岡県評が中心となって行われた

最低生計費調査で、静岡県の最低生計費は、むしろ

首都圏よりも高いこと、全国どこでも生計費は大き

な差はなく、全国一律最低賃金制度の確立が急務と

なっていることを明らかにしています。 
また、公共事業における職種ごとの最低賃金を条

例で定めたり、地元企業を優先的に活用したりする

ことで、民間事業における労務単価も改善し、地元

企業が安定して営業を続けていくことにもつなが

ることから、全国で制定があいついでいる公契約条

例を、静岡県でも制定させようという運動もすすめ

られています。 
静岡県の人口転出超過は、13 年、14 年の全国ワ

ースト 2 位から、15 年はワースト 5 位となりまし

たが、転出超過数は 6206 人と依然として高い水準

となっており、大幅に改善しているわけではありま

せん。また、2015 年の国勢調査では前回（2010 年）

よりも 1.7％（6 万 3826 人）減少。特に静岡市は前

回比で 1.5％、1 万 959 人も減少しており、「政令市

（上）2016 年 02 月 13 日 静岡新聞 

  （下）2016 年 02 月 12 日 静岡新聞 
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の目安」とされる 70 万人を割り込む寸前となっています。 
2020 年の東京五輪開催決定などを機に、全国から首都圏への一極集中が加速する

なか、安倍自公政権は、地方を切り捨ててきた政策を転換することないまま、「地方

創生」を重点政策に掲げてきました。「地方創生」では、補助金をちらつかせながら

地方自治体に「総合戦略」の策定を指示。しかし、いわゆる「増田レポート」などの

机上の空論的な人口予測に基づいて、1 年にも満たない短期間に画一的な「総合戦略」

を策定することとなり、多くの地方自治体では、従来からの計画の延長であったり、

具体性や現実性を欠くものとなっていたりするなど、人口減少をくい止め、地域活性

化をはかることの困難さが表れたものとなっています。静岡自治労連が 2016 年度に

実施してきた「憲法を行政にいかすことに関する懇談（憲法キャラバン）」では県内

の自治体首長からは「地方同士で人口の取り合いになるだけだ」「これ（地方創生）

で地域が活性化するはずがない」などの意見があいついでいます。 

そのいっぽうで政府の地方財政での締め付けは、さらに強まっています。安倍内閣

は、防衛費などを大幅に増やす一方で、地方交付税を低水準に抑え込み、政策誘導に

つながりかねない補助金などの比率を高めています。また、2015 年の「骨太の方針」

「
住
民
と
自
治
」
２
０
１
６
年
３
月
号 

川
瀬
憲
子
「
２
０
１
６
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政
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では、地方交付税に「トップランナー方式」と称した制度を導入するとしました。ト

ップランナー方式とは、学校用務員や学校給食、一般ごみ収集などの現業業務にとど

まらず、公民館や図書館の管理運営、戸籍や税、福祉業務等の窓口業務に至るまで、

民間委託化や指定管理者制度の導入などによって人件費等のコストを削減している

自治体を基準として基準財政需要額の算定を行うとするものです。また、基準財政収

入額についても、これまで算定の基礎を「標準的な徴収率」としていたものを「上位

3 分の 1 の自治体が達成している徴収率」に改めるとしています。「トップランナー

方式」が導入されると、地方自治体は正規職員を非正規に置き換えるだけでなく、公

共業務の民間委託化や指定管理者制度の導入を余儀なくされ、公共サービスの直営を

維持することが困難になります。財政力が弱く地方交付税への依存度が高い自治体ほ

ど運営が困難になるものであり、本来、地方交付税制度が持つ財源保障機能を否定す

るものであるばかりでなく、地方自治体の政策誘導にもつながるものであり、ここで

も「国と地方は対等」という原則をないがしろにするものだと言えます。地方三団体、

とりわけ財政力が弱い団体の多い町村会は、「トップランナー方式」の導入に強い懸

念を表明していますが、消費税増税を延期したことによる財源確保のための地方財政

削減策の切り札としてとして、安倍内閣は 16 年度からの「トップランナー方式」の

導入、さらに 17 年度以降も対象となる業務を拡大しようとしています。 
また国・総務省は「地方財政の厳しさ」「人口減少等による公共施設の利用需要の

変化」などを理由に、公の施設や公務・公共サービスの削減、統廃合なども含めた「公

共施設等総合管理計画」を策定するよう、地方自治体に要請しています。「地方自治

体の縮小」につながる計画を策定することに対し、国は地方債の特例措置を設けて、

地方自治体をあおっています。この要請に対し、静岡市では小中一貫教育などによる

小中学校の統廃合、市営住宅の大幅な縮減、認定こども園の配置適正化による民営化

など、30 年間で公共建築物の総延床面積を 20％削減する「アセットマネジメント基

本方針」を策定しましたが、地域からの反発が多数上がっています。しかし住民生活

に大きな影響を与えかねない「総合管理計画」の策定による地方自治体機能の縮小は、

全国的、全県的に広がっています。 
国は、地域間連携をさらに強化するように求めています。財政規模や人口の少ない

自治体に他の自治体との連携を強めさせ、また「効率的な自治体運営のため」として、

点在集落などを集約し、さらにはより大規模な都市への集約をすすめさせようとして

います。2000 年代前半以降、国の政策誘導によって急激にすすめられた自治体合併

をさらにすすめ、財界が求める道州制移行を見据えたものだといえます。 
国の政策に基づいた地域間連携をすすめる地方自治体が少しずつ出てきています。

静岡県内においても、模索する動きが出てきていますが、いっぽうで、「平成の大合

併」の事実上の失敗から、さらなら自治体合併に慎重になっていることが。静岡自治

労連の憲法キャラバンでの自治体首長等との懇談でもうかがえます。 
地方自治体をめぐっては、この間の「地方分権改革」による基礎自治体（市町村）

への権限移譲により、都道府県の空洞化が指摘されるいっぽうで、市町村が地方自治

体としての責務を担いきれない状態にあることが指摘されています。これに対して静
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岡県では、賀茂地域の 1 市 6 町について、総務省の「新たな広域連携事業」による事

務・事業の効率的な執行体制の構築を、県が主導して検討する場を設置し、そのトッ

プに地元出身の副知事を置いています。すでに賀茂地域合同の消費生活センターの設

置や税の徴収事務の共同処理などが始まっています。国の第 31 次地方制度調査会が、

「市町村の広域連携が困難な地域での都道府県の補完が有用である」と答申するなか、

静岡県と賀茂地域の広域連携が、新たな自治体合併や道州制へ向かわせるものとなる

のか、それとも、都道府県の役割の鮮明化と自治の保障に結びつくのか、注目されて

います。 
 

３．社会保障・医療・介護・貧困と生存権などをめぐる情勢 

 いま社会保障をめぐっては、医療・介護分野を中心に、給付削減・負担増の改革計

画がすすめられ、17 年通常国会に多くの法案が提出されようとしています。2012 年

の「社会保障制度改革推進法」では、「自助・共助」を基本に公助を大幅に切り捨て

る方向性が打ち出され「社会保障制度に対する解釈改憲」とも言えるものです。 
安倍自公政権が掲げる「日本再興戦略」では、「推進法」や規制改革の方針に沿っ

て、社会保障削減と消費税増税、医療・介護などの分野の産業化をさらにすすめてい

くことを掲げています。また骨太の方針 2015 では、3 年間の社会保障費の自然増を 1
兆 5 千億円に抑える方針が示されています。 
介護の分野では、多くの地方自治体が、要支援 1・2 のサービスを、2017 年 4 月か

らようやく「介護予防・日常生活支援総合事業」に切り替えようとしていますが、国

はそれを待つこともなく、

財務省の社会保障費削減の

考え方に追随して、要支援

1・2 の「軽度者」を介護保

険給付の対象から外して市

町村の事業に移したり、要

支援・要介護の福祉用具レ

ンタルを有料化したりする

など、介護切捨てを加速す

る「見直し」法案を 2017 年

の通常国会に提出しようと

準備しています。地域包括

ケアシステムをめぐっては、

2025 年をめどに地方自治体

が中心となって行うことと

なっていますが、この際に

軽度のケアについては、「住

民主体等の多様なサービス」

へ提供主体を移行させる見
2015 年 04 月 財務省「社会保障制度改革の考え方」より 
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直しを行うとしています。これは、介護を指定事業者による「専門的サービス」から、

「住民主体の多様なサービス」として「共助」のサービス提供者に肩代わりさせよう

とするもので、高齢化がすすむ地域では地域活動の担い手が不足してサービスが提供

できない事態に陥りかねません。しかし国は、介護は公助ではなく、「自助・共助」

が主体となるものであるかのように強制的に移行させるしくみづくりをすすめてい

ます。 
医療の分野では、2015 年に成立した「医療保険制度改革関連法」によって入院時

の食事代の引き上げや大病院受診時の定額負担の導入、保険外併用医療となる「患者

申出療養」制度の創設など、患者負担を大幅に増加させ、医療サービスの格差を拡大

することが公然とすすめられようとしています。また、政府の経済財政諮問会議でも

「入院時の光熱費の本人負担」や「かかりつけ以外での受診で負担増」などを示すな

ど、国民のいのちを守る医療から、利益優先・公助縮小の方向性を鮮明に打ち出して

います。 
こうしたなかで行われた 2016 年度の診療報酬は 1.44％のマイナス改定となり、医

療制度改革関連法を着実にすすめようとする政府が、社会保障削減の手段の一つとし

て骨太の方針 2015 に盛り込んだことの結果となっています。そのいっぽうで、民主

団体などが要請してきた項目が反映された点もあり、運動としてねばり強い要請を続

けていくことが要求実現への道であることがあらためて示されています。 
国の「地域医療構想」に基づく都道府県での策定指示を受けて検討をすすめていた

静岡県は、2016 年 3 月に「静岡県地域医療構想」の策定内容を公表しました。それ

によると、2025 年度に静岡県の総人口が 350 万人を下回り、65 歳以上の高齢層が

30％を超え、約 5 人に 1 人が 75 歳以上となるとして

います。そして、2025 年度に必要な病床数を 26,584
床と、現在よりも3,199床も削減するとしていますが、

その多くが公立病院での病床数削減となると見られ

ており、地域医療の水準低下などの懸念が噴出してい

ます。 
国民健康保険をめぐっては、「医療制度改革関連法」

で 2018 年度から国保を都道府県に移管する広域化が

決められていますが、現在、それぞれの自治体で保険

料など制度が異なる「自治体間格差」にどう対応して

いくかという問題を抱えています。国は「全県統一の

保険料設定のために、標準的な算定方式と応益割合の

設定が必要」として検討をすすめています。 
2012 年に、当時の民主党政権下で、自民党・公明

党との三党によって「社会保障と税の一体改革」が合

意され、その後の第二次安倍自公政権が「社会保障制度改革推進法」が成立するもと

で、生活保護の削減が急速にすすんでいます。生活保護基準の引下げによって、1 人

あたり 6～10％もの削減が行われ、その額は 2013 年から 3 年間で 680 億円にものぼ

2016 年 03 月 15 日 静岡新聞 
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ります。いま自民党は「手当より仕事」を基本とした生活保護制度の根本的な見直し

として 6 項目を示し、生活保護制度そのものが岐路に立たされています。 
いっぽう、日本国憲法 25 条の生存権に基づく生活保護の切り捨ては許されないと、

全国でたたかいが広げられています。70 歳以上に支給されていた老齢加算が 2005 年

に全廃されたことに対し、全国で 100 人が原告となって老齢加算廃止の取り消しを求

めた裁判闘争は 10 年以上に亘って続けられ、その多くが敗訴となるなかで、新たに、

安倍政権のもとでの生活保護基準の引き下げが憲法 25 条や生活保護法に違反すると

して、全国 27 都道府県で 900 人以上が原告となって、いわゆる「生存権裁判」をた

たかっています。静岡県でも生活と健康を守る会・静岡を中心に「生存権裁判を支援

する会・静岡」が結成され、憲法の理念に基づいた生活保護制度を守るたたかいが展

開されています。 
静岡県の保護率は、2016 年 5 月の調査で 0.83％と、全国平均の 1.69％を大幅に下

回っており、本来、生活保護を受けられる人が受けられていないという状況にあると

いえます。被保護世帯全体に対して 65 歳以上の高齢層が占める割合は 51.4％と 5 割

を超えており、高齢層の貧困化が深刻化している実態を示しています。生活保護は権

利であり、住民の生命を守る最後の砦である生活保護制度を、実効性のあるものにし

ていくために、制度のあり方とともに、地方自治体の姿勢が問われています。 
 
４．TPP をめぐる情勢 

 TPP（環太平洋パートナーシップ）協定が、昨年秋に「大筋合意」されました。安

倍自公政権は、「TPP 断固反対」としていた自らの

公約にも反して、16 年の通常国会での TPP 協定に

批准する構えを見せていましたが、国会審議の場に

全面黒塗りの資料を提出するなど、協定の内容をほ

とんど明らかにしない秘密主義に終始しました。し

かし、アジア太平洋資料センターや農民連、食健連

などでつくる TPP テキスト分析チームが TPP 文書

の解明をすすめ、①TPP 協定には関税の撤廃・削

減をしない「除外」規定が一切存在しない、②「聖

域」とした重要５品目のうち「無傷」なものは一つ

もない、③付属書で、日本だけが農産物輸出大国５

カ国とさらなる関税撤廃に向けた見直し協議を特

別に義務付けられていることなどが、国会審議の中

で追求されると、石原 TPP 担当大臣や森山農林水

産大臣さえもが認めざるを得なかったことからも

明らかなように、「重要５品目は守る」としていた

国会決議にも明確に反するものです。 
TPP は、最終的には農産物の関税をすべて撤廃することはもちろん、農業だけでな

く特許の不平等な取扱い等による医療・医薬品の高騰、労働法制の規制緩和や海外資

2016 年 08 月 TPP テキスト分析チーム 

「続・そうだったのか！TPP 24 のギモン」より 
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本・外国人労働者の流入を加速させ、それらを拒む法律や規制に損害を受けた外国企

業などが多額の賠償を求めることができる「投資家対国家間の紛争解決条項

（Investor-State Dispute Settlement Clause：ISDS 条項）」を含んでいることなど、日本の

あらゆる経済主権を米国に売り渡すものであることが明らかになり、甘利元経済産業

大臣にからむ不祥事もあいまって、通常国会での批准承認を断念していました。 
TPP をめぐっては、米国の民主・共和両党の次期大

統領候補がそろって反対・批判的な立場を表明し、議

会審議での見通しすら立っていない状況であるほか、

他の参加国でも承認の手続きが得られるかどうか不透

明な状態となるなか、日本だけが先行して批准しよう

とする異常さが際立っています。 
日本農業新聞が 16 年 3 月に行った調査では、農政モ

ニターの 9 割が TPP に「不安」と答え、また、政府な

どが示した TPP による農産品などの影響についても 8
割が「過小」と回答するなど、TPP に対する不安は増

しています。16 年 7 月に行われた参院選でも、農業へ

の影響が大きい東北地方の 5 選挙区で野党統一候補が

自民候補に勝利するなど、TPP を強行にすすめる安倍

自公政権に対する批判が強まっていますが、TPP 協定批准と関連法案の成立を、秋の

臨時国会で強行しようとしています。 
 
５．リニア中央新幹線建設とスーパー・メガリージョン構想をめぐる状況 

東京と名古屋、そして大阪を結ぶ超高速鉄道「リニア中央新幹線」は、建設計画を

国土交通省が承認したことで、JR 東海が南アルプスのトンネル建設を含む工事に着

手しています。リニア中央新幹線をめぐ

っては、9 兆円とも言われる膨大な建設

費用を誰がどうやって負担し、また採算

の見込みがあるのかが疑問視されてき

ましたが、これまでは JR 東海が「自己

負担」としてきた建設資金について、政

府が大阪延伸の事業（2045 年予定）を

8 年前倒しにすることを条件に、財政投

融資を活用した 3 兆円の公的資金投入を閣議決定し、JR 東海もこれを受ける見込み

であると報じられており、政財界一体となったリニア推進の姿勢が鮮明になりつつあ

ります。 
しかし、日本の人口が大幅に減少することが明らかとなっているなかで、リニア中

央新幹線と東海道新幹線と合わせた輸送需要を現在の 1.5 倍と見積もっていることの

妥当性や、東京と名古屋間の全路線の８割を占めるトンネルを掘った際に出る残土を

どのように処理するのかなど、経済面、環境面での問題点に JR 東海が明確に答える

2016 年 06 月 15 日 静岡新聞 

2016 年 09 月 13 日 中日新聞 
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ことができないまま、建設工事が各県で始められています。 
静岡県内にリニア中央新幹線の駅は造られないものの、静岡市葵区北部の南アルプ

ス山中を 22km（うち静岡県内は約 11km）にわたってトンネルを建設する計画とな

っています。このトンネル掘削の際の 360 万㎥にもおよぶ残土について JR 東海は、

「静岡県中央新幹線環境保全会議」の場で南アルプスの扇沢や燕沢（つばくろさわ）

に積み上げる計画案を示しましたが、扇沢では土砂崩れや山体崩壊の懸念が強いとす

る静岡市の環境評価専門家会議などの指摘を受け、2016 年に大井川流域の燕沢に残

土の大部分を置くほか、井川の剃石（すりいし）を加えた 7 箇所の残土置き場とする

計画に変更しています。しかし、燕沢に大量の土砂を積むことで、東海地震や豪雨な

どによる対岸からの土砂の流出によって大井川がせき止められる可能性が指摘され

ており、安全性の懸念が払拭されていません。また、土砂によって大井川がせき止め

られることになれば、トンネル建設によって大幅に減少するといわれる大井川の水量

がさらに減ることにもなりかねません。 
燕沢は、UNESCO に指定された南アルプス・エコパークの中にありますが、そこ

で行われる大規模な自然環境破壊について、リニア新幹線を考える静岡県ネットワー

クと静岡市との懇談の中で、市は「UNESCO エコパークの更新に影響が出ないとは

言えない」と述べるなど、自然環境への影響に懸念を示しています。 
また、かねてから指摘されていたトンネル建設による大井川水量の大幅な減少とい

う問題に対し、JR 東海はトンネルから椹島（さわらじま）までの導水路を建設する

案を示していますが、仮にそれを実現したとしても、導水路の区間での環境や水力発

電所への影響は避けられず、また導水路を通すことによる水質の変化など、新たな問

題が指摘され、懸念は払拭されていません。 

2016 年 04 月 関西経済連合会「リニア中央新幹線全線同時開業推進協議会」資料より 
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リニア中央新幹線には、環境以外にも別の視点での問題点も指摘されています。な

かでも、リニア中央新幹線がスーパー・メガリージョン（Super Mega-region）構想の

重要な柱のひとつとなっていることです。メガリージョンとは、自治体よりも大きな

単位での圏域を指す概念のことで、日本では東京、大阪、名古屋などの大都市圏域が

それにあたります。スーパー・メガリージョンは、これらの圏域をリンクし、より大

きな圏域とする構想です。 
いま国は、人口減少がすすむ将来への対応として、地方財政の圧縮と集中、都市機

能の集約（コンパクトシティ化）と連携（ネットワーク化）を大規模にすすめようと

しています。安倍自公政権が「国土のグランドデザイン 2050」のなかで掲げたスー

パー・メガリージョン構想は、三大都市圏を超高速で結ぶリニア中央新幹線が不可欠

なものとなっていますが、これは、三大都市圏とそれをバックアップする一部の地方

都市圏以外を切り捨てていく政策であり、日本型の道州制としてめざされているもの

と重なります。スーパー・メガリージョン構想によって、三大都市圏、とりわけ首都

圏への人口と投資が集中する反面、地域間格差はさらに拡大し、地方からの人口流出

はさらに加速。地方の衰退と疲弊はいっそう深刻化することが予想されます。 
 
６．静岡空港と空港新駅建設をめぐる情勢 

静岡空港は 2016 年 6 月に開港 7 年を迎えました。14 年度から急増した搭乗者数か

ら、県は 15 年度（15 年 4 月～16 年 3 月）の年間搭乗者数の目標を 70 万人としてい

ましたが、69 万 8652 人とわずかに届きませんでした。国際線の伸びが増加分の大半

を占め、開港以来、初めて国際線の搭乗者

数が国内線を上回りました。いっぽう国内

線は 30 万 9083 人で、前年からほとんど

増えていません。県は「目標をほぼ達成し

た」として、19 年度には 100 万人の搭乗

者数をめざす目標を掲げています。 
しかし、静岡空港の 16 年 8 月までの搭

乗者数は 6 ヶ月連続して前年比マイナス

減少。5 月以降は 10～20％ものマイナス

で、特に国際線は 40％近いマイナスとな

っています。それを如実に表しているのが

定期便の減少です。静岡空港と中国各地の

空港を結ぶ定期便は 4 社 17 路線ですが、

16 年 10 月現在、運行しているのは、わずか 2
社 6 路線のみで、11 路線は運休。なかには開

始からわずか2カ月も経たずに運休した路線も

あります。このため、羽田空港や中部国際空港

の発着枠増加や中国人観光客の旅行の傾向の

変化などにより「静岡離れ」がすすんでいると

（上）２０１６年 10 月 01 日 中日新聞 

（下）2016 年 06 月 04 日 静岡新聞 
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いわれています。 
静岡空港の先行きの不透明さを抜け出せない状況のなか、静岡県は、静岡空港の民

営化方針をあらためて強調しています。県は、2019 年度に「公共施設等運営権制度

（コンセッション）」方式での民営化への移行を計画。民営化による県負担の軽減を

ねらっています。16 年 5 月に公表された「民営化スキーム案」では、事業期間を当

初 20 年間（延長可）として、17 年度にも運営権者を公募・選定し、決定していく考

えを示しています。 
しかし、静岡新聞 15 年 12 月の社説で「単に参入企業が利益を上げるだけの道具と

するわけにはいかない。何より県民が使いやすい空港でなければならない」と述べら

れるなど、県民財産である静岡空港を、民間企業の利潤追求の道具とすることに異論

や慎重な意見も噴出しており、県が 16 年 7 月に開いた空港民営化のシンポジウムで

も「民営化の目的を明確にすることが必要」といった意見が挙がっています。 
 
県は、16 年度予算に東海道新幹線の「空港新駅」のためとして 10 億円の予備費を

計上しました。川勝知事は 20 年度までの整備を主張してとりくみをすすめることを

主張しています。県は、新駅の実現に向けて、調査研究を

すすめ、空港ターミナルの南西にトンネル 2 本を新設して

引き込み線やプラットホームを造る案を提示。15 年度に設

置した「有識者」による技術検討委員会が「技術的に可能」

と結論付けました。また県は、16 年 7 月の県議会建設委員

会で、新駅の工事を400億円余りと独自に試算しています。 
これに対して JR 東海は、「（新駅を）造ることはない」

と静岡支社長が明言し、県との協議にも応

じない考えをあらためて示しました。いっ

ぽう川勝知事は、16 年 9 月の県議会の質問

に対して、JR 東海のリニア中央新幹線に対

し「県にメリットは何もない」と答弁。南

アルプスのリニア中央新幹線のトンネル工

事予定地視察については「JR 東海に協力姿

勢を示すことで、リニアができれば新幹線

新駅もできるという見通しを持っている」

と述べました。また、リニア中央新幹線に

ついては「（静岡県にとって）現状では、土

捨て場の提供と（大井川の）水量への懸念

など、悪影響しかない」と述べ、波紋が広

がっています。 
 
７．浜岡原発再稼働、清水天然ガス発電所などをめぐる情勢 

安倍内閣が 2014 年４月に閣議決定した「新エネルギー基本計画」で、原子力発電

（上・下）2016 年 03 月 18 日 

静岡新聞 
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を「重要なベースロード電源」と位置づけ、また原発再稼働の新規制基準によって「安

全性が確認できた原発は再稼働させる」という道筋を作ったことで、電力会社は現在

停止中の多くの原発の安全審査を申請しています。15 年 8 月、新規制基準での安全

審査を経て初めてとなる九州電力・川内原発 1 号機が再稼働されたのに続き、2 号機

も再稼働。16 年 1 月には関西電力・高浜原発 3 号機が再稼働されました。しかし高

浜原発をめぐっては、16 年 3 月に福井県の大津地裁が高浜原発の運転差し止めの仮

処分の判断を行い、再び停止されています。また、川内原発をめぐっては、16 年 7
月の県知事選で、運転停止を公約に掲げた三反園氏が当選し、8 月に九州電力に対し

て運転停止要請を行っています。 
また「夢の原子炉」ともてはやされながら、度重なる事故やトラブルに見舞われ、

1994 年からの 22 年間のうちわずか 250 日しか稼動していなかった高速増殖炉「もん

じゅ」が廃炉となることが決まりつつあります。もんじゅの失敗によって日本の核燃

料サイクルが見直しを迫られていますが、2016 年 9 月 21 日の朝日新聞は、政府は新

たな高速炉開発のための「高速炉開発会議（仮称）」を設置する方針だと伝えるなど、

安倍内閣の原発傾倒政策はまったく変わっていないことが示されています。 
安倍首相が「世界一厳しい」と豪語する日本の原発新規制基準ですが、福島第一原

発の事故の原因を究明したうえでつくられたものではありません。国際原子力機関

（IAEA）の深層防護の考え方や欧州

の規制基準と比べても不十分なもの

となっており、特に、住民の避難計画

が再稼働の判断となる新規制基準と

まったく切り離されており、避難計画

がなくても安全審査を通すことがで

きるという根本的な欠陥が指摘され

ています。 
御前崎市の浜岡原発をめぐって、中

部電力は、海側の防波壁の建設などの

安全対策に 4,000億円を超える費用を

注ぎ込み、また、周辺自治体住民に対

する「安全アピール」やイメージアッ

プのための広告宣伝費に数十億円の

費用をかけて、再稼働に執念を燃やし

ています。中部電力は、14 年に安全審

査を申請し、16 年 9 月までに 60 回を

超える審査が行われています。安全審

査は 16 年秋にも完了するといわれて

いましたが、敷地周辺に新たに断層が

見つかり、中部電力も「活断層」と認

めざるを得ないなど、安全性に影響を
2016 年 04 月 01 日 静岡新聞 
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及ぼす問題点があいついだことから、審査完了は無期限の延期となっています。 
さまざまな問題がある浜岡原発の再稼働ですが、なかでも最大の課題は、実効性の

ある避難計画をつくることができていないことです。浜岡原発の UPZ（31km）圏内

に住む住民は 11 市町 94 万人以上におよび、これだけの多くの住民を、どこに、どう

やって避難させるかはきわめて難しい課題であり、県が16年3月に示した計画でも、

避難先を具体的に示すところにまで至っていません。 
浜岡原発停止 5 年となる 16 年 5 月に、浜岡原発から 31km 圏内の 11 市町の首長

に対して静岡新聞社が行ったアンケートでは、5 人が「県の同意と別に、市町単位の

地元同意が必要」と回答。また、重大事故時の避難計画の実効性確保に多くの課題が

あることも明らかになりました。アンケートに対し、掛川市長は「（11 市町のうち）

非同意の市町が一つでもあれば再稼働はできない」と回答したほか、菊川市長は「避

難に要する費用を避難者が負担することは理解しがたい」と指摘しています。静岡県

の川勝知事は、5 月の記者会見の場で、使用済み核燃料の保管や処理方法が未確立な

ことなどを理由に「再稼働できる状態にない」とあらためて持論を展開。浜岡再稼働

を問う住民投票については、実施するのであれば、全県で行うべきだとの考えを示し

ています。 
 
原発再稼働の動きと並行し、いま各地で火力発電所建設の計画があいついでいます。

原子力発電所と比較すれば高い水準の安全対策が必要なく、比較的短期間で建設でき

ることがその理由として挙げられています。 
静岡県内でも、東京など大都市圏に

向けた電力供給を主眼に置いた 110 万

ｋW の巨大な液化天然ガス（LNG）火

力発電所を、東燃ゼネラル石油などが

JR 清水駅東口に建設を計画している

ことが明らかになり、住民から反対の声が挙

がっています。（当初計画では 200 万ｋW、その後 170
万ｋW に変更し、16 年 8 月にさらに計画を縮小） 

LNG 火力発電所は、燃料を燃やすことによる大量の排

気ガスと二酸化炭素（CO2）を排出するうえ、清水 LNG 火力発電所（仮称）の計画

では住宅地に隣接し、周辺には危険物を貯蔵したコンビナート施設もあるなど、非常

に危険性が高いと指摘されています。また、LNG を温めて気体に戻すために大量の

海水が使用され、1 日当たり 35 万トンもの冷却された排水が駿河湾に戻されること

で海水温が低下し、漁業などにも大きな影響与えるのではないかと懸念されています。 
周辺住民の多くが建設に反対しているのに対し、静岡市は「経済波及効果等調査報

告書」を発表して、稼働時には年間 190 億円の経済波及効果と 1500 人の雇用誘発を

生むと報告するなど、経済的な効果を強調し、住民生活への影響や住民の不安を封殺

したものとなっています。 
原発再稼働や火力発電所の建設計画があいついでいることの背景には、日本におけ

東燃ゼネラル石油株㈱ 2015 年 08 月「清水天然ガス発電

所（仮称）建設計画 環境影響評価方法書のあらまし」より 
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る電力の固定価格買取制度（FIT）が電力会社側に都合がいいように改定され、現時

点では発電コストの安い石炭火力発電や原発、メガソーラーなどの大規模発電所が有

利となっていることも原因と指摘されています。 
いっぽうで、全国で地域の資源を利用して地域でエネルギーを作り出そうという動

きが続けられています。電力小売自由化が始まった 16
年 4 月を前に、静岡県内でも、浜松市がイニシアチブ

をとり、また市としても出資する「浜松新電力」が設

立されました。全国一の日照時間を活かした太陽光発

電など地産地消の電力を中心とした自治体出資の電力

会社として注目されています。 
2016 年の夏は、観測史上最高の暑さとなる地域も多

数ありましたが、国民の節電意識の浸透や再生可能エ

ネルギーの普及によって、需要率が 95％以上となって

電力供給が危ぶまれるケースは一度もないまま、夏の

終わりを迎えています。 
 
８．県政世論調査等に見られる静岡県の状況 

安倍自公政権による大企業・大資産家優遇と庶民の生活を切り刻む政策がすすめら

れ、アベノミクスといわれる経済政策や消費税増税による物価高騰によって県民生活

は苦しくなってきていました。静岡県が 9 月に発表した 2016 年の県民調査では、暮

らしが「苦しくなっている」と答えた人が 36.7％で、9 年ぶりに 4 割を下回りました。

特に 40 歳代では前年比で 10.3 ポイントと大きく減少し、36.7％となっています。県

は「就業者の増加や賃上げなど雇用の改善が考えら

れる」と分析していますが、「苦しくなっている」

と答えた人の理由が、「給料や収益が増えない、ま

たは減った」と回答した人は前年並みの 56.1％と

なっており、春闘で連続して賃上げとなってはいる

ものの、その効果がまだ県民全体に及ぶまでには至

っていないという実態が見て取れます。 
日常生活に「悩みや不安を感じている」との回答

は 74.8％と昨年とほとんど変わらず、6 年連続で 7 
割を超えています。悩みの内容は「自分や家族の健康」「老後の生活設計」「今後の生

活費の見通し」と続きますが、「東海地震などの災害」が 48.2％と 5.5 ポイントも上

昇しています。これは、16 年 4 月に発生した熊本地震や、各地に被害をもたらした

台風による災害による不安が押し上げたものと考えられます。 
県政への関心度については、「非常に関心がある」と「まあまあ関心がある」が合

わせて 57.0％と、昨年を 4.2 ポイント下回り、二年ぶりに 6 割を割りました。参院

選以外の大きな選挙がなかったことに加え、県政における重大な課題が県民に見えづ

らい状況が続いていることが、関心度を引き下げたと考えられます。いっぽうで「県

2015 年 08 月 30 日 中日新聞 

2016 年 09 月 13 日 静岡新聞 
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へ意見や要望を伝えた」と答えた人が 15 年よりも 2.9 ポイント上回り、2 年間で 7.1
ポイントも増加するなど、県に対して要望をする人が増えている傾向がうかがえます。 
国の「統計でみる都道府県・市区町村の姿 2016」によると、2013 年度の静岡県の

県・市町の住民税は全国 7 位（8 位、カッコ内は前年の順位）、固定資産税は 4 位（4
位）など、財政力指数は 7 位（7 位）で、前年度と変わらず高水準を保っています。

しかし、その使途を見ると、65 歳以上の一人あたりの老人福祉費が 43 位（44 位）、

教育費が 41 位（41 位）など、県民のくらしに直接かかわる予算は昨年までと同様に

きわめて低水準で、なかでも民生費や児童福祉費に加え、今年は社会福祉費も全国最

下位（45 位）となっています。 
 
９．第 20 回静岡地方自治研究集会の意義と役割 

1947 年、日本は初めて地方自治が憲法に書き込まれ、戦後の民主化がすすめられ

ましたが、「逆コース」ともいわれる反動的な圧力のもとで、住民本位の地方自治が

確立していかない状況がありました。 
しかし、いまから 50 年前に静岡県で大きく広がった「三島・沼津コンビナート闘

争」で、住民の総意でコンビナート建設を止めたことが、地方自治に大きな変化をも

たらしました。この闘争には、町内会はじめ、多くの住民が立ち上がり、高教組など

静岡県評が組織する労働組合との共同の力で実現させたものであり、「地方自治を住

民の手に」というスローガンを体現する運動でもありました。このコンビナート建設

阻止の住民運動は、静岡県の産業基盤を公害型から組立型に変え、また、政治・経済

を大きく変えるものになりました。その後の三島市、沼津市、富士市、伊東市での革

新自治体の誕生につながり、その後の浜岡原発建設反対の運動、静岡空港建設中止を

求める住民投票や、市町村合併での各地の運動などにつながっています。また、自治

体労働組合においては、静岡市労連の保育の地域調査など、地域に足をふみ出す運動

にもつながりました。 
いま、安倍自公政権と対峙する自覚的な行動が世代を超えて広がり、民主主義、立

憲主義を守ろうという運動が大きく広がっています。こうした流れを、再び住民が地

方自治に積極的に参加することにつなげ、発展させていく機運が高まっています。 
そのいっぽうで、地方自治を根本から破壊し、グローバル資本主義に迎合して、米

国や財界、権力者の思いどおりにできる国と地方づくりに向け、道州制への流れを再

び加速させようとしています。憲法改定はこれと一体にすすめられています。 
日本国憲法に謳われた「地方自治の本旨」に基づき、住民のいのちとくらしを守る

国と地方自治体を実現していくためには、住民一人ひとりが学習を深め、地方自治に

参加する意識を高め、同時に、静岡県やそれぞれの市町の地方自治を充実・発展させ

ていく必要があります。今日の第 20 回地方自治研究集会を、全国に誇れる静岡県の

住民運動をあらためて振り返り、学び直す場とし、各地域、各団体の日頃の研究成果

を持ち寄り、各地域における自治研活動を活性化する学習と研鑽の場として、活発な

議論と参加で成功させ、憲法を地方自治にいかす日本と静岡県をつくるための力にし

ていきましょう。 
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第２０回静岡地方自治研究集会 

分科会１「どうなる？ 医療と介護」報告 
文責 小高 

【報告者・助言者】 

① 子どもの医療費助成制度 

静岡県保険医協会  宮倉慎二氏 

② 地域医療構想と国保の都道府県単位化 

静岡県民主医療機関連合会 連事局長  小峯貴之氏 

③ 来年度からはじまる新総合事業 

特定非営利活動法人クリエイト静岡 理事長  服部憲幸氏 

【運営委員】司会、記録 小高賢治（静岡民医連） 受付 中村恵美子（静岡自治労連） 

はじめに、この分科会について昨年は「福祉」（貧困や活保護の実態、生存権裁判等）も

含めて行われたが、時間の関係から今年は「どうなる？医療と介護」と「格差と貧困を考え

る」に分かれて行われました。 

会場には各方面の関係者をはじめ３０名が参加しました。 

運営は１テーマづつ（１時間弱）区切り、助言者からの報告を２０分～３０分してもらっ

て質疑応答をしてもらって、２時間４０分（休憩１５分）の熱心なが学習・討論がが行われ

ました。 

１）子どもの医療助成制度にいて宮倉氏から静岡県の子ども医療助成（外来一部負担、         

１回５００円、月４回まで）改善の運動や入院給食料の一部負担の増額のこと、また

群馬県の中卒まで窓口負担なし（外来も入院も）制度について「子ども医療無料化ア

ンケート集計結果」など資料に基づいて具体的な説明がされました。 

子育て世代の方の参加が少なかったこともあり、余り筆問はありませんでしたが、以

下のことなど、窓口負担を無くす運動の重要性が改めて確認されました。 

① 子どもに我慢させずに早く、受診させることができるし、他の子どもへの感染

予防にもなる（群馬県のアンケートより）こと。 

② 約９割が「軽度な症状の場合は様子を見守る」と回答したほか、「過剰な受診

は控える」等の回答が多かったということで、よく県交渉などで県側が返答す

る「無料にするとコンビニ受診が増える」というのは根拠がないこと。 

③ 早期に診れることで、重傷化を防げるし、患者さんに会計無し（待たせずに）

で帰ってもらえること（医療機関として）。 

④ 一回５００円、4 回まで（静岡県）や償還払いは受診抑制の効果を見込んでや

っていることであり、窓口負担なしの運動を取り組んでいく重要性が再度確認

されたこと。 
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２）地域医療構想と国保の都道府県化について、小峯氏から以下の点の話がされた。 

国が県にいかに医療費を抑えさせるか。そのために国保料（都道府県化）と入院ベットを

削減する仕組みづくりの考え方があった。国保の都道府県化については、国から３，４００

億円が投入されたが、もともと国保財政の健全化には１兆円が必要と言われ、国保料を即値

上げしないで済む程度のものでしかない。その他、各市町の国保料、医療水準、法定外繰入

金のことなどをどうしていくか。問題が山ずみ。 

医療構想について県は、３０，８６４床の病床に対して、２５，０００床あれば足りる

と。2025 年に向けて在宅５，０００人は入院の必要がないと考えている。病床をどうす

るかだけが議論の中心にされているようだが、本来の在宅のあり方があまりのも議論されて

いないのが問題。 

【参加者から】 

榛原病院では４５０床だが、経営難で徳洲会になってから稼働１９２床で精神科も産科も

なくなってしまった。今ある施設を稼働したくても医者が来ない。⇒２～３年べッドが稼働

しないと許可病床を取り上げられてしまう。 

３）来年度からはじまる新総合事業について服部氏から、現行の介護保険制度、そして新総

合事業への移行についての問題点などがパワーポイントを使ってわかりやすく話された。 

また２４都道府県、１６７の市町から国への意見書が採択され、来年の通常国会に向けて

全国で 150 万筆の「改善保険制度の見直しに対する署名」を取り組むこと、各市町に困

難な事例で交渉していくことなどが提起された。併せて焼津市の意見書が紹介された。 

【参加者からは】 

・新総合事業の始めている市町では要介護認定が激減している（伊豆市、島田市など）。

チェックリストでやれば、認定がいらないので明日からでもサービスが受けれるが、

要介護認定がされれば要支援でも介護保険が受けられる。 

・新総合事業がギリギリまでできないのは事業所、ボランティアの受け皿がないから。 

・国から県にそして市町から丸投げされ、現場（ケアマネ）に矛盾が集中というのが実

情。そして 2017 年度以降してからがもっと大変な状況を迎えることに。 

～参加者の感想文から～ 

◇どんどんかってに進められている状況。市町は住民にしっかり説明する義務をはたし、

反対する（改善すべき）部分はしっかり伝えられるといい。 

◇地域の現状交流がよかった。 

◇自治する力をつけるためにはもっとよく知らなければと思った。 

◇政府等のやり方の悪さがよくわかった。同時に運動の大切さも。 

◇医療や介護は問題が山積みであることがよく分かった。ありがとうございました。 

◇医療食のため介護分野の実態がなんとなくわかっていたが、病院から自宅に帰る方々

は機能が落ちているので、その支援をやっていかなけば家族も大変になってしまうと

思う。 
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            第２分科会 報 告 書 
                   報告者 鳥羽 朝子  

 
分科会名 

 

  

格差と貧困を考える 

 

 
会場 

 

 

第２会議室 

 

参加者数 
（特徴） 

 ２６人 

 

 

時間 

 

13:00～ 

16:３0 
助言者及び

報告者 

（氏名とタ

イトル等） 

中澤秀一県立大学短期大学部准教授 

「最低生計費とその分析、生活保護とは？」と題して講演（１時間３０分） 

 

講演の内容

及び出され

た質問や討

論 

〇講演では、絶対的貧困と相対的貧困についてふれ、とくに相対的貧困は６人に１

人で１６.３％、これは世界で４番目に低い。義務教育といっても無償なものは教

科書と授業料、それ以外は全部お金がかかる。塾にかかる費用など学力は今やお金

で買う時代、親の年収が高いのと大学進学率は比例している。ついで生活保護につ

いて憲法２５条を具体化した制度であり①国家責任の原理②無差別平等の原理に

ついて、さらに「最低生計費」調査について詳しく述べそこから見えてきたものは 

最低賃金、生保・・あまりにも低いこと、全国どこでも最低生計費に違いがないこ

と、賃金だけでなく社会保障も充実させなければならないことなど。さいごに人間

らしい生活を取り戻すために「あるべきもの」を示しました。 

 

●質問では、ＮＨＫニュースへの感想も出され意見交換した。「こういう世の中に

なるとは思わなかった」「こういうニュースをみて自分より下をたたく、苦しい人

がさらに苦しい人をたたく、こんな現象が悲しい」。さらに生保の実態が語られま

した。自治体職員の人からは「生保を受けないで少ない収入で生活している実態も

報告されました。法律に基づいて仕事をしているジレンマや、生保の申請について

の対応についても語られました。 

●助言者の先生から、貧困とは何か、今日の分科会で理解してもらえたと思う。 

健康格差についても自己責任にしてしまうと解決しない。社会に責任がある。声を

上げていくことが大事と発言もあり交流しました。 

そのあと子どもの貧困ネットワークのこと、子ども食堂のこと、生存権裁判につい

ても話題となりました。 

その他 

感じたこと 

 生活保護の実情を知らなかったので参加者の意見が聞けて良かった。最低賃金を

上げる、人間として最低限の生活ができる保障の大切さなどいろいろ出し合って良

い分科会になったという感じがしました。 

 参加者も多かったです。 
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第２０回静岡地方自治研究集会 

分科会３ 地域経済振興条例をどう生かすか 

報告者 杉本護(静岡県商工団体連合会) 

 

長引く消費不況のもとで、中小企業・小規模企業が疲弊する中、政府は２０１４年６月

に「小規模企業振興基本法」を制定し、小規模企業への支援を自治体の責務として明確化

された。静岡県はこれまで他の条例があることで振興条例制定は不要としてきたが、基本

法が制定されたことをうけ、遅ればせながら、2016 年度中に基本条例が制定される見込み

となった。 

分科会３では、地域経済振興基本条例をどう生かすか、条例をつくる意義と活用につい

て講演を行ない、条例制定後の富士宮市の「懇話会」の取り組みなどの報告を受け、条例

の活用について話し合い・討論を行った。参加者は１４人だった。 

 

１．分科会での基調報告 

 演題「地域経済振興条例と地域再生を考える」 

 報告者 児玉和人（静岡英和学院大学短期大学部・現代コミュニケーション学科准教授） 

 

 静岡県の経済規模は、製造業全国シェア 5.2％で第４位、モノづくり県であると同時に、

漁業・養殖業の生産額も全国５位と大きいことも特徴。また、比較的ホームレスなどの困

窮者が少ない県。 

 静岡県の地域政策はこれまで企業誘致政策が中心で「不動産業」のようなものだったが、

最近になって、雇用の創出や産業の振興が言われ始めてきた。地域産業政策とは、特定の

産業を対象にした政策であり、地域にとっとその産業を振興させる理由がある場合に、政

策が実施されるもの。 

 条例制定の歴史を振り返ると、中小企業振興基本条例は 1979 年に墨田区で最初に制定さ

れたが、1990 年代まであまり広がらなかった。振興策については、商工団体からの提起を

もとに話し合いや運用上の規約を定めていた。（豊中方式） 

 1999 年に中小企業基本法が改正され、地方公共団体に中小企業施策を策定し、実施する

責務が課せられる中で、2000 年代に入り振興基本条例制定が急速に広がった。 

 条例制定の意義として、①地方自治体自身が中小企業ないし、地域産業を振興するとい

う立場を明確にする。②地域の中小企業に対して自治体のスタンスを明示することで、自

治体の考えと方向性が理解できる。③行政の姿勢の連続性を担保することができる。の３

点をあげた。また、最近の条例は、自治体、中小企業、市民の役割に加え、大企業や金融

機関の役割も明示されてきたのが特徴であり、大いに生かすべきである。 

 条例を生かした事例では、千葉県の振興条例制定後、自治体職員の意識に変化、県下の

市町に条例制定の動きが広がる。中小企業と自治体の一体感が出るようになった。などを

あげ、コクヨ八尾工場が撤退するとき、八尾市は基本条例を使って交渉し、跡地の協議、

関連子会社の誘致などをコクヨ側から提案させた。 
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２．富士宮市「懇話会」の報告 

 報告者 小野田雅彦富士宮民商事務局長 

 

 富士宮市中小企業振興基本条例は 2015 年４月に施行された。富士宮民商は毎年の対市交

渉で条例の制定を求め続け、日本共産党市会議員団も議会質問で制定を求めてきた。富士

宮市は日ごろから「革新」の運動が比較的盛んなこともあり、県内では富士市に次いで２

番目の制定となる。また、そうしたことから、振興条例制定に伴って設置された「中小企

業振興懇話会」の構成委員として富士宮民商にも「委員推薦依頼」が届き、構成メンバー

となる。 

 懇話会は富士宮市における中小企業の振興に関する施策について協議することを目的に

設置され、経済団体、中小企業者、金融機関、会計事務所、市職員ら１０人で構成され、

年に数３～４回の会議を開いている。 

 初回の会議で先進地にならって悉皆調査を行うことを座長になった商工会議所副会頭が

提案するなど意欲的。この間の会議では、異業種工業団地進出や小水力発電事業、中小企

業実態調査などを議論し、実態調査は業者に委託するが、商工会議所、商工会、民商など

は直接訪問することを決める。 

 会議後の懇談会(飲み会)では、「優れた企業ややる気のある企業を応援すればいい、支援

しても税金として戻ってこない所は支援してもしょうがない」など本音と言えるような話

も出ているので、中小企業が地域で営業を続けること自体が社会貢献であることへの理解

を深めることも重要になっている。 

 富士宮市の中小企業振興基本条例そのものは、中小企業の役割や自治体の責務などは明

確になっているので、まさに「懇話会」で条例の精神に沿った議論を深めることが、条例

を生かした、実効性のある施策をつくっていくことにつながっていくことになる。 

 

３．討論・交流 

 討論では、自治体の振興策として地域でお金が回る仕組みをどうつくるか。東部地域は

観光で人を呼んでも滞在せずにお金が落ちない。滞在型の観光を考える必要性が出された。 

また、静岡市などはものづくりや商店振興の条例が以前からあり、振興基本条例制定に積

極的にならない。振興策もイベントと企業誘致に偏り、本当の意味の地域経済の振興策に

なっていない。プレミアム商品券も大手の企業で消費され、小規模企業の振興には十分に

役立っているとはいえない。など厳しい現状がだされた。 

 また自治体職員からは、最賃の引き上げに中小企業が最も抵抗する。ここへの理解をど

う広げたらいいか。公契約条例と地域経済振興基本条例の制定を一体となって進めるには

どうしたらいいかなどの問題も提起された。 

 沼津市での振興条例制定の運動では、労働者の振興も条例に入れている。条例は前文が

大事で地域の歴史と今後についてしっかり見る必要がある。そのためにも今後条例をつく

っていく自治体は、実態をしっかり調べることが大事との意見も出された。 

 最後に、酒井研究所員から、商工経済について地方自治の研究として、定期的な話し合

いを持つ「研究会」みたいなものの立ち上げが呼びかけられました。 
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            第４分科会 報 告 書 
                   報告者 志田 剛  

 
分科会名 

 

  

ＴＰＰで県民の暮らしどうなる？ 

 

 
会場 

 

 

第３会議室 

 

参加者数 
（特徴） 

 １９人 

 

 

時間 

 

13:00～ 

16:３0 

講師及び報

告者（氏名と

タイトル等） 

大多和暁弁護士 

「恐ろしい怪物ＴＰＰ－農業・医療・食の安全・労働 etc この国の形が変わっ

てしまうー」と題して講演（１時間３０分） 

それを受けた形で以下の２名が報告した。 

①矢入静夫氏 ＴＰＰから農業を守ろう 

②志田剛氏  医療・国民皆保険制度が守れるか 

講演の内容

及び出され

た質問や討

論 

〇講演では、ＴＰＰ攻防の本質である新自由主義と格差社会の拡大が根底にあり、

ＴＰＰは新自由主義を多国間で、国を跨いだ経済活動の自由のために例外なき関税

撤廃及び非関税障壁の撤廃をめざすものである。それを端的に示すのは「投資家の

意思（利益）を国家の意思（他国の利益・国民の安全）」の上に置くＩＳＤＳ条項

なるものです。条項は法律よりも上に置かれるものであり、外国投資家に国家以上

の力を与え、ある意味憲法さえ変えさせる可能性があるとんでもないものである。

食の安全にかかわる遺伝子組み換えの問題含めてＴＰＰについてかなり詳細な説

明がされ、参加者の皆さんもはじめて聞くという内容が多かったようです。 

○補足的に矢入氏から県内の農業の問題点が話され、志田氏からは、医療特に薬価

の透明性にかかわる問題点などが報告され、質疑応答に入りました。 

●質問では、自治体職員からは最低賃金を定めていてそれによって投資家が損をし

た場合どうなるのか、ＩＳＤＳ条項というのは法律よりも上にくるというが憲法を

も変えられることもありうるのかなどＩＳＤＳ条項についての驚きと質問が集中

しました。 

●医療に関連しても、日本の薬価審査会に「透明性の確保」を理由にアメリカの投

資家が審査会に参加してきて自分たちの利益を守ろうとするというがアメリカの

薬価はどのように決められているのか等の質問も出されました。 

 

その他 

感じたこと 

 ＩＳＤＳ条項によって投資家・企業の利益が最優先され、国の制度さえ変えられ

るとしたら日本はアメリカの大企業にいいようにされる、そういう大変なことが国

会で批准されようとしていることに参加者は改めてＴＰＰの本質・ひどさを再認識

した。会場で農民連が準備した「署名」に応じるとともに最後まで学ぶことを追求

し批准させない運動を強める必要性を確認した。 
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            第５分科会 報 告 書 
                   報告者 酒井 政和  

 
分科会名 

 

  

浜岡再稼働・ＬＮＧと住民の安全 

 

 
会場 

 

 

大会議室 

 

参加者数 
（特徴） 

 ２４人 

 

 

時間 

 

13:00～ 

16:３0 

助言者及び

報告者 

（氏名とタ

イトル等） 

①林克（原発をなくす会） 

②川又登（ＬＮＧ火力発電所建設を考える協議会） 

③平野陽介（静岡県保険医協会） 

④桜井和好（原発はいらない島田の会） 

 

講演の内容

及び出され

た質問や討

論 

〇４人の報告者がそれぞれのテーマでまず報告を行いました。 

林氏の報告は、中電の安全対策終了の期限を決めない延期を発表したことなど浜岡

原発をめぐる情勢と運動の課題を提起、延期についての危険性を知らせること、署

名を中心に県民の再稼働反対の意思を結集する運動が大事と。平野氏は、浜岡原発

事故における医療・介護施設の避難計画に関するアンケート結果について報告。避

難体制や原発３１㎞の避難先の施設における要援護者の受入体制が確立していな

いことなど問題点を指摘した。川又氏は、東燃ゼネラル石油の清水天然ガス火力発

電所の建設計画について、しくみや規模、問題点、今後の予定など報告、積極的に

調査・学習をして欲しいと行政への要望と住民の声を大きくしていきたいと。 

桜井氏は島田市における「浜岡原発いらない会」の各同について報告した。 

 

●質問・討論では、ＬＮＧ問題について質問や意見が集中した。 

 「浜岡とＬＮＧを一緒の問題として考え原発を止めたいからしょうがないとなる

ことがある。どう考えたらいいか？住民自治が抑えられている、一番は行政だ」「清

水のアセスの権限は？」などの質問もだされた。 

●浜岡原発もＬＮＧも住民の安全をまもる共通項がある、三島沼津のことは非常に

教訓となる。住民の意見が大切、学習型の運動で住民の共感を広げていくことが大

事などの意見が出されました。 

その他 

感じたこと 

 浜岡原発再稼働とＬＮＧ火力発電所問題を「住民の安全」の視点から同じ分科会

で報告・討論したが、ＬＮＧは新しい問題でもあり、どいしても質問や意見がそこ

に集中した感があった。 
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          第６分科会 報 告 書 
                 報告者 八木澄人  

 
分科会名 

 

  

自然環境破壊のリニア新幹線 

 

 

 
会場  

 

大会議室Ｂ 

 

参加者数 
（特徴） 

 ２３人 

 

 

時間 

 

13:00～ 

16:00 

講 師 及 び

報告者（氏

名とタイト

ル等） 

林 弘文静岡大学名誉教授 

１．リニア新幹線のトンネルと残土置き場問題 

２．リニア新幹線トンネル掘削による水減少問題とＪＲの対応 

３．第 3 次現地調査報告 

芳賀直哉静岡大学名誉教授 

 １．ストップ！リニア訴訟 裁判の争点について 

出 さ れ た

質 問 や 討

論 

〇長野県では、関係する自治体は建設推進で、ＪＲではなく市の職員が用地買収

を行っている。 

〇リニア新幹線を動かすための電力を確保するために原発再稼働がすすめられ

ていることは初めて知った。 

〇静岡県では丹那トンネルは断層が動いて２ｍ動いた。また、工事により一帯の

水が涸れて 

〇ＪＲの計画では鰆島までの水は減少したままで大和いわなが絶滅する、エコパ

ークに影響する。 

〇リニア問題も知らない人、関心の無い人が多い。どうしたら知らせられるか？ 

〇リニア問題を断片的に聞いているが、問題の全体像を知りたくて参加した。 

〇山が好きだが、トンネル工事で大勢の人が山に入り、環境に与える影響が心配。 

〇2 年前にこの分科会に参加、その後の変化について知りたくて参加。 

〇ＪＲはリニア技術を海外に売り込むためにやっているという意見があり自分

もそう思う。 

〇南アルプスに穴を開けること自体が問題だと思う。 

 

その他 
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第２０回静岡地方自治研究集会の実行委員会としてのまとめ 

               ２０１６年１１月１６日第６回実行委員会で確認 

 

 第２０回静岡地方自治研究集会は、記念講演の宮本憲一氏による「地方自治の本旨―三島沼津公害反対闘争から

沖縄辺野古新基地問題まで」への期待もあり会場いっぱいとなる１４０名の参加で成功しました。 
三島市・沼津市で取り組まれた石油コンビナート建設反対運動に深く関わった宮本氏をお迎えして第２０回の自

治研集会を開催し講演をお願い出来たことがまず成功の大きな要因となりました。 
宮本氏は、地方自治の本旨を考えるうえで自治労連の果たしてきた役割と歴史についてふれるとともに、三島・

沼津の住民運動から得た３つの教訓を明らかにし、その後の環境運動の前進や革新自治体の誕生につながっていっ

たと話し、今後の住民運動の発展と沖縄基地問題に連帯した運動を呼びかけました。 
 感想アンケートで「４回以上参加していますが一番内容が充実していて、分かりやすく、地方自治の役割を再認

識させられる内容でした。とても参考になり組合活動の基本姿勢を改めて考えさせられる内容でした。私も地元を

愛しそこに生き続けるために頑張りたいです」「地方自治の自主権が法律で守られていると聞いて、今まで地方自治

は政府の出先機関と思っていたので得心した。自分の町を守るため色々と学習しながら自分たちの生活を守ってい

きたい」などとありました。記念講演への共感を示す感想のひとつです。節目となる記念講演にふさわしいものと

なりました。 
 宮本講演が明らかにした三島沼津の経験を今の政治状況のなかで生かしていくことが大事で、タイミングのいい

企画でテーマも良かったことが総括の中でも確認されました。分科会も詳細はそれぞれの「報告」に譲りますが、

いづれも満足度の高いことが「アンケート」にも示されており確認しました。 
 基調報告は、早口という昨年同様の評価はありましたが、情勢と課題が全体として良くまとまっているという評

価が多かったと思います。事務局長の努力と実行委員会での集団の知恵が結集されたものとして今後も期待される

ものです。 
 分科会は、今回は６つの分科会となりましたがどの分科会も一定の参加者が確保され運営されていたようです。

又反省として、分科会の責任者を決めること、その人を中心に「アンケートを忘れずに出してもらうこと」「分科会

のまとめを誰がどのようにまとめるのか」を事前に確認をしておくことが必要だということです。 
又司会の人用の「マニュアル」を作成する必要があるのではないかと池が出されました。 
医療介護と区別して、福祉・貧困問題を独立した分科会としたことは参加者の組織や内容を深めるうえでも良か

ったのではないかと思います。原発とＬＮＧを一緒にというのは難しいのではという意見も出されました。 
 全体として、参加者が昨年よりも多く、午前中に１４０名、午後の分科会含めて延べで１７０名の参加となりま

した。職種別には、自治体職員が若干増え（６％前後）ましたが、議員の参加は努力したがほぼ同数に留まったこ

と、当日参加が非常に多かったという感想も出され、確かに例年の約倍になっています。 
 このような熱心な研究会が開かれていることに敬意をもちつつ「住民参加が特に制限はされていませんが親近感

が持てず分科会へは参加しません。もう少し住民（市民）も企画に参加できるようになると良いと思います」との

意見はまだまだ「敷居」が高いことを示しています。 
こうした意見をふまえ、実行委員会の中で活発に意見が出されました。 
 
次回集会に生かしていく内容として、「資料代３００円」とかもらってもいいのでは？ 分科会で参加したいと

いうものがない場合もあり、「講座」形式のものはひとつぐらいあってもいいのではないか。 
「地方自治研究集会」というのは「地方自治」を「研究」している人たちの集まりという「誤解」も生まれやす

く固い感じ、もっと敷居を低くできるよう工夫が必要ではないか。例えば「わが市・町と暮らしを語る交流集会」

サブとして「第２１回静岡地方自治研究集会」はい入れるとしても・・ 
又、参加申し込みの仕方に工夫が必要では、例えばホームページ的なものも考えるべきではという意見・・ 
いろんな意見を汲み尽くし更なるより良い研究集会にしていくことを確認しました。 



32 
 

第２０回静岡地方自治研究集会のまとめ                    

１ 参加者     午前だけ午後だけの人も含め参加者は１７０名 

◎ 全体集会   自治労連  ４９名     実行委員・助言者・要員  １２名 

          一般住民   事前申し込み  １２名   当日 ６７名  計  ７９名 

                                        合計   １４０名 

◎  分科会    自治労連  ４９名     実行委員・助言者・要員  １３名 

          一般住民   事前申し込み  １２名   当日 ６１名  計  ７３名 

                                        合計   １３５名 

   分科会内訳   分科会 １（医療・介護） ３０名    分科会 ２（格差）  ２６名 

分科会 ３（経済）    １４名    分科会 ４（ＴＰＰ） １９名 

分科会 ５（安全）    ２４名    分化会 ６（リニア） ２２名 

 

◎ 参加者の内訳（アンケート回収６９名）   

性別 男性５６.５％ 女性４３.５％  

年齢 ２０代８.７％ ３０代７.２％ ４０代１１.６％ ５０代２０.３％ ６０代２９％ ７０代以上２３.２％ 

職種 自治体労働者３６.２％ 会社員・団体職員１１.６％ 議員２.９％ 自営業者７.２％ その他４２.０％ 

参加回数 はじめて４６.４％ ２回目１０.１％ ３回目１０.１％ ４回目以上２７.５％ 不明５.８％ 

 

２ アンケートの集約による感想とまとめ 

◎ 全体集会記念講演 大変よかった５５.１％ 良かった２９.０％ 難しかった８.７％ 参加していない５.８％ 

感想 ・勉強不足で三島・沼津の運動をはじめて知った 

・三島・沼津の運動のことが良く分かった。デモや集会の映像があれば見たかった 

      ・自然な良い環境はつぶさずに良い暮らしができていけたらいいと思います 

      ・住民と一体となった活動となると現実的にできることが少ない。難しいのが感想です 

      ・住民運動の考え方を私たちの運動にとりいれることだと思いました。勉強して身につけたいと思います。 

          ・三島・沼津闘争は知らなかったので、現在の“野党共闘”を考えるとすごい教訓、当時の関係者が首になった

と聞いて又びっくりでした。 

      ・知らない事ばかりでした。今日聞いた事を回りの人に伝えていきたいと思います。 

      ・地方自治を守ることの大切さが非常に良く分かりました。 

      ・沼津の人間として誇りを持つ事が出来た。 

      ・４０年振りに先生のお話しを伺いました。お元気で充実した講演をいただき感動しました。地方自治について

環境問題について一層関心を高めようと思います 

      ・地方自治の自主権が法律で守られていると聞いて、今まで地方自治体は政府の出先機関と思っていたので得心

した。自分の町を守るため色々と学習しながら自分たちの生活を守っていきたいと考えた。」 

      ・転勤して静岡県民となったので、沼津・三島のコンビナート反対運動について初めて知りました。宮本憲一さ

んの「恐るべき公害問題」を読んでいたのでご本人の話を拝聴したかったのですが、住民運動の方法論、

成功例を知ることができて心が揺えました。これからの活動の心の支えにしたいと思います。 

     ・質問したかったこと。革新自治体がなぜ衰退したのか？ と新たな革新自治体をめざす上で何が必要か？ 

      ・公害反対の市民運動が大切な事が具体的に分かりました。労働者・市民の運動がまず第一に進めていきたい。 

      ・地方自治についてあまり考えたことがなかったのでお話を聞き地方の一人としてしっかり考えていかなければ、 

そして辺野古に対する政府のやり方はまったく住民の生活を無視している、私たちのこととして考えたいと思 
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います。 

     ・４回以上参加していますが一番内容が充実していてわかりやすく地方自治の役割りを再認識させられる内容で 

した。とても参考になり組合活動の基本姿勢を改めて考えさせられる内容でした。私も地元を愛しそこで生き 

続けるために頑張りたいです。 

      ・三島・沼津のコンビナート反対運動の価値が改めて良く分かりました。地方自治研究集会が政策を学び住民の 

幸福につながるような仕事につなげる学習の場となっていると感じました。 

     ・住民・民主主義の在り方を考えさせられるものであった。情報を公開し住民の意見を吸い上げてまとめること 

が肝要であると思う。自治体の審議委員になっている先生方は、住民の意見を聴いてよい提言をしているだろ 

うか 

     ・三島・沼津の運動の素晴らしさと現実との差の大きさに愕然とします。清水区の東燃火力発電所の問題は大変 

な状況です。お話は大変分かりやすくすばらしかったです。 

◎ 全体会基調報告   

・短時間の中でも資料もわかりやすくまとまっていてわかりやすかった。 

     ・全体が記載されており、毎年楽しみにしています。書く人は時間も少なく大変でしょうが。 

     ・今年も早口のままになっていましたが、時間配分が難しいですね。内容については資料が良くできているとお

もうので良いのですが。 

     ・短時間の中での報告でもポイントがおさえられてわかりやすかった。 

     ・早口で内容を理解するのが大変でした。重点をしぼっていただければと思いました。他は文書報告で。 

     ・早口でしたが短時間でよくまとめていらして感心しました。 

 

◎ 分科会１  よくわかった６.７％ 大体分かった５３.３％ 勉強になった４０.０％   （回収１５） 

・介護ですが、要介護２以下の人を介護保険の給付対象から外すという改悪が狙われているがこれでは益々在宅での

介護が増え「介護離職」が急増するのではないかと心配しております。 

・医療や介護は問題が山積しているのがよく分かった。具体的なことがまだ決まらず予想がつかないが悪くなる一方

だということは分かった。 

・医療職のため介護分野の実態が何となく分かったが、病院から自宅に帰る方々は機能がおちているのでその支援を

やっていかなければ家族も大変になってしまうと思う。 

・どんどん進められている状況、市町は住民にしっかり説明する義務を果たし反対する部分・改善する部分はしっか

り伝えられるといい。 

・政府等のやり方の悪辣さがよく分かった。同時に運動の大切さも。 

 

◎ 分科会２  よく分かった２５％  大体分かった４０％  勉強になった３０％ 難しかった５％（回収２０） 

・意見がたくさん出て良かった 

・貧困について自分が考えていた以上に身近な問題なんだということに驚いた。とても勉強になった。 

・国家財政は世界でも上位です。お金の使い方の順番を変えていくことが必要。マスコミに惑わされないように。 

・私の貧困が分かりました。 

・最低生計費とても大事だと思います。参考にしていきたい。 

・貧困の考え方を改めさせられました。非正規・低賃金で働くことが当たり前のようになっていて、生活保護費など

も減らされ、普通の生活が出来ない人が増えていること、たくさんのことが重なって悪循環になっているとも感じ

ました。たくさんの人に知ってほしいです。 

・生計費の集計・分析の方法等について説明していただきました。これをキッカケに勉強しようと思います。最低生

計費について知り考え方について知りました。 
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・生活保護の実情を知らなかったので、参加者の意見が聞けて良かった。最低賃金を上げる、人間として最低限の生

活が出来る保障の大切さ、憲法２５条を守る訴え、色々のことを勉強させていただきました。 

・生活保護受給者の生の声が聞けて良かったです。 

 

◎ 分科会３  よく分かった   ％  大体分かった   ％  勉強になった   ％  （回収１） 

 

◎ 分科会４  大体分かった２７.３％ 勉強になった６３.６％   難しかった９.１％  （回収１１）        

     ・ＴＰＰ阻止です 

   ・ＴＰＰ問題は難しいものだと思っていたけど１つ１つ説明を聞いて、こういうことだったのか・・ということが理

解できて良かったです。知れば知るほど今後の日本の農業はどうなってしまうのでしょうか 

   ・国際条約ＴＰＰの概要、流れの講義を聴く機会があって良かった。このような中味（法）は難しくにわかには理解

できない。何が起ころうとしているか定期することも必要ではないか 

   ・ＴＰＰに反対していきたい。まわりの人にもＴＯＯがどのようなものか、今回の学習で学んだことを広めたい。 

    短い時間でもわかりやすくまとめて話をしていて感心しました。 

 

◎ 分科会５  大体分かった５０％  勉強になった５０％                 （回収３） 

   ・清水の火力発電所問題は本当に大きな問題 

   ・浜岡原発の位置の危険性 断層等良く分かりました。又清水の火力発電所について初めていろいろ知り驚くばかり

でした。住民がしっかり勉強して自分のまわりを良くするべき努力が必要だと思いました。 

              

◎ 分科会６  よく分かった３３.３％   勉強になった６６.７％ （回収６） 

   ・リニア新幹線は百害あって一利無し、中止させる地域で目に見える運動をする必要 

   ・どこをどう取り上げてみてもリニアはいらない、つくらない方がいいということが良く分かった。 

   ・大変興味深かった。リニア建設において何が問題になっているか、少しではあるが理解できた。これからリニアに

ついて注視していくキッカケになった。 

   

 

◎ 自治研集会全体への意見・要望 

 ・もっと若い方の参加を促せないかと思います。若い方たちへの勉強会を開いていただきたいです。 

   ・記念講演に対する質問時間を３０分とったのは良かった。最近の集会時間がなくてみんなの声を軽く扱う傾向にあ 

りますので。 

 ・良い催し物をして下さり有難うございます。 

 ・市の職員の実際の対応が聞けて良かった。公務員の方の意見が聞けてよかった。 

   ・自治体労働者として、国策と職場の状況を考えるとその矛盾を考えるような企画、例えば「マイナンバーと国民生

活」みたいなものが今の状況をみるといいのではないか 

  ・色々なテーマで学習できるのでまた参加させていただきたいと思います。 

 ・地方自治について研究し運動していることを知りました 

 ・分年の回数を増やすといい 

 ・自治体の職員の方々がこのような研究会を開かれていることを知りませんでした。２０年以上市民運動をしていて

です。住民の参加が特に制限はされていませんが親近感が持てなかったので分科会への参加は検討しませんでした。 

  もう少し住民も企画に参加できるようになると良いと思います。このような熱心な研究会が開かれていることに深

い敬意を表します。有難うございました。 
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編集後記 

・今回の所報は１０月９日の第２０回静岡地方自治研究集会特集とさせていただきました。 
 ２０１６年は１９９６年に静岡県地方自治研究所設立から丁度２０年という節目の年という 
 ことで、自治研集会も記念集会にふさわしく、三島沼津コンビナート闘争に深く関わった宮本 
 憲一先生に記念講演をお願いしました。半世紀前のこの経験を今の情勢のもとでどう生かして 
 情勢を切り開いていくかが問われているのではないでしょうか。 
・今回の所報にはこの宮本講演の詳細なレジメをそのまま紹介することにしました。実は現在２０ 
 周年記念雑誌を作成する準備をしていて、研究所の理事の皆さんにも記念論考をお願いしており 
 所報への原稿依頼も考慮し、地方自治研究集会特集に限定させていただいた次第です。どうぞご

了解お願い致します。 
・所報の原稿のお願いですが、会員の皆さんからの投稿を心からお願いするものです。皆さんの 
 自治体で問題になっていることや皆さん自身でまとめていること、趣味など何でも結構です。 
 どうぞよろしくお願いします。                   （事務局 志田） 


