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鳥畑与一静岡大学教授
2020 年 7 月 4 日に開催された静岡県地方自治研究所第 24 回総会記念講演の要旨です。

京都がやめるということで非常に大きな意味を
ご紹介いただいた静岡大学の鳥畑です。

持つ。

この間コロナでキャンセルが出て久しぶりの

三つめは東京都政をカジノの幻想から解き放

講演です。IR 型カジノ、私は統合型リゾートと

つ責任がある。小池さんはカジノをやるかやら

カジノの結合は、
「IR カジノ」と呼んでいます、

ないかをはっきり言わないが、これは前例があ

それと地域経済の関係ということで、アフタコ

って横浜市長の林さんは当選した後にカジノや

ロナ後の社会をどう展望していくのかをお話し

りますと言った。東京も当選したらゴーサイン

します。

を出すということで着々準備しているのじゃな
いかと言われている。するとどういう問題が起

都知事選と IR カジノ

きているかというと、選挙で計画が先延ばしさ

明日は都知事選の投票日、雑誌世界の 7 月号

れているが、オリンピックも延期、カジノ資本

にカジノ問題を書きましたが、岩波書店のツイ

もここ 1,2 年は日本に来る見込みはない、計画

ッターの宣伝で「カジノの話は終わりにしまし

を先延ばしますかと言ったときにカジノ依存の

ょう」と書いてもらいました。宇都宮候補は三

全部の計画が止まってしまう。カジノ前提に計

大政策の一つに「カジノはいらない」と掲げて

画を組んでいるので、東京都の国際会議、国際

「これが未来の都政だ、zoom 政策ライ
いますが、

展示関連の企業が悲鳴を上げている。その意味

ブ」というのをシリーズで取り組んでいて、そ

で都政が問われているので宇都宮さんを押し上

の第一弾で対談させてもらいました。

げたいと思っている。

最後に都政には三つの責任があると強調させ
てもらいました。1999 年石原都政の時に「お台

本当にＩＲカジノは地域経済を活性化させ

場カジノ構想」というのを始めたわけです。と

るのか？

ころがカジノ単独では無理だということで、統

多くの方は、地元にカジノ含む巨大な統合型

合型リゾートという巨大な施設を造れば経済効

リゾート IR ができれば、地域経済との関係で恩

果も大きい、地域経済も活性化するからカジノ

恵があるのだと思っています。カジノを合法化

の違法性は阻却してもいいのだという論理、統

した先輩格の歴史があるのは、アメリカです

合型リゾートというかたちで暴走してきたと思

が、アトランティック誌という有名な雑誌の

っています。日本でのカジノ合法の口火を切っ

2014 年の記事に、「地域経済を難破させるいい方

た責任がある。これが今の都政でも焦点になっ

法というのは、カジノを建設することだ」とい

ている。

うのがあります。みんなカジノを造れば地域経

二つ目はその話に終止符を打つ責任が東京都

済が活性化すると思ったが、みんな失敗した。

にはある。日本で一番儲かるのは東京、外国の

それはカジノができる仕事ではない。市当局が

カジノ資本から見ればまず東京でカジノをつく

そのことを理解するまでには驚くほど時間がか

りたいということで話が始まっているので、東

かったと言っています。アメリカでそうした実
１
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例が積み重ねられているので、我々はそんなに

今年 2 月に、マサチューセッツ州のスプリン

時間かける必要はないのです。今日はなぜとい

グスフィールドで日本進出を狙っている MGM の

うことで考えていきたい。

カジノができて、街が繁栄しているとか、雇用

私は消費者金融、多重債務問題を取り組んで

が生まれて経済が潤っているとか宣伝をする

いて、高金利が業者にとって利益になるだけで

が、どうなんだろうと行ってきました。カジノ

はなくて利用者にとっても利益だという話があ

はモダンな感じで、その向かい側に

って、金融論の専門家としてどう考えるのだと

available(入居できます)、潰れちゃっているん

いうことで関わるようになりました。多重債務

ですね。周りを歩くとほんとうに荒廃して、女

の原因はギャンブルであり、被害が大きくて、

の人が「お金ちょうだい」とねだりに来ます。

その親玉のカジノが日本でできると多重債務で

だから推進側が宣伝している話と全然違いま

命を絶たれる人、生活を壊される人がたくさん

す。

出るのだということで、私もこの問題に関わる

Raining Yen 彼らの成功体験

ようになりました。

なぜこうなるのか?たまたま運が悪いのか?カ
ジノというものが必然的にこういう街を作り出
すのか?日本で、カジノをつくると街が活性化す
る、景気が良くなると言われるのか?香港の投資
銀行がカジノ業者向けに出したレポートの表紙
Raining Yen というのは、率直すぎてわかりやす
い、「こんなに儲かるんだよ」というのを言って
いる。空から円が降ってくる。日本にも 10 か所
以上カジノをつくってマカオ並みに中国人が金
を落とすぐらいに使ってくれれば、だいたい 3
兆円くらいのカジノのもうけが生まれるんだよ
と。

カジノによる荒廃
私はいろんなところに足を運んで見て回る経
験を積み重ねてきました。韓国のカンウォンラ
ンド、地元の町はひどい状況で風俗関係，乗っ
てきた車を売る質屋、誘致した人が失敗だった
と嘆く状況です。次はアトランティックシテ
ィ、カジノで街が荒廃していると雑誌に書いた
が、9 月下旬に実際見てみると、海岸沿いは賑や

決して夢物語ではなく、彼らなりの成功体験

かにみえるが道一本入ると、ビートルズが泊ま

があります。マカオか 1999 年中国復帰したマカ

ったホテルだったとか、とてもおいしいレスト

オ式の一国二制度において SJM という地元企業

ランがあった空き地だよとか、空き地だらけの

独占のカジノ免許が合計 6 社に拡大されまし

荒廃した町で案内してくれた人が、カジノとい

た。そのことによってものすごい利権・利益が

うのは客を集めて外に出さない、だからこんな

生まれました。そのおかげでラスベガスサンズ

街になってしまったと言う。

のアデルソンという方の会社、当時はラスベガ
２
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スの弱小カジノで売り上げが 2003 年 2.7 億㌦だ

誰？と言ったらほぼ全部がアデルソン一族で

ったのが、今 100 億ドルカジノで儲ける企業に

す。マカオ、シンガポールに続いて日本で儲け

成長しました。マカオで 6 割、シンガポールで 3

たいということで、切り札としてトランプを使

割、ラスベガスサンズというが、ラスベガスで

っているということです。彼とトランプはツー

儲けているのは 1 割なんです。マカオが市場開

カーの関係で、トランプが単身赴任していた

放されたことで儲かったのか、ギャラクシーと

時、電話友だちだったといことです。

かウィンとか、ヴェネチアン・マカオというの

トランプはもともと泡まつ候補だったのです

はラスベガスサンズなんですが、MGM とかメルコ

が当選してしまった、安倍が大統領就任前にト

とか今 2019 年でカジノが 41 あり、儲けの累計

ランプタワーに行くアレンジしたのはアデルソ

が 45 兆円です。マカオ政府も課税で取っていき

ンだとプロパブリカが報道しています。プロパ

ますが、26 兆円がカジノ企業の儲けになりま

ブリカからは私も取材を受けました。翌年、安

す。そうするとギャラクシーという企業、もと

倍首相がトランプに会いに来た時に「よろし

もと香港の建設資材会社だった、これがライセ

く」と念押ししました。なぜ一生懸命になるか

ンスを取ることによって儲けの 90 パーンと近く

というのは儲かるから、それがトランプの選挙

をカジノが占めるくらいの巨大企業に成長して

資金に流れていきます。

いくことになります。それから横浜に進出した

コロナがストップをかける

メルコ、MERCO か調べたんですが、Macao
Electoronic Lighting Company 電気照明屋さん

そのラスベガスサンズが真っ先に撤退してし

です。

まいました。新型コロナの影響で大変な状況に

父親はカジノの経営者だったスタンレー・ホ

なっています。マカオはカジノの儲けが消滅、

ー、カジノ資産は娘に引き継がれて彼は端に追

4,5,6 月の第 2 四半期は前年比で 95.6%減、ラス

いやられました。一族経営の電気屋だけもらっ

ベガスも閉鎖が続いてほぼない状態、シンガポ

たのだと思います。彼は有能だったからライセ

ールも 4 月からカジノ閉鎖になっていて、7 月 1

ンスを取ることに成功して今は 45 億ドルくらい

日から再開が認められましたが、定員に対して

儲けるカジノ企業になり日本進出をねらってい

25%以下で厳しいです。世界のカジノ市場が新型

ます。カジノの独占権を得ることによって、儲

コロナで様変わりしました。まず閉鎖させら

けをあげ一大企業に飛躍していけるわけです。

れ、再開にこぎつけたからと言ってＶ字回復が

日本で独占権を取れれば同じことができると思

できるのか？3 密で 2 メーター間隔をあけなさ

うから、中国の 500 ドットコムみたいな怪しげ

い、テーブルごとに人数制限があります。フル

な企業が日本進出に一生懸命になります。和歌

回転状態になっても以前の儲けの半分以下で

山で手をあげている企業はカジノの実績のない

す。さらに中国、アメリカ経済が打撃を受け、

極めて怪しげな企業が目指している。それはマ

カジノに来てお金を使う余裕のある人がどのく

カオの成功体験で独占権さえ得られれば夢物語

らいいるのか？飛行機で来ると言っても飛行機

のように大儲けできるという前例があるからで

にどのくらい乗れるのか？見通しが暗くなると

す。

いうことで、ラスベガスサンズが 5 月 13 日に撤

大儲けしたお金が社会に還元してくれればい

退宣言をしました。表向き日本のライセンスが

いですが、ラスベガスサンズのように純益が 223

10 年で短いからだと言うのですが、実際は日本

億ドルに対して株主還元、つまり配当金や自社

では儲からない。彼らは投資に対して 20%の利益

株を買い戻すのに 264 億ドル使っています。儲

率は保証しますという考え方でいるので、日本

け以上に配当金を配っています。当たり前の話

の状況ではそんな目標利益率は達成できませ

ですが、借金が増えます。株主還元の株主って

ん。かつマカオ、シンガポールに対して、投資
３
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計画が政府との約束で出来上がっています。毎

投資、展示場、ホテルも条件を緩やかにして小

年 10 億ドルを超える投資を続けざるを得ませ

規模でも認められる条件にしようという話が今

ん。日本で投資する余裕がないということで撤

後予想されます。しかしそんなことになったら

退をしてしまいました。

この間の統合型リゾートの議論がひっくり返り

ではＭＧＭはどうか？アメリカで 8 割稼いで

ます。成長戦略で世界最高水準のものをつくる

いるが、マカオの比率は 2 割でした。第 1 四半

から日本の観光産業が大きく変貌できるんだと

期の影響は少なかったのですが、第 2 四半期は

言っていたのが、小さいカジノでいいですよと

セロ収益状態になりました。ＭＧＭは借金が多

いうのは詐欺みたいな話です。

く、日本に投資する余裕はないだろう思いま

全国各地の状況

す。

こういう状況になっているときに地方自治体

儲かる限りはどこまでも

はどういう状況になっているのでしょうか。横

日本政府は今のところ来年 1 月から 6 月の募

浜市は昨年 8 月に突然受け入れを発表しまし

集期間は変えていません、地方自治体のところ

た。カジノ事業者何社かから事業見込みを出さ

では募集、選定は先延ばしせざるを得ません。

せるといちばん大きいところは投資額 1 兆 3000

なぜかと言えば日本型の制度設計が崩壊してし

億円、税収も 1200 億円期待できるとか林市長さ

まいました。カジノ企業は日本人だけをターゲ

んは言いますが、横浜市に税収 1200 億円入ると

ットにしているわけではなく、日本に来る 3,4

いうのはカジノの儲けの 15%なんです。15%から

千万の外国人観光客をもターゲットにしていま

逆算して 1000 億円税収をあげようとしたら、カ

す。それが消え、回復する見通しがはっきりし

ジノは 7000 億円近く儲けがないと成り立たない

ません。当然日本の家計も疲弊をしている、中

のです。どのくらいの規模かというと、アメリ

国経済もたいへんだ、感染防止策で稼働率が低

カのラスベガスのストリップ地区、大きなカジ

下する、停止状態の中で急成長を遂げているの

ノが並んでいるところのカジノの儲けが６000 億

はオンラインカジノなのです。地上型カジノに

円くらいです。それ全部集めた儲けを横浜だけ

人を集めて 3 密状態で 24 時間、365 日延々とギ

で稼げという話になります。

ャンブルを続けさせるビジネスモデルがあと何

どのくらい大きなカジノをつくらないといな

年持つのかという話になります。

いか、シンガポールのマリナーベイ 3 個分のカ

日本進出をねらっているカジノ企業の格付け

ジノをつくらないと、そんな儲けは実現できま

はものすごく低いです。トリプルＡが一番高く

せん。神奈川県のパチンコでお客さんが失った

て、ダブルＢは投機的格付けでダメです。日本

お金が 1500 億円くらい、巨額なお金を儲けない

に進出をねらっている事業者はダブル B 以下で

と横浜市に税収 1000 億円は入りません。1000 億

す。メルコなどダブル B マイナス、シングルＢ

円のためにどのくらいの人がぼられて、生活破

一歩手前です。するとコロナが発生する前でも

壊されて、地域経済から金が吸い取られてとい

格付けが低い、投機的な企業と思われていると

う話になります。こういう計画立てています

ころに 20 年、30 年、日本経済、地域経済の未来

が、手をあげるところはないと思います。

を託すのですか?ブラックジョークみたいな話に

大阪は夢洲で横浜よりは控えめな計画をたて

なります。

て、カジノの儲けで 3800 億円くらい、結局手を

ただカジノ企業はあきらめのいい連中ではな

あげたのは MGM だけでした。ラスベガスサンズ

くて、儲かる限りはどこまでもくらいついてき

もアイ・ラブ・ユー大阪とか、言っていたの

ますので、コロナ収束の 2,3 年先まで計画を先

が、結局ふたを開けると MGM しか手をあげてお

伸ばししよう、無理だったら 100 億ドル規模の
４
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らず、MGM もかなり厳しい状況です。ここも計画

たい、臨海副都心再開発ということで、東京都

を後ろ倒しにせざるを得ません。

は港湾局を中心として着々と調査を積み重ねて

和歌山もたいへんで、マリナーシティーで計

きました。複数の候補地を比較しながら最終的

画を立てているのですが、コロナ前にはフラン

には青海地区に絞り込んで設計図までつくって

スのグループ・ルシアン・バリエールとか、フ

進めてきています。三菱総研のレポートを見る

ィリピンのブルームベリー・リゾーツが手をあ

と、カジノのない統合型リゾートのケース、あ

げていたのですが、撤退しました。今、サンシ

るケース、いくつかのケーススタディをつくっ

ティーが手をあげていますが、アニュアルレポ

てカジノがない国際会議展示施設でも採算とれ

ートを見ると投機に失敗して 2 年連続巨額損失

るって書いてあるのです。カジノをつくるのは

を出して債務超過の状態です。先日監査法人も

儲かるから。民間開発事業としては利益率 12 か

持続可能性がなくこれ以上監査できないと逃げ

ら 15 パーセントできれば 20 パーンとを超える

出しました。このように危ないところしか残っ

水準が求められるというのは、投資に対する利

ていません。

益率なんです。先ほどラスベガスサンズが投資
家に対して 20 パーセントの利益率を保証してい
るといのはファンドも含めて国際的な目安とし
て、利益率は 20 パーセントということです。す
ると民間資本が儲かるかたちの投資としたとき
にはカジノを入れないといけないわけです。で
もカジノなくても国際会議展示施設であれば、
それ自体は利益率が低くても採算取れるので
す。国際会議展示施設というのは器で儲ける必
要はない、いろいろな展示があり、ビジネスマ
ッチングがあり、ビジネスが広がることによっ

東京こそ本命

て儲かるわけだから、ハコモノそれ自体が赤字
でも構わないわけです。

東京・お台場カジノ構想から日本のカジノの
流れは始まりました。最初はヨーロッパ型のカ
ジノを想定して 24 時間眠らない都市構想から始
まり、最初は自民党含めて推進派は素直にカジ
ノをつくると言っていました。国際観光業とし
てのカジノを考える議員連盟、正直にその当時
はカジノ議連と言っていました。これがどうも
刑法の壁を乗り越えることができないというこ
とで、2010 年シンガポールでスタートした統合
型リゾートをうまくいっているかのようにアピ
ールして、統合型リゾートの中のカジノなら経
済効果が大きいし、国際観光業にプラスになる
ので、IR というカジノ隠しが始まりました。カ
ジノを隠すためには IR の経済効果がものすごく
大きくないとだめということになりました。
カジノの儲けの見込みで一番おいしいところ
は東京です。この東京に何とかカジノをつくり
５
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でもカジノを前提とした計画ですすめてしま

下です。ホテル、国際会議展示場、レストラ

うから、カジノがはっきりしないと他に MICE を

ン、ショッピングモール、エンターテインメン

つくるという議論ができなくなってしまいま

ト施設、世界最高水準の魅力的な施設があるか

す。一昨年 IR 整備法が成立してかなり巨大な施

ら世界中、内外から観光客が集まって潤うので

設が必要だということがはっきりして、東京都

す。そしてこういう魅力的な施設もカジノの儲

は東京ベイエリアビジョンとして計画を作り直

けで税金つかわずに実現できるのです。カジノ

しています。このビジョンの論点の中には、青

の面積は 3%以下ですから家族みんなで楽しめる

海エリアでは東京の国際競争力強化、稼ぐ東京

こういう娯楽施設ができるのは素晴らしいと主

ために、MICE、IR を整備するという IR カジノを

張します。

前提とした構想だと言わなければなりません。

では IR 型カジノというのは、どういうビジネ

下の方の羽田空港がありますのでここと一体化

スモデル何だろう?3%以下というのだけれどメル

すると第二のマカオができます。ところがこの

コとかサンズとか、海外のカジノ企業の儲け

ビジョン、昨年末にはつくると言っていまし

は、8 割くらいはカジノが占めています。たまた

た。それを発表しないのは都知事選があるから

まカジノの儲けが 8 割くらいなの？

です。

1 兆円の投資をします。カジノは 3%で単純に

そのことによって国際展示関係の企業が悲鳴

300 億円の投資です。でもその 3%で全体に対し

を上げています。東京オリンピックでビッグサ

て利益率 20%達成して回収していくとなると、3%

イトが半分使えず、20 か月で 2 兆 5000 億円の損

以下の部分で 97%全部に対する利益を稼ぎ出さな

失が出ています。

ければなりません。そうするとどうしても 8 割

これがオリンピックの 1 年延期で、さらに 1

くらいカジノで儲けないと、投資家が満足する

兆 5000 億円損失が出ます。展示を作り出すほと

利益率が達成できません。投資家には 2 割の利

んどが中小零細企業です。さらに使えない状態

益率を保証するから投資をしてもらうというこ

がさらに 1 年続けば経営難や倒産が続出しま

とになっているのです。

す。その結果、展示会が次々縮小・消滅して日

IR 型カジノってどういう問題があるのか？3%

本経済の活力をさらに失わせることになりま

のカジノで巨大な施設支えなければいけないこ

す。彼らは仮設でもいい、仮設テントを造れる

とになります。しかしカジノ以外の施設は日本

と訴えています。なぜつくらないのでしょう

にあるものばかりです。それを一か所に集めた

か？想像するにカジノがなくても MICE が造れる

らすごい集客力があるわけではありません。そ

ということになれば、カジノが必要だと言う理

れはカジノの料金サービス、コンプで還元する

屈が崩れます。コロナの関連で 1 年、2 年先延ば

からです。カジノに来てギャンブルをすればす

しにすれば、MICE の整備も先延ばしされます。

るほど、ホテル代が安くなる、料理が安くなる

カジノがないと MICE が造れないというウソのた

ということになります。カジノ目的でない客を

めに展示業者の方は泣きつづることになりま

集め、カジノに誘導してカジノにはまってもら

す。そのことで都市開発の可能性が奪われてし

い、そこでかせぎまくるというビジネスモデル

まいます。

です。IR カジノは人工物です。歴史とか文化と
かという日本にないものではありません。金さ

IR カジノとはどういうビジネスモデル？

えあれば世界中どこでも作れる施設です。とす

なぜ IR カジノをつくっても日本経済のために

ればどのくらい金をかけるかの競争になりま

ならないと言い続けているのかというと、そも

す。投資規模と料金サービス、コンプに依存し

そも IR カジノとは何でしょうという話になりま

た国際競争力を確保するかになってしまいま

す。推進派は、カジノはほんの一部です、3%以

す。どんどん投資が増え維持費が増えていく、
６
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それをカジノの儲けに依存いないといけない、

物するとか食事をするとは思いません。アトラ

客を集めてギャンブル漬けにしなければいけな

ンティックシティ、年間 3000 万人くらい観光客

いということです。ギャンブルがお客を貧乏に

がきましたけれど、その人たちは外に行きませ

する商売です。私は焼き畑農業と言っていま

ん。街を歩けばほんとうに荒廃した街で何もな

す。

い街になっています。もともとの地元の人た
ち、カジノないホテルやレストランでは太刀打
ちできません。
次にカジノの危険性ということです。カジノ
はどういう仕組みなのか？競輪競馬と同じじゃ
ないかと言う人がいますが違います。偶然性や
お金をかけると言うのは共通していますが、競
輪競馬は胴元が一定金額を押さえて、残りを客
が争います。カジノは胴元と客が賭け合いま
す。偶然性ですから、お客が大勝ちする場合も
あります。すると胴元側が困るのは勝ち逃げさ
れること、とにかく延々と続けてもらわないと
ダメなのです。そして賭け続けると最終的には
カジノ側が儲かるように商品設計されていま
す。ルーレットを例にとると 5.4%だけ胴元側が
有利な勝率になるようになっており、客が勝っ
ていてもいつの間にか手元にお金が無くなるよ

依存症に依拠した収益構造なので、地域を貧

うな不思議な現象が起こります。

しくしていく、犯罪者を増やしていく、けっき
ょく観光のブランド力を壊していくことになり

競輪競馬に対して、胴元側の取り分が少ない

ます。カジノに依存した街づくりというのは、

から良心的なギャンブルではと言う人がいるが

ものすごくリスクが大きいのです。

違います。競輪競馬は 1 日 12 回しかできませ
ん。カジノの場合は延々とやり続けることにな

ラスベガスの場合、年間 4000 万人くらいの客
で、カジノを目的にしてくる人は年々減ってい

ります。低率なハウスエッジが故に客がはまっ

ます。2018 年では 1%、ところが来た人の 70 数

てしまいます。

パーセントはカジノをやります。空港下りれば

大王製紙の社長がカジノ王、スタンレー・ホ

スロットマシンが並んでいて、ギャンブルに誘

ーに何が怖いのか聞いたら「客が賭けをやめる

導する街づくりになっていて、いちばん何に使

こと」と答えたと言います。だから延々とづく

うかと言えばギャンブルです。飲食費、観光、

ような仕組みづくりをするビジネスモデルで

ショッピングに使うお金よりずっとギャンブル

す。他のギャンブルに比べて依存症のリスクが

に使う金の方が多いです。リピーターに何しに

高くなるものです。

来たか聞くとギャンブルしに来たという人が跳
ね上がります。とにかくギャンブルをさせると
いうビジネスモデルです。
そのためにギャンブル収益の 3 割くらいを料
金サービスに回します。IR の中のホテル、レス
トラン、ショッピングへ行けばポイントサービ
スが使えるわけです。誰もＩＲ外に行って買い
７
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いで済むのですか？生活費に手を付けた、貯金
に手を付けた、借金した、会社の金をくすねち
ゃったというかたちでね 3 兆円が吸い込まれ
た、すると本来地域社会で使われるはずだった 3
兆円が吸い込まれてマイナスの経済効果が生ま
れます。差引ゼロになります。そしてギャンブ
ル依存症の発生で様々な社会的なコストが発生
することになります。

カジノがなくても日本には観光の魅力
ほんとうにプラスの効果が生まれるのか？シ
ンガポールは IR カジノができたから、国際観光
客がぐっと増えて、潤ったと言われる。だから

所得の不平等と不安定性を助長

日本もと主張する。シンガポールは IR 造りまし

リスクが高いカジノ、経済的に見て何かプラ

た、観光客 2 倍くらい増えました。でも日本は

スがあるのでしょうか？ノーベル経済学賞を取

もっと増えています。5,6 倍増えています。IR

ったポール・サミュエルソンと言う人が、
『経済

がなくても世界中から観光客が来てくれていま

学』の「農業における需要と供給」という章の

した。なぜかと言えば日本にしかない観光の魅

中で、
「投機とギャンブルは違う、投機は経済学

力があったからです。自然、文化、気候、食と

的に意味があるがギャンブルは何の意味もな

言う観光振興に必要な 4 つの条件を兼ね備えた

い」と言っています。ギャンブルはポケットか

世界でも数少ない国の一つです。

らポケットへお金が移動するだけ、何の新しい

カジノそのものの集客力は少ない、カジノ企

富も生み出さないと無益な貨幣の移転と言って

業は何をねらっているかと言えば、日本の魅力

います。所得の不平等と不安定性を助長すると

に惹かれて日本に来た観光客をターゲットにし

言っています。

てカジノに誘導して金をとろうとしています。

推進派の人たちはカジノを造ればそこで雇用

他で落とすはずのお金がカジノに吸い取られて

が生まれ、商品のニーズも生まれて、経済効果

しまう。世界経済フォーラムが世界観光ランキ

があるじゃないかというわけです。それに対し

ングというレポートを出していますが、シンガ

てはアメリカのある中央銀行がレポートを書い

ポールに IR ができたときはアジアナンバーワン

ていて、カジノが経済効果を生み出すための条

の評価でした。IR ができてから国際観光力がア

件として 4 つ挙げています。①目的地効果、地

ップしたと評価されたのかといえば、逆に下が

域外からたくさんお客が来てくれること、②奪

っています。IR がない日本はアジアナンバーワ

還効果、日本にカジノがないから外国に行って

ンです。観光の競争力はどういう基準で評価し

いる人たちが返ってくる効果、③代替効果(カニ

ているかと言ったら、大きな柱は、その国の自

バリゼーション)、地域社会から他に使われるお

然、文化、歴史とかその国にしかない観光資

金を吸い取る効果、④漏出効果、日本手お金を

源、そこで日本は高い評価を受けています。シ

集めて海外に吸い上げる効果で、①＋②＞③＋

ンガポールはそれがないので人工物の IR で何と

④ならば経済効果が上回るとしています。

かしようとしたけれど、それが逆に評価を落と

カニバリゼーションは、推進派はカジノで 3

してしまいました。たから日本は IR がなくて

兆円ほど経済効果があり潤うと言うが、それが

も、国際観光競争力がアップして、実際に観光

どこから来たかと言うと、遊興費が回ったくら

客を集めています。
８
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横浜で反対運動している藤木会長さんのシンポ
に来て話をしています。
想像ですか、カジノがなくても MICE は造れる
という提案をしているのに、政府はカジノがな
いと MICE は造れないなんてことしているから日
本独自の MICE 戦略がストップしている現状に怒
っているのではないでしょうか。
推進側は巨大な施設が必要、これがないと日
本の MICE は成り立たないと言うが、世界の流れ
はコンパクトな国際会議です。3000 人以上の国
際会議施設の需要。年々減っています。大きな
施設でないと MICE が展開できないというのは嘘
で、東京都が委託した PWC の報告でも、そんな
大規模な会議の需要はほとんどないのです。

カジノがなくても MICE は造れる
IR がないと国際展示施設が造れない、MICE の
ために必要だと言います。ドイツのハノーヴァ
ーメッセ有名ですが、確かにドイツにはカジノ
はあります。しかし小さなカジノばかりです。
イギリスもカジノはあります。でもいちばん大
きなカジノ、ラージカジノってやつですが、ス
ロット 150 台なんです。それが近年ロンドンに
一か所できました。ロンドンって都市の国際競
争力で言えばずっと世界ナンバーワン。カジノ
があるからでは明らかにないです。
カジノがないと国際会議展示施設がつくれな
いとか、国際都市としての競争力がアップしな
いと言うのはあり得ないです。現実にニューヨ
ーク、ロンドン、ハノーヴァー、フランクフル
トにしても、カジノに関係なく街づくりとか
MICE 戦略を進めています。
実は観光庁の MICE 国際競争力強化委員会の最
終とりまとめと言うものが出ているが、ここで
もカジノが必要と一言も言っていません。競争

依存症対策はこれでいいのか？

力のためにはソフトパワー、ノウハウを持った
人間、統一的なネットワーク戦略とかが必要で

シンガポールは依存症対策がうまくいってい

あってハコモノなんて言うのはたいした位置付

ると言います。シンガポール市民のギャンブル

けではないです。ここの取りまとめの委員会の

参加数が減っていますが、政府が徹底して市民

中心になった人が日本展示協会の会長さんで、

をカジノに行かせない、自己排除政策をとって

９
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います。強制的な政策で依存症対策をしていま

存しない街づくり、もっと豊かな可能性を生か

す。

した街づくりができなくなるのでは?カジノは大

日本が同じことをできると言ったらできない

都市部につくることになるが、ますます大都市

でしょう。シンガポールのカジノのお客さんは

集中が加速、地域循環型経済を破壊するわけで

マレーシア、中国など海外客で占められている

す。けっきょく一極集中を加速する、貧困格差

ので市民行かせなくても商売として成り立ちま

を拡大していくことになります。内発的な経済

すが、日本は日本人自身がターゲットなので、

の基盤を壊していくことになります。

厳しい依存症対策が取れないことはお分かりだ

だからカジノに依存しない街づくり、国際的

と思います。7 日で 3 回とか、連続する 28 日間

な MICE 戦略を進めていくべきだと思います。

で 10 回の入場制限をしているから世界最高水準
の対策ですと言うのですが、日をまたいで 12 時
間で 2 日続けていくことができます。パチンコ
の営業時間が東京で 13 時間、週 6 日か続けてい
る人はどう見ても依存症ですが、それか可能に
なるようなものが依存症対策と言っています。
それになぜ 1 週間で 3 回なのか、日本人の休み
の日数を平均すると週 3 日他、休みの日はフル
にカジノに来てもらえるというのが根拠で、依
存症対策の観点はないです。あと入場料課すと
取り戻す金額増やすので逆効果になるとよく言
われますが、依存症対策とは名ばかりのものが
並んでいます。
自治体で誘致をする基本方針の後に実施協定
をカジノ事業者との間で結ぶことになっていま
すが、そこに怖い爆弾が仕込まれています。自
治体と 30 年とか 35 年の協定を結んで、その間
に損失が発生する、例えば自治体の意向が変わ
って出て行ってくださいと言ったときに、損失
補填をさせる仕組みがここに入ります。
カジノが成功するというのは、県民、市民、
国民を賭博漬けにしているということです。市
民運動の高まりで失敗をしたというときは、期
待していた儲けを補填してくださいということ
になると地元自治体が犠牲になります。
カジノに依存した成長戦略、街づくりという
のは、ほんとうにうまくいくのでしょうか？マ
カオやシンガポール並みに儲かるという前提で
の巨大な施設と言うのが日本で成り立つのか？
カジノがないと MICE 戦略が進められないとか、
国際観光が進められないと物語にすると逆に足
を引っ張るのではないでしょうか。カジノに依
１０
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静岡県地方自治研究所第 24 回総会第１号議案（案）
はじめに
静岡県地方自治研究所は 1996 年に設立し、昨年自治体問題研究所の全国ネットワークに
加入して、全国の志を同じくする研究所と情報交換しながら前進する第一歩を記しました。
静岡県の地方自治や県民生活の分野では、何といってもこの 1 月に中国・武漢で発生した
新型コロナウイルスは、日本はおろか世界を席巻することとなりました。過去の歴史の中で
パンデミックはたびたびあったものの、このように全世界同時多発的に拡大し、これまでの
様々な矛盾をあぶりだしているものは見当たりません。今、東京一極集中の矛盾がだれの目
にも明らかになっているのではないでしょうか。これからコロナがいかに地域社会に影響を
もたらしたか、それを乗り越えるためにはどうしたらいいかが大きな課題となっています。
安倍首相は、国民が望む状況になっていないにもかかわらず、国民が困っているコロナを
利用して改憲について並々ならぬ意欲を示しました。今年の憲法記念日にも改めて極右団体
の集会に「緊急事態条項の改憲を」というメッセージを送り、改憲の意思を示しています。
今、コロナのどさくさに紛れて改憲・国民投票に持ち込もうとする意図は明らかです。
また地方自治にとって重要な地制調の答申が出され市町村が反対した「圏域」構想と、議
会改革案は盛り込みませんでした。またふるさと納税をめぐる泉佐野市が勝訴した件も地方
自治にとって重要です。
憲法の基本的人権の実現は地方自治の大きな仕事、憲法を守り生かすためには、「静岡県
地方自治研究所」の存在がさらに輝き、「地方自治に関する研究」が、いよいよ重要となっ
ています。

Ⅰ

情勢と課題

１ 国内外の情勢の特徴
今年の 1 月 7 日、中国・武漢で初めて感染が確認され新型コロナウイルスは、12 日には
初めての死者が、17 日には初めての日本における感染か確認され、世界中に大きく広がっ
ていきます。
世界各国のコロナ感染防止の対策はまちまちですが、多くの国で採用されたロックダウン
による強制隔離と異なり、日本は徹底してクラスターつぶしを実施し、PCR 検査を極力抑え
る中で医療資源を守るという方法でした。一方政治は、習近平来日やオリンピックを意識し
て、学校一斉休校やアベノマスクなどちぐはぐな対応に終始して国民から大きく批判を受け
ました。
２ 静岡県内の情勢の特徴と課題
（１）人口流出と外国人労働者問題、立地適正化計画、コンパクト＋ネットワーク
1 月末に発表された総務省の人口移動報告によると、東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、
千葉県）で約 14.8 万人、東京都だけ約 8.3 万人の転入超過におよび、2 位の神奈川県とな

14

んで東京圏一極集中といわれる状況が加速しています。
一方転出超過は、静岡県は 7,398 人(外国人を含まない)で全国ワースト 3 位、東京圏への
流出が顕著です。一方、外国人は 1,269 人が流入しており、外国人を含めると 6,129 人、ワ
ースト 8 位(昨年はワースト 10 位)となっています。
政令市である浜松市では 1477 人、静岡市は 1136 人の流出という状況です。他県のように
県内大都市が流出の受け皿になっているのではなく、そこから最も多くの若者が出て行く特
徴があります。
一昨年の入管法改正で外国人労働者を認めることとなりましたが、2019 年度は準備が間
に合わず目標を大きく下回るものでした。今年は外国人労働者が大量に入る年になりますが
コロナショックということで雇用が縮小しました。今までの技能実習生の過酷な状況に目を
つぶったまま労働条件の改善には目を向けず、劣悪な条件が日本人労働者にまで及ぶことが
心配されます。
政府はこれまでの国土のグランドデザイン 2050 における人口減に対応する地域づくり、
コンパクト＋ネットワークを自治体に押しつけ、さまざまな問題を生んでいます。
（２）コロナの経済対策
安倍首相が緊急事態宣言を言うにつれ、
「自粛と補償はセットで」の声があふれ、補償は
経済対策であるとともに営業活動等の自粛の前提であることから、有力な感染防止策である
ことが世論になりました。小池都知事は 4 月 10 日に、映画館など、休業要請の対象施設を
発表。休業による経済的なダメージが懸念されているが、要請や協力依頼に対して「全面的」
に協力した事業者向けに、50 万円の「協力金」を創設することを表明した。中小企業や個
人事業主への支援をめぐっては、国の「持続化給付金」などの現金給付制度による支援にあ
わせて、賃金貸付や上下水道料金の支払猶予なども行っていくとしました。
国は当初渋っていた地方創生臨時交付金の活用を認め、16 日に全国に緊急事態宣言が広
がるや、経済対策も波及していきました。
県内では、4 月 8 日、全国の自治体に先駆けて御殿場市は、バーやキャバレー、ナイトク
ラブ等への休業要請を行い、協力する店舗には 100 万円を上限に売上を補償すると発表して
注目を浴びました。
静岡県は、感染拡大防止に向けて事業者に休業を要請する県内市町を支援するため、大型
連休前にも新たな 20 万円の交付金制度を設ける方針を示しました。浜松市と静岡市は、連
休中まで飲食店、娯楽施設等の休業要請を行い、30 万円の協力金（県と合わせて 50 万円）
を支給する旨明らかにしました。それ以降、県内に様々な経済支援が広がり、連休明け後も
かたちを変えて実施するなどしてきました。
一方静岡市はコロナ経済対策等により 77 億円あった財政調整基金は 10 億円程度まで減り
（当初は 1 億円と発表されたが決算調整後修正）
、これまで実施するとしてきた清水庁舎な
どの総額 400 億円の大型公共事業の凍結をして二波三波の到来に備えせざるを得ませんで
した。
(３) 地域医療構想と静岡県
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厚生労働省の医療費削減をめざした「地域医療構想」によって、全国の公立・公的病院の
うち、「再編統合の議論が必要」と位置付けた 440 の病院名を公表した。静岡県内は静岡、
浜松両政令市や中東遠地域などの 13 病院が対象となりました。診療実績や同様の実績があ
る病院が近隣にあるかを分析し、必要性を判断したといいます。
本来地方が自主的に策定すべきものを頭越し、一方的に名指ししたことは国の僭越と言わ
ざるを得ません。公立・公的病院の再編統合は、現状でも深刻な地方の医師不足に拍車を掛
ける懸念がある。これを引き金に、地方の人口減少、過疎化がさらに進行する可能性も否定
できません。
コロナ禍の中で改めて医療の充実が言われています。世界各国と比べた時に、日本は病床
数では多いものの集中治療室のベッド数はイタリア、韓国、スペイン以下、医療従事者も足
りません。改めて削減はやめ、パンデミックの対応に努めるべきです。
また PCR 検査の窓口になった保健所も、この間の行革による統廃合で十分な機能が果たせ
ず、PCR 検査が受けたくても受けられないという住民の中の批判も含め、大きな問題となり
ました。
（４）リニア新幹線と静岡県
リニアの南アルプストンネル工事にともなう大井川の水減少問題について、工事で出た全
量を戻すため協議を進めてきた合意を破り、昨年 8 月 JR 東海は、先進抗がつながるまで山
梨、長野側に水が流出する旨表明しました。
JR 東海は JＲ系のライターを動員して「着工できないのは静岡県のエゴ」とも取れるキャ
ンペーンを張りましたが、業を煮やした国土交通省は行司役を買って出て、大井川の水量減
少対策と中下流への影響を議論する有識者会議の設置を提案し合意を取り付けました。有識
者会議に対して静岡県が出した要求は、静岡県推薦の委員の任命、全面公開などことごとく
退けられて議論が進んでいます。
ここのコロナ禍において、全国知事会の動きなど東京一極集中ではなく分散型国土をとい
う議論が加速します。リニアは巨大都市圏をつくるスーパーメガリージョン構想の基盤、こ
れまで「リニアに賛成」としてきた川勝知事が、
「スーパーメガリージョン(巨大都市圏)構
想を実現する必要性がコロナの中で時代遅れ、オンラインの方がリニアより早い」と述べて
いることに注目が集まっています。
（５）浜岡原発再稼働と避難計画
浜岡原発が全国で唯一政府の要請で全炉停止してから５月１４日で 9 年を経過しました。
この日、浜岡原発廃炉・日本から原発をなくす静岡県連絡会は、中電静岡支店と静岡県に、
浜岡原発を再稼働しないよう要請すると同時に万全のコロナ対策を訴えました。
当研究所への委嘱事業として、静岡県における原子力災害対策指針による避難計画につい
て、自治体担当者へのアンケートを実施しその問題点をまとめてきました。例えば IAEA の
基準を値切る恣意的な適用によって、静岡市浜松市など人口の多い区域を避難計画策定範囲
の外にすることや、木造家屋は放射能の透過率が著しく高いにもかかわらず、日本の避難計
画は避難ではなく屋内退避を原則にしていることなど問題点を指摘してきました。
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県に対しては、川勝知事の「私の任期中に再稼働に同意しない」との発言を評価するとと
もに、南海トラフ巨大地震が予想されるもとで困難を極める避難計画について、県民の安全
安心を確保する計画かどうか県知事自身が同意の前提として判断するよう要請しました。
病院や社会福祉施設の避難計画に、国・県がノウハウの提供も含めて全面的に支援し、県
として施設の避難計画ガイドラインを作成して、避難計画を義務付けるよう求めていくこと
にしています。

Ⅱ、２０１9 年度 事業・活動報告
１、研究・事業活動
（１）地方自治体に関係する研究・学習会・セミナー等の開催
① 定例研究会
今年度新たな取り組みとして定例研究会を開催しました。県内の身近な地方自治や地
域に関わる課題を研究者、自治体職員等を講師に招き学習・討論するというものです。
以下のように研究会を開催しました。
9.4
林事務局長
「静岡市長選と自治体の労働行政」
昨年の静岡市長選挙で、ソウル市の格差是正政策をモデル
にした公契約条例や非正規の正規化の実施などの政策を
報告。
10.26
川瀬理事長
「静岡県民のための清水市庁舎問題」講演とワークショッ
プ
そもそもの国土計画の流れから、現在の立地適正化計画な
どの政策が同一づくのかについて講演。静岡市の財政につ
いて講演し、経常負担比率などが悪化する中、大型ハコモ
ノ事業を進められるのかを考えました。
1.22
静大川瀬ゼミ 「公共性から考える日本の水問題」 水行政のこれから
浜松、三島の事例を考える
浜松市や三島市のヒアリングやフィールドワークを通じ
て、浜松の水道民営化や水と環境を重視した三島のまちづ
くりを考えました。
5.15
横濱静大教授 「外国人労働者受け入れと自治体の役割」
一昨年入管法の改正により、特定技能という労働者を新た
に設けたことによりこれからの外国人労働者の拡大が予
想されます。欧州やアジアの実際の状況や学説を通して移
民に対する考え方を整理して示されました。
②

地方財政分析研究会
地方自治研究所に自治体職員がもっと関わるように意図して企画され、武田公子金沢
大教授の「データベースで読み解く自治体財政」をテキストに進めました。
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10.6
1.22

「データベースで読み解く伊東市、御殿場市の財政状況」
報告 斎藤勝巳（伊東市労連）
、山本剛（御殿場市労連）
「データベースで読み解く島田市の財政状況」
報告 望月史彦（島田市労連）

・県社会保障推進協議会、静岡市医療と福祉をよくする会、市会議員を含めた皆さん
と「国保問題対策会議」に参加し、シンポジウムなどに参加しました。
・自治体学校 in 広島（7 月 11～13 日）に実行委員を派遣しましたが、コロナ禍のた
め広島での開催ができず別紙のとおりウェブ上の開催となります。
（２）第 23 回静岡地方自治研究集会を住民団体と共に開催しました。
9 月 22 日（土）静岡県男女共同参画センターあざれあを会場に、第 23 回静岡県地方
自治研究集会が開催され、100 名の人が集まりました。記念講演は、
「民主主義とは何か
〜安倍政権とメディア」をテーマに望月衣塑子東京新聞記者が講演し、話題になってい
る事件や政権の動きに鋭く切り込む迫力ある話を展開しました。集会の基調を林研究所
事務局長が県内の地方自治と地域社会にかかわる動きを報告しました。
１ 私たちの老後はどうなる？
２ 自治体のコンパクト化をどう考える
３ 中小企業振興条例の活用
４ どうする！浜岡原発事故
５ 水・環境こわすリニア新幹線
６ 自治体労働者のための自治研入門
の各分科会が持たれ、熱心な議論を交わしました。
「基調報告」も「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」
の感想が述べられ、満足度の高いことがアンケートでも確認されました。
（３）原発災害避難計画の自治体アンケート
原発なくす静岡の会や浜岡原発永久停止訴訟の弁護団と共同して、原発災害避難計画
の自治体アンケートを実施しました。
UPZ 圏内の 11 自治体すべてにアンケートを実施し、
菊川市、袋井市、島田市、磐田市、牧之原市、藤枝市、森町から回答を得ました。
裁判において県内避難計画についての準備書面のデータとして活用されました。
（４）所報の発行は、8 月・10 月・12 月・6 月と 4 回発行しました
今年は所報について 8 月・10 月・12 月・6 月との 4 回の発行をすることができました。
今後、体制を強化して充実した紙面をつくる必要があります。
（５）第 61 回自治体学校 in 静岡の開催
7 月 27,28,29 日に全国から 1000 人が集まり、
「憲法と自治のチカラが地域の未来
を切りひらく」をテーマに自治体をめぐる情勢を語り具体的な政策についての議論を
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深めることができました。記念講演は自治体問題研究所の岡田理事長が「憲法と自治
のチカラが地域の未来を切りひらく」
、特別発言として浜松市民水道ネットの池谷会長
の「水道事業は公営でいいじゃないか」
、高知県大川村和田村長の「日本一小さな村か
ら自治を発信する」
、三日目の特別講演に西原牧之原前市長の「対話による協働のまち
づくりを語る！」に参加者は聞き入りました。
静岡からは川瀬理事長が実行委員長に林事務局長が現地実行委員会の事務局長とな
「ふれあい収集の実施
（伊東）」
って学校成功に奮闘しました。
静岡の自治体事例ついて、
「中学校給食実現で奮闘（静岡）
」
「会計年度職員の取り組み（島田）
」などが分科会で
報告されました。
「ふじ
現地分科会として「浜岡で原発の危険性を体感、静岡で新エネルギーの検証」
のくに茶の都ミュージアム」「富士山世界遺産センターと自衛隊東富士演習場をめぐ
る」を企画しました。
２、全国ネットワークへの参加、理事会・事務局体制の充実、組織の拡大・強化
（１） 昨年 7 月の総会で全国ネットワークへの参加を決め、1 月から住民と自治の配布・
集金も静岡研がになうことになりました。機関誌の交換も進み、総会、事務局長会議、
自治体学校実行委員会に参加しています。
（２)理事会は、自治研集会の実行委員会開催に併せながら、原則隔月開催を守って開催し
てきました。しかし、一方理事会への理事の出席は固定化されており、対応が必要と
なっています。今期の理事会開催は、9 月、10 月、1 月、3 月、5 月、7 月の 6 回とな
りました。
（３）会員は、次の通りです(6 月末)。
団体・全

2

団体・静

9

団体・読

12

会員

79

個人・全

33

読者

20

個人・静

36

個人・読

7

純読者数

54

（４）会費の納入については、できる限り事務の効率化を図るために研究所の会期末に合わ
せて 1 月の事務移管以降請求しました。来年度から個人 10000 円、団体 11000 円の会
費（静岡研のみはこれまで通り 2000 円、3000 円）を徴収します。
３、活動日誌（2019.6.29～2020．7.1）
6 月 29 日 （土）
第 23 回定期総会＆記念講演会
7 月 13 日 （土）
リニネット学習会
7 月 24 日 （水)
浜松市当局ヒアリング
7 月 27～29 日
自治体学校 in 静岡（全国から約 1000 名、県内より約 200 名
参加）
7 月 29 日 （月）
掛川市危機管理課、環境政策課ヒアリング
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7 月 30 日
8月5日
8月9日
8 月 27 日
9月4日
9月7日
9月9日
9 月 14 日
9 月 21 日
9 月 28 日
10 月 2 日
10 月 5 日

（火）
（月）
（金）
（火）
（水）
（土）
（月)
（土）
（土）
（水）
（水）
（土）

10 月 17 日（木）
10 月 23 日（水）
10 月 26 日（土）
11 月 20 日（水）
11 月 30 日（土）
12 月 7 日 （土）
12 月 22 日（日）
1 月 16 日 （木）
1 月 22 日 (水)

2 月 15 日（土）
3 月 17 日 (火)
3 月 26 日 (木)
5 月 20 日 (水)
5 月 29 日（金）
5 月 31 日 (日）
6 月 1 日 (月）
7 月 1 日 (水)

リニアネット県副知事懇談
自治研実行委員会
原発弁護団会議
リニア新幹線南アルプス調査
第 1 回理事会
国保シンポジウム（社保協主催・後援）
自治研実行委員会
静岡自治労連定期大会
リニア東海ブロック交流会
第 23 回地方自治研究集会
第 2 回理事会
地方財政分析研究会「データベースで読み解く伊東市、御殿
場市の財政状況」
リニア自由法曹団学習会・講師派遣「リニアで静岡県は百害
あって一利なし」
自治研実行委員会
定例研究会「静岡県民のための清水市庁舎問題」講演とワー
クショップ
浜岡裁判「静岡県における避難計画」
リニア学習会「全国から見た静岡県の取り組み」
全国貧困研究会
自治体学校実行委員会(自治労連会館)
県商連リニア学習会・講師派遣
第 3 回理事会・定例研究会「公共性から考える日本の水問題
水行政のこれから 浜松、三島の事例を考える」
・
「データベ
ースで読み解く島田市の財政状況」
自治体学校実行委員会(自治労連会館)
第 4 回理事会
第 1 回自治研実行委員会
第 2 回自治研実行委員会
第 5 回理事会
定例研究会「外国人労働者受け入れと自治体の役割」
自治体問題研究所総会
自治体問題研究所事務局長会議
第 6 回理事会
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2019 年 度 決 算 報 告 （案）
（2019.6.1～2020.5.31）
収入総額
支出総額

項 目
会費等
個人会員
団体会員
誌代
事業収入
寄付金
図書等手数料
雑収入
繰越金
交付金
合計

項 目
事業費
総会理事会費
図書・資料費
基金積立金
事務費
備品費
予備費

399,751
131,829
267,922

＜収入＞
予算額
実績額
189,000
258,434
150,000
198,465
39,000
31,350
28,619
0
1,000
0
59,609
11,876
10,000
0
845
68,987
68,987
0
0
268,987

内

容

全国研、静岡研
全国研、静岡研
住民と自治誌代
自治体学校手数料
自治体研究社図書等販売手数料
貯金利息等
前年度より

399,751

＜支出＞
内
容
予算額
実績額
170,000
57,660 総会、研究会、研究補助費、所報、調査費用等
10,000
2,625 看板代他
15,000
9,360 定期購読雑誌
0
0
30,000
62,184 文具、郵便料、振り込み手数料等
0
0
43,987

合計

268,987

基金

300,000

131,829
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Ⅱ ２０20 度

事業・活動方針

１、研究・事業活動
（１) 地方自治体に関係する研究・学習会・セミナー等を開催します。
① 定例研究会
引き続き県内を中心に研究者、自治体職員の地域・自治体問題の研究活動を盛んに
するために定例研究会を実施します。年 3～４回程度をめどに実施していきます。
検討課題であった東部開催もめざしていきます。
当面静岡のコロナ経済対策を検証するテーマで報告を実施します。
②

地方財政分析研究会
これまで実施してきた静岡、浜松、島田、御殿場、伊東の報告を冊子にまとめ、住
民や自治労連単組の運動のために残していきます。
ＭＳ明朝、40 字 36 行、ワードの標準で設定し A4・5 ページ程度
8 月末を締め切りとします。

③ その他の研究活動
・安倍政権の改憲の動きの中で、改憲と道州制を許さず、憲法を生かした地方自治を
目指します。そのために引き続き静岡県や市町の行財政や政策、についての研究を
行います。
また、理事の皆さんの専門性を活かした研究活動を強めます。
・静岡県に来年 2 月議会をメドに公契約条例を制定する動きがあり、静岡県評公契約
チームと連携して研究所として制定に向けての取り組みを「を進めます。併せて、
公共施設の統廃合や浜松市の「コンセッション」について対応します。
・リニア中央新幹線問題について、
「リニア新幹線を考えるネットワーク」と連携した
活動にひきつづき参加し、世論を高め共同を広げていきます。
・
「地域医療構想」と「新公立病院改革ガイドライン」によって医療費抑制が一段と進
むことが予想され、医療・介護・福祉の分野での自治体の動向を把握し住民の立場
からの研究と対応を強めます。
・各地域における地方自治の研究活動を支援し、援助します。
・県内市民・住民団体との共同や講師の紹介・派遣を行います。

（２）第 62 回自治体学校 in Web を成功させます
県内から多くの参加を得るように取り組みを進めます。
詳細は別紙参照
（３）第 24 回静岡地方自治研究集会を住民団体と共に開催します。
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日時 9 月 26 日度 9：30～16：00
場所 労政会館大会議室
内容
テーマ
「憲法から考えよう コロナショックと地域社会」
記念講演 「コロナショックと地域経済」 金子勝氏(立教大教授)
分科会
①くらしと社会保障
②地域医療構想と病院統廃合
③コロナショックと地域経済
④浜岡原発の再稼働と自治体
⑤リニア新幹線と静岡県
⑥県内議員交流会
(分科会名は仮題です)
（４）所報の発行 年 4 回（8 月、11 月、2 月、5 月)の発行を目指します。
編集委員会を適宜開催し、投稿の促進を図ります。理事の皆さんや市町の活動を把
握する工夫をし、具体的なテーマでお願いする等努力していきます。
（５）共同・交流の促進
・ 静岡自治労連加盟単組・自治研推進委員との共同を強め、新体制のもと自治研の掘
り起し、まず系統的に担当者の学習会に力を入れていきます。
具体的には、単組の自治研の推進委員による自治体財政分析検討チームを設けます。
・県内市民・住民団体との共同や講師の紹介・派遣を行います。
２、全国ネットワークの運用
（１） 静岡県地方自治研究所の活動をますます活発にするために自治体問題研究所のネッ
トワークに積極的に参加します。
（２） 自治体問題研究所の総会などの全国会議に参加します。機関誌のネットワークにも
参加します。
（３） 会費の設定
・静岡研
個人 2000 円、団体 3000 円
・新制度
個人 10000 円、団体 11000 円
期の途中での加入等は、8000 円÷12≒667 円×月数とします。
（単価 537 円×12×1.1＋送料・封筒代≒8000 円）
・総会終了後、静岡研の会員 75 人、全国研の会員 16（うち重なりは 10）
、読者 19（う
ち重なりは 1）に新制度移行を呼びかける。呼びかけた上で静岡研単独のみの加入
は認める。
（４） 「住民と自治」、
「自治と分権」の読者拡大を図り、自治体学校、自治体セミナーな
どへ参加します。
（５）加入後の実務増加について
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・住民と自治の発送集金業務や書籍販売の分担業務について、静岡自治労連と協議す
る。
3、事務局体制の充実、組織の拡大・強化
（１） 理事会は、隔月開催します。なお、理事の補強と体制強化のため、研究者と各種団
体への働きをひきつづき強めます。
（２) 会費の長期未納と会員の退会傾向が見受けられます。そのため、引き続き団体会員・
個人会員への加入の働きを強め、団体会員 15 個人会員 100 人を目指します。
特に、第 24 回静岡地方自治研究集会の実行委員会参加団体で、加入していない団
体（生健会、新婦人等）への働きかけを強めます。また、個人会員も、講演会等の参
加者や市議会・町議会議員への働きかけと、自治体労働者の会員拡大をすすめます。
（３） 会費の納入 １００％納入を目指します。なお、長年未納の会員については、引き
続き会員として継続の有無を調査し、納入の意思がない場合は、退会とします。

これらかの日程
9.9
定例研究会「静岡県におけるコロナ経済対策（仮題）
」
9.26
第 24 回地方自治研究集会 於 労政会館
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2020年 度 予算 報 告 （案）
（2019.6.1～2020.5.31）

項 目
会費等
個人会員
団体会員
誌代
事業収入
寄付金
図書等手数料
雑収入
繰越金
合計

項 目
事業費
全国研会費誌代
総会理事会費
図書・資料費
基金積立金
事務費
備品費
予備費

＜収入＞
内
予算額 実績額
603,000 258,434
402,000 198,465 全国研、静岡研
57,000
31,350 全国研、静岡研
144,000
28,619 住民と自治誌代
1,000
0
1,000
59,609 自治体学校手数料
30,000
11,876 自治体研究社図書等販売手数料
1,000
845 貯金利息等
267,922
68,987 前年度より
903,922

容

399,751

＜支出＞
内
容
予算額 実績額
200,000
57,660 総会、研究会、研究補助費、所報、調査費用等
360,000
0
10,000
2,625 看板代他
15,000
9,360 定期購読雑誌
1,000
0
100,000
62,184 文具、郵便料、振り込み手数料等
1,000
0
216,922
0

合計

903,922

基金

300,000

131,829
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２０２０年度静岡県地方自治研究所：役員（案）
役職名

氏

名

所

属

備

理事長

川瀬

憲子

静岡大学人文社会科学部教授（経済学科）

副理事長

阿部

浩基

弁護士・静岡合同法律事務所

副理事長

菊池

仁

静岡自治労連執行委員長

副理事長

酒井

政男

元 静岡県議会議員

事務局長

林

克

静岡県地方自治研究所

理

事

水谷

洋一

静岡大学人文社会科学部教授（経済学科）

理

事

児玉

和人

静岡英和学院大学短期大学部講師

理

事

寺尾

昭

静岡市議会議員・元静岡県職員

理

事

平野

陽介

静岡県保険医協会

理

事

広瀬

勤

静岡県評事務局長

理

事

岡村

哲志

原発センター事務局長 日本共産党県議団事務局

理

事

小高

賢治

静岡県民主医療機関連合会理事

理

事

小泉

勇

静岡自治労連顧問

理

事

関本

晴雄

元静岡市職員

理

事

照井

健

理

事

矢入

静夫

農民運動静岡県連合会

理

事

岡村

雄馬

全日本年金者組合静岡県本部事務局長

理

事

萩原

繁之

弁護士・みどり合同法律事務所

理

事

青池

則男

静岡自治労連書記長

理

事

林

昌宏

常葉大学准教授

監事

菊池

智博

静岡自治労連管理職組合書記長

監事

中村

恵美子

静岡自労連医療部会事務局長

元静岡市職員

元静岡県職員、日本共産党静岡市議会議員団事務局長
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元静岡県職員

考

静岡県地方自治研究所
第１条

名称及び所在地

この研究所は静岡県地方自治研究所（以下「研究所」という。）とし、所在地を静岡市駿河区稲川２
丁目２－１セキスイハイムビルディング７F とする。
第２条

目 的

日本国憲法の平和的・民主的諸条項と地方自治の理念に基づき、
「住民の住民による住民のための地
方自治」をめざす立場から、民主的地方自治の確立と進展に寄与するために、主として静岡県内の自
治体問題・地域問題に関する調査・研究・学習・教育活動等をすすめる。
第３条

事業および活動

この研究所は、目的達成のため、次の事業および活動をおこなう。
①

県・市町村の行財政をはじめ、地域・自治体の諸問題についての調査・分析・研究および資料
の収集。それに基づく政策の研究と提言。

②

機関紙・誌、ニュース、研究資料、パンフレット、書籍等編集・発行。

③

地方自治に関する講演会、研究会、学習会、シンポジューム等の開催および学習会等の講師・
助言者等の紹介・斡旋。

④

自治体問題研究所のネットワークを利用した事業・活動。

⑤

目的を同じくする諸団体との協力や交流および必要な支援。

⑥

その他、目的達成に必要な事業。

第４条

会員および会費

（１）会員および賛助会員たる個人または団体とする。
（２）この研究所の会費は、別途理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。
第５条

機 関

この研究所に次の機関をおく。
①

総会

第６条

②理事会

総 会

（１）総会は、研究所の最高決定機関で、第４条の会員で構成する。
（２）総会は、毎年一回理事長が招集する。ただし、理事会がとくに必要と認めた場合は、臨時総会
を開くことができる。
（３）総会は、次の事項を決議する。

第７条

①

年間の事業および活動計画

② 予算および決算

③

規約の改廃

④ 役員の選出

理事会

（１）理事会は、理事長、副理事長、理事および事務局長をもって構成し、理事長が必要に応じて招集
する。
（２）理事会は、総会の決定に基づいて研究所の業務を執行する。
（３）理事会のもとに、課題別、地域別等の研究部または専門委員会を設けることができる。
第８条

役 員
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この研究所に次の役員をおく。役員は、総会で選出する。
（１）理事長・・・・・・・１人
（２）副理事長・・・・・・若干名
（３）理事・・・・・・・・若干名
（４）事務局長・・・・・・１人
（５）監事・・・・・・・・２人
第９条

理事長は、この研究所を代表し、業務を統括する。

第 10 条 副理事長は、理事長に事故のあるときこれを代理する。
第 11 条 理事は、理事会に出席し、業務執行の任にあたる。
第 12 条 事務局長は、事務局を掌握し、この研究所の日常の業務執行にあたる。
第 13 条 監事は、この研究所の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第 14 条 役員の任期は、一ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
第 15 条

支 所

この研究所は、県内各地域または職場に支所をおくことができる。この支所は、その地域や職場
の独自の課題についての調査・研究・学習の諸事業をおこなうとともに、この研究所の全体的な事
業を積極的にすすめる。
第 16 条

事務局

この研究所に事務局をおく。当分の間、事務局を静岡県自治体労働組合総連合（略称；静岡自治
労連）におく。
第 17 条

会計および会計年度

（１） この研究所の諸経費は会費、事業収入、協力費および寄付金をもってあてる。
（２） 会計年度は、毎年６月１日から翌年の５月３１日までとする。
附則

この規約は１９９６年１０月５日から施行する。
（１９９６年７月／起草～準備会で討議～１９９６年１０月４日／設立総会で決定）

附則

この規約は１９９９年１１月７日から施行する。
（１９９９年１１月６日／第４回総会で決定）

附則

（施行期日）
この規約は２００７年４月１日から施行する。
（第１条改正 ２００７年９月１７日／第１１回総会で決定）

附則

（施行期日）
この規約は２０１９年 7 月１日から施行する。
（第 3 条４号改正 ２０１９年６月２９日／第２３回総会で決定）
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これは、浜岡原発停止浜松訴訟に提出された準備書面(30)を要約したものです。原発災
害の静岡県における避難計画について、当研究所の調査に基づいて書かれたものです。
林

克

地方自治研究所事務局長

2. UPZ での防護措置の原則である屋内退避
の問題

コロナ禍が提起した原発災害における避難の

UPZ(浜岡原発から 5 キロから 31 キロの自治

困難をかみしめ、準備書面２９の内容を踏ま
え，静岡県の「原発事故における防護措置をす

体)の防護措置では、全面緊急事態において原則

る区域」についての問題点を述べます。

として屋内退避が行われます。しかし，IAEA 国
際原子力機関は，PAZ だけでなく UPZ において

1. 避難計画の対象となる区域の特徴

も，「最も効果的な」防護措置として「避難」を
掲げています。原災指針は，国際基準が UPZ に

静岡県における浜岡原発における防護措置を
する区域の特徴は、当該自治体の総人口は約９

おいて最も効果があるする避難を基本的に採用

４万人，全国で茨城県の東海第二原発の防護区

しませんでした。
IAEA は，屋内退避は１日以上実施すべきでな

域に次ぐ人口数です。そしてこの区域内を東海
道新幹線など日本の東と西を結ぶ大動脈が貫

いとして、食物，水，公衆衛生，電力，医療援

き，原発事故が起きれば甚大な社会的経済的影

助、モニタリングなどその例外基準を設けてい

響が生じる区域です。

ます。また屋内退避を実施する建物の性能につ

またプレート境界型地震が周期的に繰り返さ

いて、致死線量を防ぐ大きな建物を選ぶことを

れてきた地域であり，巨大な海溝型地震である

重視しています。

南海トラフ地震も想定される危険区域です。ま

しかし，原災指針においては国際基準の「１

た海からの圧力で生じた断層が数多く、一度プ

日以上実施するべきではない」という限定規定

レート境界型地震が起これば断続的に強い地震

は見られません。また，国際基準が提示する条

が起きる可能性がある区域です。国の想定では

件も記載されていません。にもかかわらず原災

最大死者数は約１０万となります。

指針の屋内退避の期間に触れるのは、「プルーム

１
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が長時間又は断続的に到来することが想定され

それに対して国は「放射性ヨウ素にばく露さ

る場合避難に切り替える」というもの。こうし

れる２４時間前からばく露後２時間までの間に

た曖昧な規定では，避難する場合，住民は困惑

安定ヨウ素剤を服用することにより，放射性ヨ

するばかりです。

ウ素の甲状腺への集積の９０％以上を抑制する

新潟県の検証委員会によれば、屋内退避の意

ことができる」
「しかし，ばく露後１６時間以降

義と限界等について、
「なぜ屋内退避を行うかと

であればその効果はほとんどないと報告されて

いえば建物によって放射線の影響を避けるとい

いる。」
「安定ヨウ素剤の服用効果を十分に得る

うこと。一般的にはコンクリートの壁が厚いほ

ためには，服用のタイミングが重要であり」
「安

ど遮蔽効果は大きく、木造建物の遮蔽効果は小

定ヨウ素剤の備蓄，事前配布，緊急時の配布手

さい」としています。その資料によれば、木造

段の設定等の平時からの準備が必要となる。
」と

家屋の上空成分（クラウドシャイン）からのガ

しています。

ンマ線は１割しか低減されません。しかし，原

ばく露後１６時間以降であれば安定ヨウ素剤

災指針は「放射性物質の吸入抑制や中性子線及

の服用の効果はほとんどないとされているにも

びガンマ線を遮蔽することにより被ばくの低減

かかわらず，UPZ では屋内退避が優先的な防護

を図る防護措置である」と述べて，自宅の木造

措置とされ，初動で安定ヨウ素剤を服用する旨

家屋でも十分な防護効果があるような印象を与

の規定はありません。避難指示後に、一時避難

えています。

所やスクリーニング検査場で安定ヨウ素剤を配
布された時には既に服用のタイミングは過ぎて
いるおそれが大きいと考えます。
事前配布をすべきですが，住民に適切な服用
のタイミングについて周知がされない限り，効
果のない服用にならざるを得ません。

4. 「屋内退避」に最も適さない地域
県海岸部の地質の特徴と地震

静岡

原災指針の IAEA 国際基準からの逸脱にとど
まらず、静岡県がやがて必ず来る東海地震の震
源域であり，強烈な地震と津波に襲われること
通常日本家屋は木造が多く，静岡県もその例

からも，静岡県では原則屋内退避はやめるべき

外ではありません。その状況で IAEA の国際基

です。
2016 年の熊本地震は，１８０名近い死者を出

準のような限定を付けない屋内退避を強いるの

すなど，断続的な揺れ、特に 2 度目の揺れで大

は住民の安全を脅かすものです。

きな被害をもたらしました。熊本地震と静岡県

3. 「屋内退避」と安定ヨウ素剤服用のタイ

では活断層型地震とプレート型地震という揺れ

ミングの問題点

の違いはあるものの，断続的な地震が襲うとい

IAEA の国際基準では「屋内退避は安定ヨウ素

う点は同じです。直後の朝日のアンケートによ

剤の服用と同時に行う必要があり，公衆が安定

ると、原災指針の「屋内退避」について静岡

ヨウ素剤を１日以上服用することは適切ではな

県、牧之原市，掛川市，袋井市，藤枝市など３

いので，屋内退避の実施は制限される」とされ

７自治体が指針を「見直す必要はある」と答え

ています。

ています。

２
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静岡県で原災指針の通りに「屋内退避」を続

え，要配慮者がいる施設の避難の作成責任は，

ければ，予想を上回る甚大な被害が出るもので

法的にその施設に委ねられています。

あり、静岡県は屋内退避に最も適さない地域で

様々なアンケートで施設側から「どうすれば

あり，これを押しつけることは静岡県民の生

よいか具体的にわからない」の声が上がってお

命，安全を犠牲にするものです。

り、もっとも困難な避難にもかかわらず手がつ
かない状況です。

5. 「いかに実行が容易な対策にするか」を
優先させての IAEA 原則からの後退

ルター）は放射能除去などハード面の基準はあ

原災指針は，IAEA 国際基準の原則を後退させ

るものの、前述の国際的な基準、線量モニタリ

また要配慮者が利用する屋内退避施設（シェ

た理由として、JAEA の原子力防災情報文書に

ングや，適時の安定ヨウ素剤の服用といった

よれば、「各国で適用する際には変更可能」「対

「ソフト面」は皆無です。安全性を欠くことは

策の実行可能性も加味」とあり、いかに実行が

明らかであり，しかも，設置は未だ PAZ 区域内

容易な対策にするかということを優先させて後

に限られていますから，要配慮者の避難に有効

退させたと言わざるを得ません。

な措置とは到底言えません。

原災指針は，IAEA の国際原則を「対策の実行
可能性」のために値切り，またそれを地域の特

「効率的かつ実効的」な対応を大義名分とし

殊性も顧みないで自治体に押しつけ静岡県民の

て原災指針から要配慮者の避難を外したこと

安全を二重の意味で脅かしています。

が，一番困難な要配慮者を放射能災害に対して
ノウハウのない自治体に押しつけ，老人や障が

6. 要配慮者の避難

い者から安全な避難をする権利を奪っていま

高齢者，障害者，乳幼児その他の要配慮者の

す。

避難が最も困難、原発災害の特殊性を見なけれ

7. 深層防護の考え方に根本的に違反する事
故想定、そして指針

ばなりません。しかし国の責任で原災法に規定
すべきにもかかわらず一般的な地震・津波の対
応である災対法に分類されています。それゆ
３
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規制委員会は，最大でもセシウム１３７の放

方に相反しています。この避難計画の前提がそ

出量が１００テラベクレルの事故を想定して避

もそも原発の安全を図る大原則、深層防護の原

難計画を策定するよう支援（指導）しているこ

則から逸脱しています。

とから原災指針自体も，福島第一原発事故の１
００分の１の規模の事故想定を前提に策定され

大原則の逸脱を前提とし、
「対策の実行可能

ていることが窺えます。新規制基準で定めたシ

性」を優先した原災指針に基づく避難計画は実

ビアアクシデント対策（第４層）が全てうまく

効あるものとならず、それを欠く原発は県民を

機能することが前提です。深層防護の，各層の

放射線被ばくの具体的な危険にさらすもので

間に優先劣後の関係は存在せず，各層が互いに

す。

依存することなく独立しているべきとする考え

４
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静岡市議会議員

殿
静岡の将来を憂える専門家有志

静岡市清水区庁舎、桜ヶ丘病院移転に関する識者有志の要望書が発表され、7 月 11 日に静岡
市議会議員に送付されました。
石川千秋

（YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所員）

伊東秀夫

（富士の子供を守る会代表）

岩田孝仁

（元・静岡県危機管理監、前・静岡大学防災総合センター長）

内田重男

（元・静岡県環境影響評価審査会副会長、静岡大学名誉教授、Ph.D.）

遠藤 実

（静岡県司法書士会研修委員、司法書士）

大倉英三

（元・QMS・EMS 審査員、環境コンサルタント）

小野信一

（東海大学名誉教授、水産学博士）

加藤義久

（社会福祉法人・フジ福祉会理事長、東海大学名誉教授、理学博士）

川瀬憲子

（日本地方自治学会理事、静岡大学教授、経済学博士）

紀野好佑

（元・駒越地区連合自治会部長、びいどろクラブ講師）

轡田邦夫

（元・日本海洋学会教育問題研究会会長、理学博士）

久保 靖

（地域生物資源研究所理事長、静岡大学名誉教授、工学博士）

久保田雅久 （元・東海大学海洋研究所長、理学博士）
小針 進

（静岡県立大学国際関係学部教授）

駒澤利継

（元・日本児童英語教育学会理事・中部支部長）

榊原秀訓

（民主主義科学者協会理事、南山大学教授）

佐藤博明

（元・静岡大学学長、商学博士）

佐藤義夫

（元・静岡県環境審議会会長、理学博士）

スリヤ佐野一夫（清水シティーチャーチ牧師）
鈴木威雄

（都市環境計画研究所監査役、前・富士ロジテック会長）

千賀康弘

（静岡県環境審議会会長、元東海大学海洋学部長、工学博士）

田島慶吾

（静岡大学人文社会科学部教授、社会学博士）

津富 宏

（静岡県立大学国際関係学部教授）

富田英司

（清水まちづくり市民の会代表、清水沖縄を語る会事務局長）

中村彰男

（静岡商工会議所異業種企業交流会顧問）

新妻信明

（静岡大学名誉教授、理学博士）

林

（元・静岡県労働組合評議会議長、静岡県地方自治研究所事務局長）

克

平岡俊彦

（狐ヶ崎動物病院院長、獣医師）

藤木八圭

（(映像ジャーナリスト)

松田義弘

（元・静岡県港湾審議会会長、理学博士）

真鍋明宏

（ふじのくに防災士会、防災士）

山本義彦

（静岡大学名誉教授、経済学博士）
（五十音順）
１
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静岡市の発展・維持に、大所高所からご尽力
いただき、私たち、静岡市に専門的立場から関
与し、市の発展を期待する者として関係者の皆
様に心より感謝申し上げます。
さて、現在、市長は、停滞気味の静岡市の経
済再建に向けて、特に、清水区の賑わい創成に
力を注いでおられます。清水区は清水港を中心
に発展してきた地域であることから、港に賑わ
いをもたらすことが最大の施策であるとして、
清水港に接する JR 清水駅周辺の活性化に力点を
置かれていること、市民とともに賛同し、期待
しております。
しかし、この施策の中で、想定される南海ト
ラフ巨大地震による津波浸水域に清水区庁舎、
桜ヶ丘病院を移転する計画が静岡の将来に与え
る影響の重大さを私たちは憂慮しています。想
定される津波に向かって住民を突進させる計画
はあまりに異常です。政治以前の、住民の生命
の問題であり、清水区だけのローカルな問題と
して捉えることはできません。国の内外が静岡
市のこの歪んだ施策の行方を見まもっていま
す。静岡市として鼎の軽重が問われておりま
す。行政を監督、指導され、千年先の静岡市に
責任のある立場の貴議員お一人一人の高いご見
識とご配慮を頂きたく、以下の意見を静岡市民
の皆様に表明します。
１. 地震・津波危険域
市長が清水区庁舎の移転先としております清
水駅東口公園は、行政自身が定めた南海トラフ巨
大地震による津波浸水想定区域です。また、海岸
埋め立て地域でもあり、地震に対して脆弱な土地
です。清水区庁舎を現在地よりもさらに海に近い
位置に移し、その周囲に民間商業施設を建設し、
一方、現在、内陸部の海抜 8ｍの高台にあり、災
害時には救護基幹病院となる桜ヶ丘病院を津波
浸水想定域である現区庁舎の位置に建設すると
いう計画には、私たちは、種々の専門の立場から
賛同できません。
市長は、これらに対しては技術をもって対応
する（攻めの防災）としておりますが、免振構
造、ピロティ、ペデストリアンデッキ（連絡橋
と略します）などを用いるというのみで科学的
２
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に納得できる根拠を示しておりません。例え
ば、ピロティが採用されているハワイは太平洋
プレートの中央に位置していますので、プレー
トの先端での歪みで生じる我が国のような大地
震は起こりません。静岡で想定される津波はこ
のプレート先端での巨大地震によって生じるも
のです。津波で破壊される前に地震によって破
壊されることを忘れているようです。壁がなく
柱だけでは構造は弱くなるから、地震による倒
壊の危険は倍増します。阪神淡路大震災や熊本
地震ではピロティ構造の建物は被害が大きかっ
たと報告されています。大地震にも耐えるはず
の「新耐震基準」で建てられたマンションも倒
壊し、現在では、ピロティ構造は地震に弱いと
言われています。ハワイとの条件の違いを考慮
せずに、ピロティで大丈夫としたのであれば、
地震を忘れたお座なりの判断と言わねばなりま
せん。
「攻めの防災」とは、自然の力を人間の力で
抑えることができるという技術過信の発想で
す。防災でなく減災をという現在の社会の方向
性に対しても無知であると言わねばなりませ
ん。残念ながら、清水区選出の有力市議会議員
が、津波浸水区域が強調され過ぎているとし
て、「津波、津波とあまり言わない方がよい」と
言っておりますが、地元住民を代表する議員と
して災害に対する本気度が感じられません。科
学を無視した政治発言の代表でしょう。東日本
大震災での地震、津波災害を忘れて、またも
「想定外」といって住民に対する責任を逃れる
のでしょうか。
この度の専門家有志の一人である新妻信明・静
岡大学名誉教授は、ここを活断層（草薙断層）が
走っていると発表しています。これに対し、市の
危機管理課は、
「仮説であり、断層が見つかっても
建設を禁止する法的根拠はない。市独自に調査、
検討する予定はない」と言っています。たとえ仮

説であっても科学的根拠に基づいたものであり、
市民の安全を護る危機管理課としては、これを先
取りして対応すべきですが、その認識はありませ
ん。また、港の岸壁を津波がどのようにして乗り
越え、内陸に遡上するか、軟弱地盤にどのように
作用するかなどの危機管理の基本知識さえも専
門研究者から教わろうともしていません。科学を
軽視する市行政の基本的姿勢と言えます。これは
行政に対する市長の指導責任です。
２）賑わいのまちづくり
市長は、清水駅東口への区庁舎移転計画は「賑
わいのまちづくり」を目的としたものであり、国
交省による地方都市のコンパクトシティ化政策
に従ったものであるとしています。しかし、国交
省は「地震・津波などの大災害が想定される地域
での公共施設建設は除く」とし、総務省は「津波
危険性のないところに病院をつくること」と規定
しています。さらに、静岡県は「津波危険域の病
院は災害時救護病院に指定しない」と規定してい
ます。市長は清水区の都市計画に対して、これら
をどのように理解しているのでしょうか。
区役所の移転問題が市議会で議論される前に、
市は、桜ヶ丘病院を現在の区役所の位置に移すと
発表しました。これは区庁舎が 玉突きで移動さ
せられることを意味しており、区の最重要施設を
蔑ろにしたものであり、区民の反感は当然です。
しかも、これらのいずれをも地震・津波災害が想
定される位置に移すということはだれが想像し
たでしょうか。清水区の都市計画に対する市民の
根本的な懸念であります。
市はこの計画に従って、賑わいをもたらす民間
商業施設と一体化した区庁舎の建設に対する入
札事業者を募集しました。しかし、津波浸水が想
定され、地盤脆弱な土地に民間商業施設を建設し
てもテナントが出ないのでは、即ち、賑わいのあ
る街づくりにはならないのではという懸念から、
入札希望業者はゼロという結果になりました。市
民だけでなく商業関係者、建設関係者もこの計画
に疑問を感じているということです。
そこで、市は都市計画の“甘さ”を認め、民間
施設の建設を計画から外し、区庁舎のみを建設す
ることにしました。当初の目的は「賑わいのまち
づくり」でなかったでしょうか。その最大の目的
を放棄して、区庁舎のみの建設という杜撰な計画
変更です。区庁舎だけならば、津波、地盤の危険
を冒して港に造る理由はなんでしょうか。さらに、
区庁舎本体でなく、連絡橋の建設だけの入札が告
示されました。連絡橋は区庁舎の付帯設備です。
本体（庁舎）の建設入札をする前に連絡橋だけの
３
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入札を行うとはどういうことでしょうか。本体
（庁舎）の建設計画が変わったらどうするのでし
ょうか。津波浸水域での庁舎建設というだけでな
く、本来の目的を忘れた支離滅裂な計画と言わね
ばなりません。
市民生活に経済の発展は重要です。しかし、静
岡商工会議所の酒井会頭も、「この度の新型コロ
ナウィルスへの対応が緊急の課題となっている
今、区庁舎建設は不要不急の施策として見直すべ
き」と提案しています。コロナウィルスへの対応
で、静岡市の財政調整基金は残り 1 億円となり、
市長は、区庁舎の建設計画も凍結するが、撤回で
はないと発表しました。財政調整基金が底をつい
た今、終息の見えないコロナウィルスに対する市
民生活の救済、そして、その後の市財政の回復の
ための財源をどのように考えているのでしょう
か。100 億円を超える区庁舎建設はまさに不要不
急であり、凍結でなく、撤回して緊急を要する市
民生活、経済の回復に宛てるべきです。
老朽化を控えた桜ヶ丘病院（JCHO）は市の強
い要望を受けて清水区庁舎跡地への移転を了承
してきましたが、上記のように災害時に救護基幹
病院としての機能が果たせないと再考し、この度、
移転先の見直しを市に要望しました。人命を預か
る医療機関として当然の判断でしょう。しかし、
市長は、移転を凍結した区庁舎の駐車場への移転
を突然提案しました。ここは前記の予定地よりも
さらに海に近い津波危険域ですが、医療機関の役
割をどのように考えているのでしょうか。その姑
息とも思われる真意を市民は憶測しています。市
民のための医療に対する行政の基本姿勢に不安
を抑えられません。

３. 住民投票
昨年 4 月の静岡市長選挙で当選した市長は、
「清
水区庁舎の建設を選挙で公約したので、建設する
責任がある」と言っていますが、選挙公報のどこ
にもその公約は見当たりません。もし、選挙で公

約したのであれば、市民は計画の遂行を認めねば
なりません。しかし、公約していないことまで含
めた全権を得たわけではありません。選挙には当
選しましたが、その時の出口調査では区庁舎建設
に反対が過半数を占めていました。これは、市長
が区庁舎建設の意思をもっていることを市民に
全く知らせなかったために生じた矛盾です。
市長は「①タウンミーティング、②パブリック
コメント、③区庁舎建設検討委員会での意見に従
って計画を進めている」と述べています。しかし、
これは市長の独断であり、①、②、③のいずれに
おいても、建設への疑問が多数であったことは周
知の事実です。
また、市長は「住民投票には多額の費用を要す
るので」と、住民投票の発議を拒否しました。100
億円を超える区庁舎建設予算に対し、住民投票に
どれほどの費用がかかるかと、議会が質問したに
も拘らず、いまだに回答していません。市民、議
会を蔑ろにした、合理性に欠けたその場だけのお
座なり答弁として市民は納得していません。
このように、市長の考えを市民は理解すること
ができず、住民投票で市民の意向を確かめて欲し
いと署名活動が進められました。その結果、コロ
ナウィルスでの署名活動自粛にも拘わらず、法定
数の 4 倍を超える署名が集まりました（住民発議
の住民投票）。しかし、多数の署名が集まっても、
投票にいたるまでには、市議会で条例が制定され
ねばなりません。既に、市議会の一会派が発議し
た「住民投票条例案」は多数会派により否決され
ています。「住民投票は住民の権利として極めて
重要である。そのような重要な案件は住民に任せ
ず、市議会が決定すべきだ」というのが否決の理
由でした。
「住民の権利であるが、住民には任せら
れない」という矛盾した考えに気づいておられる
のでしょうか。市民の判断力を軽視されていませ
んか。また、議員の皆さんは、区庁舎の移転に関
して、住民との対話、集会で意見を聴いておられ
ますか。住民の意見を聴かずに住民の権利を代理
できると考えておられるのでしょうか。上にも述
べましたが、選挙で選ばれたからといって全権を
与えられたわけではありません。さらに、地震、
津波、経済効果、マーケティングなどの専門研究
者からの意見聴取などを行っておられるのでし
ょうか。このような状況から、住民発議の住民投
票条例案は、市議会での審議以前に既に否決と決
まっているのではないかと市民は懸念していま
す。
住民が発議した住民投票条例（案）は市議会の
審議に委ねられます。議員の皆様の高いご見識に
より、適切な条例となることを期待しております。
なお、条例案の審議では、以下の 5 点を特にご配
４
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慮いただきたくお願いいたします。
⑴ 住民投票は市民の権利：市議会でも「住民投票
は住民の権利として極めて重要」と言っておりま
すが、住民から提出された条例案が市議会で不採
択となれば、住民投票は実施できません。住民投
票の権利を阻害することになります。これは住民
発議の住民投票を定めた地方自治法、静岡市自治
基本条例に反します。
「市長発議の住民投票」、「議員発議の住民投
票」、
「住民発議の住民投票」は互いに独立してお
り、上下関係はありません。法に従った住民発議
の住民投票を抑える権限は市長にも市議会にも
ありません。
⑵ 市議会に託された役割：住民が発議した住民
投票条例（案）は議会の審議に委ねられます。こ
れは条例の制定が議会の任務であることにより
ます。住民投票を実施するための方法等を定めた
条例が出来ていなければ住民投票を実施するこ
とができません。議会がその役割を担うことにな
ります。即ち、議会の役割は、提出された「住民
投票条例(案)」の妥当性を審議することです。
市議会では、「提出された条例案が妥当である
か（条例としての適切性、他の条例との整合性、
不足条項、重複条項、文言の合理性、瑕疵など）
が審議」されます。条例として妥当でない条例案
であれば否決されるのは当然です。地方行政の専
門研究者が「これまで住民から提出された住民投
票条例案の多くは、条例とするには適さないと判
断されて、否決されている」と解説しているとお
りです。
⑶ 条例案の申請目的：提出された条例案に限ら
ず、申請目的から外れた審議をしてはならないこ
とは言うまでもありません。この度の申請は「清
水庁舎の移転・建設を市民が判断するために条例
を定めてほしい」ということです（近く提出され
る条例案をご覧ください）
。即ち、移転・建設に反
対ということは審議の対象でありません。言い換
えれば、議会の多数が移転・建設に賛成だからと
いう理由では条例案を不採択にはできません。
⑷ 住民投票の必要性：市長が言うように、「①、
②、③を経て移転・建設は既に住民に認められて
いる」のであれば、⑵で専門研究者が例示したよ
うに、提出された条例案は不採択になって当然で
しょう。しかし、①、②、③のいずれでも移転・
建設は賛同されていません。即ち、
「認められてい

る」という市長の認識は誤ったものです。従って、
住民投票条例を制定して、住民による賛成、反対
の意思決定がなされねばなりません。賛成、反対
の意思決定を議会が代行することはできません。
⑴で示した通り、これは住民の権利です。

⑸ 市議会議員の識見：近く「住民投票条例（案）
」
が市議会に提出されます。これまで 4 カ月の署名
活動が行われてきた中で、議員の皆様はその内容
を十分理解されているはずです。⑶に記しました
ように、区庁舎建設に反対を求めた条例案でない
ことを改めてご確認下さい。
市民のこの度の要望は市民生活、将来の孫、子
供たちの命に直結したものであり、政治問題では
ありません。住民投票条例の制定を要望した署名
の半数は、この問題に直接関係しない葵区、駿河
区の住民によるものでした。清水区だけの問題で
はないと静岡市民全体が危機感をもっているこ
との表われです。市議会での審議では、党派の制
約に縛られず、貴議員個人のご見識に従って、全
市民の代表としてのご意見が述べられねばなり
ません。

ました。千年後、為政者たちの判断はどのように
評価されるでしょうか。
これまで、長い年月にわたって発展してきた静
岡市の将来をこのまま座視することは私たちに
は耐えられません。将来、子や孫たちに私たちは
非難されることになります。文化大革命の嵐の中
で、考古学者・袁仲一先生は、「歴史の犯罪者」
になってはいけないと同僚を励まして、兵馬俑が
破壊される危機を救ったと言われます。市長の専
断を抑えることのできる市議会の皆さん一人一
人が袁仲一先生です。
私たちは、これまで静岡市の発展・維持のため
に、現役として、OB として貢献してきたと自負
しております。地震・津波等の災害、地盤・地質、
港湾・都市計画、建設、流通・経済、行政、商業、
文化政策、地域外交、法律、教育、医療、環境、
観光、国際交流などの専門家として、この度の区
庁舎、桜ヶ丘病院の移転は、
「住民を津波に投げ込
む」という、住民の命を軽んじた、あまりにも異
常な非倫理的計画であり、静岡市の将来にとって
極めて危険であると考えます。先ずはこの計画を
撤回し、市民の信頼を回復してから、市民と共に、
子や孫、そして千年先の静岡市のあるべき姿を検
討するべきです。
冒頭に記しましたように、この度の件は政治以
前の、住民の命の問題であり、国の内外が静岡市
のこの歪んだ施策の行方を見まもっています。清
水区のローカルな問題でありません。市全体の行
政を監督、指導され、千年先の静岡市に責任のあ
る立場の貴議員として、私たちの意図をご理解い
ただき、市長、市行政への積極的なご指導とご配
慮をいただきたくお願い申し上げます。
以上の考えを静岡市民の皆様に表明します。
令和 2 年 7 月 9 日

４. 千年先の静岡
市長は、「千年にたった一度生じるかどうかわ
からない災害を恐れて街づくりはできない」とい
っていますが、これは、統計学だけでなく、自然
科学に対する無知を意味するものです。また、
「地
球儀を俯瞰し、将来を先取りした政策」という日
頃の市長の言葉に矛盾します。千年先まで続く市
民生活を護るのが、行政の責任でないでしょうか。
「稲村の火」で知られる安政南海地震津波の災
害を受けた和歌山県広川町は、今も史跡観光に、
また行政、議会からの視察が絶えません。しかし、
その帰路、海岸から 200ｍの位置に町役場が建っ
ていることに気づき唖然としています。また、陸
前高田市議会は、東日本大震災で過酷な災害を受
けた土地に財政的理由から市役所の建設を認め
５
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