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第２１回静岡県地方自治研究会定期総会・記念講演会
及び「２０周年を祝うつどい」報告
日時
会場
参加者
内容

２０１７年７月１日（土）１３：３０～１６：３０（１７時より祝うつどい）
あざれあ会館５Ｆ５０２会議室（祝うつどいは１Ｆレストランはれのひ）
５５名（祝うつどいは３５名）
一部 記念講演会
テーマ 「日本型コンパクトシティと地域経済の再生」
講師
鈴木誠 愛知大学教授
二部 定期総会

静岡県地方自治研究所は、７月１日（土）
、第２１回定期総会・講演会を静岡市内で開催。自治体労働者をはじ
め、労働組合や民主団体などから約５５人が参加しました。
はじめに、静岡県地方自治研究所の川瀬憲子理事長代行（静岡大学教授）が主催者あいさつをおこないました。
（挨拶全文は別項で紹介）
第１部では、
「日本型コンパクトシティと地域経済の再生」―分権
分散方式による「市街地再生計画」制度への転換―と題して鈴木誠
愛知大学教授が記念講演を行いました。鈴木教授は、ヨーロッパと
日本ではコンパクトシティの概念が違う事、日本では、貿易摩擦の
対策として、内需拡大、規制緩和を推進、都心の大規模再開発、郊
外から都心への居住機能の誘導をめざすもので、その実現の２大政
策として①都市機能を都心部に集中し利便性を高める政策、②人口
減少と共に中心市街地を縮小し、人口密度を一定に保つ政策である
と語りました。
立地適正化計画を静岡県内では１８市町が策定着手したとし、静岡市の計画を詳しく紹介しました。しかし鈴木
教授は、この立地適正化計画は、災害リスクへの対策と連続性をもって作成されているのか等の問題点も指摘、特
に「自治」がなければリスクが高いとも指摘しました。もう少し経済再生に踏み込んで欲しかった気はしますが、
抽象的ではなくかなり具体的な分かりやすい講演でした。講演の後の質問でも、リニア新幹線の中の静岡の位置づ
け、町内会・連合自治体が果たすべき「自治」とは果たしてどうなのかなど率直な疑問も出されました。
記念講演のあとの定期総会では、最初に３月に亡くなられた三橋良士明理事長の冥福をお祈りし黙祷が行われま
した。総会は１時間という短いものでしたが、自治研活動の今後のあり方や財政問題など意見が出され、有意義な
ものとなりました。情勢と２０１６年度の活動報告・決算・監査報告が承
認され、２０１７年度の活動方針と役員体制、予算が確認されました。理
事長に川瀬憲子氏が新しく選出されました。
又収支報告の中で「基金」の扱いと２０周年記念事業については「特別
予算」で対応することが確認されました。
総会のあとあざれあ１階のレストランはれのひで、２０周年を祝うつど
いが開かれ、３５名の方が参加しました。自治体問題研究所の竹下常務理
事と日本共産党の平賀県議が来賓として参加され挨拶をされました。
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第２１回静岡県地方自治研究所定期総会主催者挨拶
理事長代行

川瀬憲子

こんにちは。当研究所理事長代行の川瀬でございます。お忙しい中、総会・講演会にお集まりいた
だきまして、誠にありがとうございます。おかげさまで、研究所設立からまる 20 年が経ちました。記
念誌を作成いたしましたので、ご覧いただきたいと思います。
今年はまた、憲法施行 70 周年、地方自治法制定 70 年の節目にあ
たります。新しい憲法の下で、第 8 章に地方自治に関する４カ条
が盛り込まれました。92 条には「地方公共団体の組織及び運営に
関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」
と規定されています。
その解釈を巡りましては、承認説、制度的保障説、固有権説と
いったように、いまだに論争は続いていますが、団体自治と住民
自治の双方を含む概念であると言われています。私たちは、固有権説にたち、地方自治は人間の基本
権であると考えています。したがって、生存権、生活権など基本的人権を守り、発展させることが重
要であると言えます。
いま、改憲をめぐる動きが加速化していますが、自民党の憲法草案をみると、平和主義、基本的人
権の尊重、国民主権さらに、地方自治も含めた４つの理念がなくなり、形骸化しています。戦争の放
棄の部分がなくなり、安全保障に取って代わっていますし、人権も大幅に制約されるものとなってい
ます。憲法草案の地方自治の 92 条に加えられた条文を見てみてみますと、
「地方自治は住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に

実施す

ることを旨として行う」
「住民は、その属する地方自治体の役割の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を

公平に

分担する義務を負う」
とされ、住民の参画を基本とすることと、住民はあくまでも行政から提供されるものに対して等し
く受ける権利がある点だけが、明文化されています。住民が基本的人権を保障されるという意味での
権利としての位置づけもありません。団体自治の規定もなく、完全に国の下部機関として位置づけら
れています。
また、国の専権事項とされる外交・安全保障、通商分野の諸政策に対して、地方自治体や地方議会
が国に対して、関与しにくくなるといった問題があり、条例制定権が著しく制約される内容となって
います。沖縄など在日米軍基地所在自治体で、基地の選定について意見表明すれは、「違憲」とされ
る可能性があり、民主主義は著しく後退することになります。さらに、閣議によらなくても、首相は
衆議院の解散権、行政各部の指揮監督、国防軍の最高指揮権を 1 人で行使できる内容となっています。
明治憲法には、地方自治に関する規定すらありませんでした。当時は、官治的自治とよばれ、天皇
を頂点とし、地方名望家が支配する古典的自治が中心でした。一般市民の多くは公民権すら認められ
ていませんでした。そうした状況の下で、大正デモクラシー期には多くの開明派と呼ばれる都市官僚
や市民が普通選挙制の実施や税源移譲を訴えるなど、地方自治を求める運動が激しく展開しました。
現在の憲法は、そうした歴史の所産ともいえるものです。
また、憲法草案には、「広域自治体」という言葉が盛り込まれ、明らかに道州制への移行を目論ん
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でいると考えていいと思います。道州制となれば、さらなる市町村合併が進められ、地域間、地域内
格差は拡大します。
現在、第二次安倍政権のもとで、まち・ひと・しごと創生法が制定され、「地方創生」政策が進め
られています。さらに７つ目の国土計画の中で、超コンパクトなまちづくりをコンセプトとして、公
共施設の統廃合も急ピッチですすめられ、統廃合に関しては国による財政措置がつくという形での、
財政誘導システムが取られています。小中学校や保育所の統廃合計画も含まれています。
コンパクトシティというのはもともとは、欧州で進められてきたような環境や社会的生物的弱者に
やさしい、アメニティのあるまちづくりをコンセプトとするものですが、日本では、選択と集中によ
り、周辺部を切り捨ているという意味での、日本型コンパクトシティ政策にすり替えられてしまって
います。
静岡市では清水ウオーターフロント開発計画の一環で、清水駅の前に LNG 火力発電所誘致計画が進
められています。これは合併の弊害とも言えるかもしれません。清水駅の横には清水庁舎の移転も計
画され、その跡地に桜ヶ丘病院を移転させる計画です。
また、公共部門の市場化もすすめられ、上下水道の経営権を民間に譲渡する動きも進められていま
す。私たちの命や暮らしに関わる問題であり、深刻に受け止める必要があります。
本日は、地域経済がご専門の鈴木誠先生においでいただき、「日本型コンパクトシティと地域経済」
について、ご講演をお願いしています。楽しみにしていただきたいと思います。
最後になりましたが、設立当初から理事長をされてこられた三橋先生が３月末にお亡くなりになり
ました。ご冥福をお祈りしたいという言葉とともに、私の挨拶に代えさせていただきたいと思います。
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○ 今回の計画の特色
「国土のグランドデザイン２０５０」（２０１４年７月国土交通省策定）を踏まえ、
①本格的な人口減少社会に初めて正面から取り組む国土計画、②地域の個
性を重視し、地方創生を実現する国土計画、③イノベーションを起こし、経済
成長を支える国土計画、を実現する。
○ 計画の基本コンセプト：「対流促進型国土」の形成
①「コンパクト＋ネットワーク」→ 人口減少に立ち向かう地域構造・国土構造
②「個性」と「連携」による「対流」の促進→ 地域の個性を磨き、地域間・国際
間の連携によって活発な「対流」を起こす
③「ローカルに輝き、グローバルに羽ばたく国土」→ 「住み続けられる国土」と
「稼げる国土」の両立
国土の均衡ある発展を実現

（※）地域の整備、産業、文化、観光、交通、情報通信、エネルギー、国土基盤、防災・
減災、国土資源・海域、環境、景観、共助社会づくり

○ 国土形成計画の意義
国土に関わる幅広い分野の政策（※）について、長期を見通して、統一性を
持った方向付けを行い、目指すべき国づくりを推進するエンジンと位置づける。

～戦後７番目の国土計画となる「対流促進型国土」形成の計画～

国土形成計画（全国計画）【概要】

（日本地域経済学会理事長）

鈴木 誠
愛知大学地域政策学部教授

ー分権分散方式による「市街地再生計画」制度への転換ー

日本型コンパクトシティと地域経済の再生

＊日本型コンパクトシティ論の背景＝国土形成計画
＊基本コンセプトは「対流促進型国土」の形成
＊対流を起こすため、都市内、都市と都市、都市と農村を、
「コンパクト」にまとまり、「ネットワーク」でつなげる。

＜そのための地域別政策＞
①集落地域＝「小さな拠点」の形成・活用を戦略的に推進。②地方都市
圏＝コンパクトシティの形成。都市間連携等により高次都市機能を確保。
③地方広域ブロック＝ブロック相互間や東アジア等との交流・連携で地
域全体の経済成長力を実現。④大都市圏＝国内外のヒト・モノ・カネ・情
報が対流する空間へ再開発。北陸新幹線金沢延伸、リニア中央新幹線
による「スーパー・メガリーション」の形成。⑤都市と農山漁村の相互貢
献による共生＝田園回帰を推進。

新たな国土形成計画の基本構想を「対流促進型国土」との内容
・計画期間＝2015年から2025年。「本格的な人口減少社会に向けて、
『適応策』と『緩和策』を同時に推進」ことを宣言。
・東京一極集中の是正策として、①東京一極滞留を解消し、ヒトの流れ
を変える。②魅力ある地方の創生により「ローカルに輝く国土」の形成
目指す。③東京圏の活力を維持し「グローバルに羽ばたく国土」形成。
＝地方からデフレ経済を克服。経済成長を重視した国土形成へ。

グローバル市場協調型国土開発で地域をつくる

国交省
資料
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②人口減少と共に中心市街地を縮小し、人口
密度を一定に保つ政策
＊立地適正化計画による都市機能の集約
や誘導化。2017年3月31日時点で348都市が
策定中。このうち、106都市が2017年4月末ま
でに計画を作成・公表。

①都市機能を都心部に集中し、利便性を高める
政策
＊中心市街地活性化計画。２０１６年１１月
までに２０２の中心市街地活性化計画が
認定。１０７基本計画が最終報告済み。

東京一極集中が加速する中、
が
コンパクトシティ実現のための2大政策

・欧州、とくにEU加盟諸国では、ほとんどの国で「コンパクトシ
ティ政策」を導入。コンパクトシティ政策のねらいは、都心・
市街地での規制緩和や市場競争を制御し、公共性を回復
する。その手段として、①都心での自動車交通依存を低下
させ、公共交通（トラムなど）による移送を維持する。②公共
交通で都心と郊外をつなげ、都心のドーナツ化、スプロー
ル化を抑制。③都心に一定の人口密度を維持し、商業・居
住・公共サービスなど多様な機能を複合的に保全する、な
ど。
・だが、日本では、貿易摩擦の対策として、内需拡大、規制
緩和を推進。都心の大規模再開発、郊外から都心への居
住機能の誘導をめざす。

欧州（EU）と日本とで異なる「コンパクト」の意味

1997年以降、人
口の集中は東京
圏のみで顕在化

・2008年リーマンショック以後も、地方圏からの転出超
過は継続。逆に転入超過を続けたのは東京圏のみ。
・不況下でも地方圏から東京圏へと人口の転出超過
が続いたのは戦後初。移動の主人公は・・・・
＊1973年第一次石油危機、1979年第二次石油危
機下では、地方圏人口の流出はゼロへ。他方、大
都市圏のうち大阪圏では、70年代前半から人口の
転出超過が始まる。）
＊1997年アジア通貨危機以後、地方圏からの人口
流出超過が断続的に続き、2013年には9万人が流
出へ。その大部分が東京圏へ流入

人口移動が新たな局面へ（図表「人口移動」参照）
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新しい国土形成計画（2015-2025の10年間）では、リニアで
東京圏・名古屋圏・大阪圏を結ぶメガリージョンを形成

原資料は、総務省「住民基本台帳人口移動調査」

2013年度の年齢階層別転入超過数をみると、東京圏
のみ15歳から29歳までの若者層の転入超過が著しい

新しい国土形成計画で「対流」を引き起こすために描
かれた「コンパクト＆ネットワーク」の考え方

約化をめざ
（中山徹「コンパクトで進み出した大規模開発はなぜ失敗するのか」 すという
が・・・
『住民と自治』２０１７，４

①市街地を取り巻く圏域全体の人口が減少化
そこで、立地
②郊外開発の規制が不十分
適正化計画
③郊外と都心部を結ぶ公共交通網が
によって居
住機能＝消
未整備
費人口の集

コンパクトな都市づくりをめざした中心市街地活
性化事業が進展しなかった主な理由＝市役所、
美術館、図書館など公共施設は集約できても、商
業施設の集積が進まなかった為。その主な理由

しかし、都市機能と居住機能の都心誘導が進まない理由

国交省資料
より（2013）

連携中枢都市圏
の形成をめざす
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コンパクトな都市構造の評価分野・評価軸・評価指標例（国交省）

「人口減少、高齢化が進展する中で、日常生活
に必要な都市機能が維持された持続的でコン
パクトなまちづくりの推進」に向けて、2014年8
月改正都市再生特別措置法施行＝「立地適正
化計画制度」を創設し、運用開始。
・立地適正化を通じ、めざすべき都市の構造を示
す。示す際、次の6分野に即し、市民合意を得た上
でめざす。すなわち、①生活利便性をどう保つか、
②健康・福祉をいかに促すか、③安全・安心をどう
保障するか、④地域経済をどう実現するか、⑤行
政運営をどう行うか、⑥低炭素化などエネルギー
効率をどう高めるか、などが計画評価のポイント。

立地適正化計画によるコンパクトなまちづくり

静岡県内では18市町が計画の策定に着手し、そのうち静岡
市で計画を作成・公表済（国土交通省）

・立地適正化計画の策定は、全国348都市で着手。
そのうち106都市が2017年4月末までに計画を策
定し公表。
・主な分野は、中心市街地の活性化、都市機能・
居住誘導地区の設定、公共交通の維持、公共
施設の整備が中心。つまり、集約型都市構造の
整備、公共交通の整備に分野が偏在傾向。
・全国10都市でモデル事業に着手。弘前市、鶴岡
市、見附市、金沢市、岐阜市、大東市、和歌山
市、周南市、飯塚市、熊本市で都市機能、居住
機能の誘導を推進中。

つまり、立地適正化計画では、公共施設や民間施設の立地を都
市内の特定エリアにまとめをあげることを第一義的にめざす
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・人口は、2016年の約70万人から2035年には
約60万人に減少。約３分の１が６５歳以上。
・都市が広がったままの状態で、人口減少と高
齢化を加速させる都市へ。その社会的リスク
を回避するために「集約連携型都市構造」の
実現をめざす。
①静岡・清水・東静岡駅周辺を「都市拠点」、草
薙駅周辺を「地域拠点」としにぎわいを創出。
②郊外部を「ゆとりある市街地ゾーン」化。
③市街地外側は「自然調和ゾーン」とし、農地・山
林等の自然環境を保全。

そこで、静岡市のコンパクトシティ政策を見る

・市街地の縮小を想定したわが国最初の制度。
・しかし、居住誘導区域は設けているものの、従来
以上の効果的な誘導装置はないのではないか。
・居住誘導区域以外の一定規模以上の開発は、
届出制度を導入したのみ。大型商業施設の郊外
立地は従来のまま。市街地外延化防止の効果
に疑問。
・都市機能誘導区域では、自治体の大半は、新た
な誘導措置誘致を重視。居住誘導は可能か？

立地適正化計画に対する既存の課題指摘

6

既存施設を含め誘導すべき「誘導施設」を整
備・・・整備を約束するものではないという！

立地適正化計画では、「集約化拠点形成区域」「利便性の高い市
街地形成区域」「ゆとりのある市街地形成区域」の3区域を設定。

集約化拠点地区は 地区。「静岡駅周辺」
「
清水駅周辺」
「
東静岡駅周辺」「
草薙駅周
辺」
「駿河区役所周辺」「
安倍川駅周辺」

立地適正化計画上
の「
集約化拠点形
成区域」
に該当

9

生活に便利な市街地への期待は大きいが、災害などリ
スクへの関心は全般的に低い！

パブコメには282人から意見が集まり、20代が52%（146人）で最
も多く、次いで40代14%（39人）、30代（27人）であった。男性が
60%、女性が35%。（2016年12月22日から2017年1月23日実施）

事例：静岡駅周辺地区は、歴史文化拠点として市街地の集約化をめざす！

静岡市地域防災計画は、市街地の密集性を危惧

①静岡駅周辺地区
・約50%の地域が安倍川など2本の下線の浸水想
定区域に含まれている。地震被害では建物倒壊、
火災による死者多数が想定されている。
②清水駅周辺地区
・地震による津波浸水想定区域と重なり死者多数を
想定。その他、洪水浸水想定区域とも一部で重なっ
ている。
③東静岡周辺地区
・都市浸水想定区域にほぼ覆われると共に、西側
が土砂災害特別警戒区域と隣接し、地震では急傾
斜地崩壊による死者も想定されている。

災害リスクから見た３つの集約化拠点の課題

静岡県第
四次地震
被害想定
（死者数）

静岡市では、国や県との緊密な連携によ
る防災は想定するものの、地域単位の
防災計画や受援計画の策定はない模様。
特に集約化地区は死者数が増える地区
だけに、地区防災計画・受援体制の強化
が必要不可欠である。
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子ど
も会

行政

老
人
会

中小
企業

子
供
会

町
内
会

行
政

防災をきっかけに地域の在宅看護・介
護の支援、防犯協力、子どもキャリア教
育支援、高齢者の居場所と役立ち支援、
以上のための投資の仕組み作り

大家族的
心豊かな共生社会へ

防災協同組合

老
人
会

・平時
・発災直後
・1週間程度の避難時
・復旧、復興時

防災コミュニ
ティづくり

こうなれば

中
小
企
業

６つの集約化地区毎に、地区内の企業、
の集約化地区毎に 地区内 企業
住民が親睦交流を重ね、防災コミュニ
ティへ、さらに防災共同組合へと発展。地
域自治、産業自治、住民自治を柱に！

・防災、救命、避難生活、復旧面で個人（老人、子ども）、ご近
所、自治会、消防団、中小企業等が出来ること、すべきこと
をリスト化し、相互確認

・多くのふれあいの場づくり
・色々なふれあいの機会づくり
・日常的にこまめに実施する

ふれあい防災

町内
会

つながり防災

これができると

あの会社があってよかっ
たと思われているか？

これができると

平時からなぜ防災・事業
再開の準備が必要？

自治会、民生委員、消防
団、港区と防災面で交流・
連携できているか
被災時に社員、経営者がすべ
きこととは何か？

社員が能動的に地域防
災活動に参加することを
後押ししているか

会社、地域のために
備えるべき事

社員、経営者が避難所
ですべきことは？

社内の防災意識
形成プロセス

立地防災計画区域内の地区防災計画の策定に向けてーはしごを登るようにコツコツと！ー

・静岡市の災害対策は、地域防災計画に基づき、土砂災
害、津波災害、水害などに対する市の施策が策定されて
いる。
・しかし、現行の立地適正化計画は、災害リスクへの対策
と連続性をもって作成されていないのではないか。
・医療、福祉、子育て、商業など都市機能を一層高密度に
誘導し、その周囲に居住エリアを形成するのであれば、
「立地適正化計画区域」内の「集約化拠点形成区」と「市
街地形成区域」毎に、「地区防災計画」の策定を公民連
携で進め、防災コミュニティの実効性を高めることが、防
災上、被災後復旧上、事前防災上、受援体制上、必要
不可欠ではなかろうか。

集約化拠点区域の形成と災害対策の連続性が不十分

2013年改正災害対策基本法で、「一定地区の住民や事業者による自発的な防災活動を推進する目的
で「地区防災計画制度」創設（2016年4月施行）。同計画では、地区の特性に応じて、自由な内容で計
画を作成することが可能。法律上、防災訓練、物資及び資材の備蓄、地区居住者等の相互の支援を
例示。地区の過去の災害事例を踏まえ、想定される災害について検討を行い、活動主体の目的やレベ
ルにあわせて、地区の特性に応じた項目を計画に盛り込むことが重要。

中小企業による地域防災支援協定の締結を踏まえ、次は地区防災計画の策定、実践へ。

１）地域の中小企業がもつ技術、サービスを調査し、震災直後から活動できるよう中小
企業の役割を把握すること。
２）災害時、住民の避難場所となる学校等の耐震補強、老朽施設の改修、立て替え等を
中小企業の技術等を活かし実施すること。
３）被災企業が事業再開を迅速にできるよう、中小企業と協働して企業情報、保有デー
タを自動的に安全な場所へ保管するシステム開発に着手すること。
４）中小企業が被災者の自宅、事業所の耐震改修に取り組めるよう助成制度を充実す
ること。
５）地域の中小企業との防災協定を締結し、中小事業所を地域の防災拠点とすること。
その下で飲食料備蓄、自家発電設備の設置、洋式トイレ・給湯設備の準備を推進。
６）被災後の早期事業継続に向けた広域中小企業間相互応援協定の締結を促すこと。
７）静岡県、静岡市、市内コミュニティ組織、商店街振興組合、中小企業団体（同友会な
ど）が、事前復興協定を締結。

東日本大震災の教訓を活かし、立地適正化計画内の
中小企業、個人事業所が中心となり、防災・減災の取組
を推進すべき。

例えば、静岡市、商工会議所、商店街振興組合、中小企業家
同友会等が、集約化拠点形成区、市街地形成区域において、
「地域防災組合」を設立、事業化することも重要ではないか
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1

＊熊本地震では、必要な仮設住宅が完成するのに半
年を要した。首都直下型地震で、東京都では本格的
復興は 年後から開始し、 年を要する事業と捉
えている。よって、事前復興を市区で推進中。
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漁港・ウオーターフロ
ント大手企業の責務

観光客への貢献
⑥ 被災時、国内外の観
光客の安全を支援する

地域への貢献
⑤ 被災時、住民の安全
誘導を支援する

ための対策

災害への備え
④ 地域に損害を及ぼさない

災害への備え
③ 地域との交流と役割

被災時の自社の責任
② 経営者の責任

被災時の自社の責任
① 従業員の対応

従業員数。年齢構成、従業員
の居住地、通勤方法

自社の業務態様（工場、社外
業務、事務所など）

まずは各社内で防災・減災チェックに着手し他社、地域諸団
体と共有化をめざし、地域防災救済支援計画を策定

ポイント① 設備の転倒、落下、危険物の流出、火災などが発生しないようにすること。
ポイント② 被害を引き起こすことを想定し、自主防災組織と対策を話し合うこと。
ポイント③ 企業も地域の一員として、地域と協働の関係を築き、防災訓練、避難所運
営訓練、観光客の誘導・保護・救済に取り組むこと。

ポイント①
ポイント②
ポイント③
ポイント④
ポイント⑤

所にできること
津波から逃げられるように自社の安全対策と訓練をしておく。
避難先、避難経路を確認し、社員と共に確認をしておく。
チェックリストを作成し、備蓄品や非常時持出品の準備をしておく。
社員と経営者の連絡方法、社員と家族との連絡方法などを決めておく。
自社が保有する危険物のリスト化、被災時に地域に損害を与えないため
の対策を徹底する。
ポイント⑥ 地域の自主防災組織と共に訓練し、住民・観光客の誘導・保護・救済を支援

特に、清水駅周辺地区は、津波被害を想定し、地区防災
計画の策定、地域防災組合の組織化、地域防災支援活
動が不可欠であろう。
中小企業・個人事業

集約化拠点形成区域内の企業責任

地域自治区は全国で15市町村。大規模合併した中部・東海
地方の市町村には多数の地域自治区が誕生し、都市内分
権と住民自治の強化が進行中

コンパクトシティのあり方を、公共施設の配置や
交通体系といったハード面から見るだけでは片
面にとどまるのではないか。今後、20－30年先ま
での高齢化と人口減少が回避できないとすれば、
住民の側から見た持続可能な地域社会づくりが
構想・計画され、実行されなければならないので
はないか（富樫幸一氏）。
６つの集約化拠点形成区ごとに「分権・分散型地
域自治区」を形成し、住民、商店街、中小企業、協
同組合、病院等公共機関が連携し、地区まちづくり
計画（住民自治、防災自治、産業自治の強化と連
携）を策定できるようにすべきではないか。

集約化拠点形成区域にコミュニティを形成できるか
集約化拠点
成 域
を 成 きるか
（都心 持続可能性 視点）
（都心の持続可能性の視点）
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旧町村

旧恵那市
新設合併
1市4町1村
54,978人
504.19ｋ㎡
28.2％
2,110億円

０．５４

合併方式
市町村数
人口（H23.3)
面積
高齢化率（Ｈ２２)
製造品出荷額
（Ｈ20工業統計）
財政力指数
(Ｈ２１)

2004年10月25日合併

岐阜県恵那市で運営中の「地域自治区」＝13地区

中部地方には大規模合併後、分権分散型の地域自治区を運営する自治体が多い

（一律・公平、職員数、予算・・・）
数

行政でできることには
限りがある

長

市

活動サポート

運営サポート

補助金

実績報告

地域計画案の
承認

地域自治区事務所

事
務
局

意
思
決
定
機
関

地
域
協
議
会

実施
協力

まちづくりを担う団体及び個人
（地域の多様な個人、組織・団体）

調整
支援

運営委員会（運営組織）
＜事務局長を設置＞
【役割】まちづくり活動を総合的包括
的にマネジメント
①地域計画案の策定と進行管理
②事業計画の企画立案
③地域内各種団体の連携調整と支
援
④学習機会の提供、調査研究活動
⑤地域間での連携・調整
⑥情報の発信と収集（広報広聴）
⑦交付金、補助金の執行管理

役員会（代表者・副代表者・事務局長
等で構成）
【役割】自治区内の関係機関の調
整、運営委員会を統括

執行機関

自治区代表者

呼びかけ

委員選出

連携

情報提供

各
町
自
治
連
合
会

・参加
・まちづくり
活動

意見集約

情報提供

＜補助金・交付金の考え方＞
・これまで分野別に地域に交付されている補助金は、極力、地域自治区を通じて交付
・各地域自治区の運営委員会は、各種団体に対して①「地域計画の目標達成のために取り組む事業の
経費」として支出、②地域の暮らしを守る（助ける）活動に取り組む経費や運営に対する人件費に活用

指揮・監督
（事務を分掌）

交付金

建議・提言

諮問、答申・意見

委員選任

地域計画案の
提案

（行政からの職務依頼などを一本化）

恵那市地域自治区代表者会議

恵那市の新・地域自治区

「住民自らが地域の長所・個性の伸展や
課題解決に向け実践できる」地域自治制度へ前進

地域でしか解決できないことや
地域でとりくんだほうがよりよいサービスに
つながるものは地域で行い、
そのために必要な権限と財源を地域へ
（地方自治の本来の姿へ近づく！）

地
域
住
民

地域のいいところ（長所・魅力）や心配なところ（課題・問題点）は
地域で暮らしている市民が一番よく知っている！

地域の長所・個性や課題は
地域によって様々

地域自治区導入から10年。合併の手段から自治の手段へ
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・愛知県内で唯一、消滅可能性都市を拝命！市民感情
にあきらめ、無力感を生む。企業誘致しかない！等々・・
・広域合併を機に、都市構造改革を推進。郷土力市民、
郷土力社会、郷土力企業の誕生と連携をめざす。
１）郷土力をもつ市民の誕生を願い、地域づくりを任せ
る方向で自治体の構造改革を推進＝自治基本条例
制定。若者議会条例、女性議会で自治の多様性展望。
２）郷土力をもつ社会を再構築する目的で、都市内分権
を推進＝地域自治区条例で10地区に地域自治区導
入。地域予算、地域活動交付金、地域計画を展開。
３）地域産業総合振興条例により産業自治推進計画を推
進。

都市内・若者への分権とネットワーク形成（愛知県新城市）

住民出資による株
式会社、農事組合
法人、NPO法人を
設立し、域外市場
と連結。域内に雇
用と所得、小機の
機会を形成

地域の社会的課題
に、市民自ら解決
に向けて行動する
場合に支援する交
付金です。

議会開催へ

・目的「若者政策の推進について、基本理念を定め、並びに若者、
市民、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、政策の
基本となる事項等を定めることにより、若者が活躍できるまち
の実現に向けて寄与することを目的とする。
・市長の役割「市長は、若者が活躍できるまちの推進を図るため、
若者総合政策を定め実施する」
・若者の役割「若者は、自らがまちづくりの主体であることを認識
し、社会的なマナーや決まりの遵守及び地域コミュニティへの
参加、新城のまちに関する理解を深めること等を通じて、本市
が若者が活躍できるまちとして持続的に発展していくために協
力するよう努める」
・条例の特徴＝若者議会を設置、16－29歳の20名
さらに女性

地域の若者に権限移譲＝若者政策を全市、10地区の
地域づくりに反映
新城市若者条例・若者議会条例（2015年4月施行）

【地域活動交付金の額】地域活動交付金は、市総額３，０００万円
配分額は、地域自治区の人口と面積により算定します。（人口×５００円＋
面積×１万円）

地域が望む地域課題解
決のため、市民が課題
を選び、市民が計画し
、市役所が実行する事
業です。

【地域自治区予算の額】地域自治区予算は、市総額７，０００万円
配分額は、地域自治区の人口と面積により算定します。（人口×１,０００円＋面積×４万
円）

地域自治区への権限・財源の移譲とコミュニティづくり

新城市の都市内分権によるコミュニティの設計

14
4,169千円

平成２８年度

2,880千円

1,500千円

753千円

426千円

249千円

災害時に活躍できる若者を増やし災害被害を軽減させるために、若者の防災を考え
る会を立ち上げ、若者自ら防災意識向上を図ります。を図ります。

http://www.city.shinshiro.lg.jp

新城市若者予算予算総額

⑥若者防災意識向上事業

地域での支え合い活動の強化を目的に、高齢者にお喋りチケットを配布して高齢者
と若者との繋がりをつくります。

⑤お喋りチケット事業

市民の健康に対する意識を向上させるため、消費カロリーが非常に高く、今流行り
つつあるバブルサッカーができる環境をつくります。

④いきいき健康づくり事業

新城市にとって大きな可能性を秘めた若者議会とその活動を、民間と連携し全国に
向けて力強くＰＲしていきます。

③新城市若者議会特化型ＰＲ事業

若者主体の新たな市民活動を生み出すことができる場を創出するために、新城市新
城まちなみ情報センターの空間及び形態のリノベーションを図ります。

②情報共有スペース設立事業

あらゆる世代の利用率を向上させるため、若者の目線でふるさと情報館の空間及び
形態のリノベーションを図ります。

①ふるさと情報館リノベーション事業

愛知県新城市若者予算事業に関する若者議会の答申

市民自治に
よるコュニ
ティづくりへ
の挑戦

９，９７７千円

【高取小学校区】

心ふれあう
安全・安心なまち
高浜市提供

４町内会

平成２０年８月設立

高取
まちづくり協議会

地域の総合力

地元中小企業の参加と連携が今
後は必要！

平成１７年３月設立
３町内会

高浜南部
まちづくり協議会

４町内会

平成２１年５月設立

垣根のない
思いやりの
あるまち

【翼小学校区】

地域でしか解決できないことや地域でとりくんだほうが
よりよいサービスにつながるものは、地域で行う。
そのために必要な権限と財源を地域へお返しをする。
高浜市提供
（地方自治本来の姿に立ち返る）

都市内分権の推進

ふれあいのある
心豊かな
地域共生のまち

【港小学校区】

愛着と誇りを
持てるまち

２町内会

高浜
まちづくり協議会

平成２０年３月設立

【高浜小学校区】

翼
まちづくり協議会

平成１９年３月設立
５町内会

吉浜
まちづくり協議会

豊かな絆を結び合う

誰もが住みやすく
安心・安全で
活気のあるまち

【吉浜小学校区】

愛知県高浜市の都市内分権とまちづくり協議会の設立状況

面識社会の構築

環境美化

高齢者の
生きがいづくり

子どもやお母さん
たちの居場所づくり

地域防災力の強化

街頭犯罪の減少

15

モノ

16

ヒト

高浜市提供

まち協特派員

市職員の支援

市役所

カネ

・地域内分権
推進事業交付金

・市民予算枠
事業交付金

拠点施設の整備

※必ず採用１～３年目程度の職員を入れる

財政担当
（課長級）

税務担当
（係長級）

子ども育成
担当
（３年目）
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“ヨコ割り”体制でまち協の活動を支援

チーム構成例

高浜市提供

農業担当
（２年目）

部長職、保育士、教諭職、単労職を除く全職員（公募制）

任期は３年間 （平成２０年度よりスタート、現在３期目）

※チーフは管理職が務める

若手職員からベテラン職員まで所属部署を越えたチームを結成

「まちづくり協議会特派員」制度

個人

子ども会

婦人会

公民館

いきいき
クラブ

ＰＴＡ

事業

まちづくり協議会事務局

民

町内会

市

まちづくり協議会

まちづくり協議会への活動支援

1

2

3

4

5

健康体操
2/週
交流会
1/月
男の料理
1/月
ｷｬﾗﾊﾞﾝﾒｲﾄ
3/年
宅老所へ昼食 1/月
青空市
1/週
H26.9現在

￭
￭
￭
￭

生涯現役のまちづくり活動へ展開中！

病院に行く女性が約１０％低減？

参加者の増加
地域独自の高齢者見守りも進んできた
防災Gと連携で介護支援活動
地域・市内のイベントに出店

こんな変化が見えてきた

住民自治で地域の経済力を形成

￭ 外部就労活動

活動参加 420名

立ち上げ H17.4

H26.9現在

￭ 運営勉強会
￭ 喫茶店･パン工房 ・自主事業の検討 ￭ 施設見学
（ＮＰＯ法人立ち上げ）
の立ち上げ支援

・地域有力者の活用 ￭ 就労場所づくり
・地域協力者の確保 ￭ 地域美化活動

・外部識者の活用

主な推進活動

￭ 地域でのチャレンジドに対する理解促進と自立支援
￭ チャレンジドの就労場所づくり

高浜市提供

自主努力と共に理解者、支援者の増加

￭ 支援者の増加
（ふるふる活用などの運営協力）
￭ ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞの地域行事への参加回数増加
￭ ＮＰＯを立ち上げ自主努力が進展
￭ 就労支援Ｂ型事業所を開設できた

こんな変化が見えてきた

チャレンジド自立支援（チャレンジド支援グループ）

￭ かまど塾
立ち上げ H17.4

主な推進活動
・地域の資産活用
（人や場所）
・市との連携強化
（福祉活動の分担）

￭
￭
￭
￭
￭
・地域協力者の確保 ￭

行政の手伝いから

（事例）

(件)

1

2

3

4

5

(件)

行事を拡大

￭ 医療費・介護費の低減
￭ 健康の維持、要介護者になる人の削減

（事例） 介護予防（いきがいグループ）

６

静岡市では、２００６年度から人口は自
然減に転換し、以後、社会減以上に自然
減の幅が大きくなっている。

16

静岡市は県内でも浜松市などに比べ、
中小の製造業、卸売業、小売業の集積度が高い大都市

静岡市の年齢階級数移動数をみると、10歳から24歳の減少が構造
化。若者が静岡市で就業し、家庭をもち、社会を支える力が弱くなっ
ているのではないか。

・例えば、６つの集約化拠点形成区域を６つの「都心自治区」と
し、観光、農水産、食品製造という中小企業等・団体、大学生、
高校生、女性団体、自治会、防災組織、行政等が参加連携し、
「市街地再生協議会」を組織。6地区ごとに市民予算・若者予
算・女性予算に基づく市街地再生事業提案、地区自らが事業を
行うための市街地再生交付金制度を導入し、市民目線の「市街
地再生計画」を作成・実施する体制と条例の策定は可能。

・集約化拠点形成区域における誘導施設の大部分は
公共施設。インバウンドを含めた観光交流人口、子育
て施設・大学など学校、博物館などを利用する生活交
流人口の増大は見込める可能性はある。しかし、地域
に貢献し、働き、所得を得て、消費につなげる経済循
環を展望したビジョンが欠如。

例えば、立地適正化計画を「都心自治区計画」へと転換！

1経営体当たりの販売金額では、焼津市、沼津市に次ぐ
規模だが、売上額は低下傾向にある。しかし、1000万円
から5000万円規模の漁獲物販売金額を誇る経営体の占
める割合は、焼津市、沼津市よりもはるかに大きい。大規
模水産加工事業所の影響が大きいことを示している。

施設園芸、工芸作物、果樹など農業も盛んだが、専業農家から兼
業農家へ生産が変化し、1農家当たりの生産額も減少傾向。

委託契約

投資

家計
収入

分配と消費の過程

域内の生活商
品購入のため
の消費

（道の駅、ＷＥＢ、
生協、商店）

アトレード品
クラウド・ファン
ディング

地産地消品
環境貢献品フェ

税金

給与

生産の過程
（域外市場
も視野）

再投資

・行政、地域金融機関、日本政策金融公庫のサポート
・
全国に静岡版立地再生計画を発信し連携

市街地再生計画
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① 経済活動を進めるためには、どんな法人化
が望ましいか。NPO法人、株式会社、その他
② 若者よりも高齢者が増える中、取り組む人材を
どう確保したらよいか。
③ 団体の運営や活動の資金をどのように確保し
たらよいか。
④ 生活サービスの提供やコミュニティビジネスの
創業などに必要な知識、経験をどう得るか。
⑤ 生産・所得・消費を地域内、地域間で生み出す
には行政はどのような支援をすべきか。

静岡市の６つの集約拠点区域に住民参加の市街地再生
協議会設立。結集する地域団体で、持続的な集約拠点計
画の作成と運用を進め、自律的な経済を形成すべき

域内へ所得

若者、女性
障がい者
高齢者

労働力

空き家・空き店
舗・空き工場・
遊休設備など

生産手
段

個人
法人

静岡県内の小口投資家

６つの集約化拠点形成
区域を都心自治区とし、
経済循環をつくる

市街地再生協議会

会費、
出資

地元需要

資金

・商店街振興
組合
・生活協同組
合
・中小企業家
同友会
・NPO法人

手数料

クラウドファン
ディング事業者

行政

経営相談、創業資金・
運転資金を融資

ソーシャルビジネスサポートしずおか（地銀、信金、金融公庫の連携組織）

静岡市都心自治区振興基本条例（案）

静岡県地方自治研究所第２１回総会決定
はじめに
静岡県地方自治研究所は１９９６年に設立し、２０年目が経過しました。
安倍内閣は、憲法施行７０年の記念日の５月３日、
「読売」インタビューと改憲派の集会への
ビデオメッセージで、９条に自衛隊を明記する９条改悪を打ちだし、２０２０年を「施行期
限」とまで明示しました。
「戦争ができる国」づくりに狂奔し、テロ防止を口実にした「共謀
罪」法案をついに強行採決しました。言論・学問・集会・表現の自由という戦後憲法で保障
された基本的人権をないがしろにするもので廃案に向けた活動を強化するものです。
一方、
「アベノミクス」の破たんはますます明らかになり、労働法制の改悪、医療・社会保
障改革、保育園の入所困難の顕在化など、安倍内閣が掲げた「一億総活躍社会」という言葉
に逆行する事態が広がっています。
県内では、６月２５日投票の県知事選が行われ選挙選を通して、地方自治体の憲法を生か
し「住民の命と健康で文化的な生活を保障する」ことを実現させる研究と運動が一層重要に
なっています。
そのためには、「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、さらに大切となっています。

Ⅰ

情勢と課題

１）国内外の情勢の特徴
◎国際情勢では、アメリカでトランプ大統領が誕生し６ヶ月が経過しました。
「アメリカ第一
主義」を唱えた政策をどう実行していくのか、世界の人々が注目しましたが、政権のほとん
どが富裕層だということもあって、排外主義と富裕者優遇が際立っています。しかし、オバ
マケアを改廃する代替案が共和党内部の矛盾で取り下げという事態やコミーＦＢＩ長官の突
然の解任にも表れているように、政権基盤はぜい弱です。社会保障での財政支出を削減して
インフラ投資や軍需拡大に回すという、トランプ大統領が当初考えていた案がうまく執行で
きずにいることから、内部矛盾が拡大し、トランプ人気で高騰した株価も下落しています。
日本との関係では、ＴＰＰからの離脱を真っ先に決めましたが、改めて日米間協議によるＴ
ＰＰ以上の市場開放を求めて来ています。「内向きアメリカ主義」というより、一層の市場開
放を力ずくで進める「膨張主義」を伴ったグローバル化とみることができます。とくにアメリ
カ内部では一部とトランプの指示に回った貧困層との矛盾が拡大することで、民主党のサンダ
ースが勢力を拡大することにもつながっています。
◎森友学園に引き続き「加計学園問題」でさらに安倍政権が追い詰められています。
メディアの世論調査で、安倍晋三内閣の支持率が軒並み急落しています。
「毎日」の電話に
よる全国世論調査（６月１７、１８両日実施）では、前回５月の調査から１０％減の３６％で、
不支持の４４％（同９ポイント増）と逆転。共同通信の調査（１７、１８両日実施）でも、同
支持率は前月比で１０.５ポイントも急落し、４４.９％となりました。不支持率は４３.１％
でした。日本経済新聞社とテレビ東京による１６～１８日の世論調査でも、安倍内閣の支持率
は４９％となり、５月の前回調査から７ポイント下がりました。
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安倍政権の経済政策「アベノミクス」が始まって４年。その行き詰まりと破たんは明らかで
す。
「世界で一番企業が活躍しやすい国」をめざすという掛け声のもと、日銀の「異次元金融
緩和」や３年間で４兆円もの企業減税によって、大企業は３年連続で「史上最高益」を更新し、
大株主など富裕層にも巨額の富がもたらされました。資本金１０億円以上の大企業の内部留保
は３１８兆円と過去最高額ですが、他方、労働者の実質賃金は４年のうちに、年額で１９万円
も減り、家計消費は実質１５ヶ月連続で対前年比マイナスです。国民全体の所得が低下する中
で超富裕層がますます富み、中間層が疲弊し、貧困層が増大しています。倒産、失業、リスト
ラ、病気、親や家族の介護などで職を失えば、誰でも貧困に陥ってしまう可能性があります。
格差と貧困の拡大、中間層の疲弊をいかに克服するかを、基本にすえた経済政策が必要です。
◎さらに、特筆すべきことは「はじめに」で述べた安倍首相の改憲発言です。
安倍首相は「９条１項、２項は残し、自衛隊の記述を３項として書き加える」と言っていま
すが、それは単に存在する自衛隊の憲法上の追認にとどまらず、無制限の海外での武力行使
に道を開くことになります。たとえ２項を残しても３項という独立した項目で自衛隊の存在
理由が書かれれば、それが独り歩きすることになり３項を根拠にして自衛隊の役割が広がっ
ていくことになるからです。世界に誇る憲法９条を台無しにする改悪を許さず阻止しなけれ
ばなりません。
◎いま、全国の自治体で地方創生総合戦略が策定され、公共施設の総合管理計画も着々と策
定されています。政府は人口減少を脱する「有効な施策」と認定した事業を助成する交付金
を使って自治体間競争をあおり、
「連携中枢都市」
「小さな拠点」
「周辺自治体」に自治体を再
編し、さらなる合併とその先の道州制を目論んでいます。大都市では、国際競争力の名のも
とに、大型開発と「特区」を利用した規制緩和、企業誘致が進められています。他方、商店
街・中小企業をはじめ地域経済の低迷・衰退がどこでもの自治体でも進行しています。公共
施設については、市民利用施設や学校の統廃合を推進し、維持管理の民営化、指定管理制度
とＰＦＩ方式の導入を迫っています。地方財政分野では、
「行政財改革」を進めた上位の自治
体を標準として基準財政需要額を算定して地方交付税を算定するという「トップランナー方
式」により、自治体リストラを迫っています。その結果、病院・学校・公民館など公共施設
の廃止と集約化、自治体窓口業務の民営化が強行されています。
２）静岡県内の情勢の特徴と課題
（１）川勝県政の動向と県民運動
県内では、６月２５日投票の県知事選がおこなわれました。自民党県連は川勝知事の
対抗馬擁立を断念し、自主投票で臨む方針を示す中、静岡市静岡支部が無所属で出馬表明し
たバルセロナ五輪柔道女子銀メダリストの溝口紀子氏の推薦を決めるなど、自民党の県内各
支部が溝口氏支持を表明し、一騎打ちの構図となりました。知事選をめぐり静岡県民の暮ら
しと安全にとって直面している、浜岡原発再稼働と防災対策、人口ビジョンと「地方版総合
戦略」
、国保の都道府県単位化問題など待ったなしの課題となっており激しい選挙選が展開さ
れました。
川勝知事は、選挙選でも「２０１７年度に総合計画を策定し、スポーツ、食、茶、地域外交・
地域通商、子どもの教育を重点項目にする」と述べていましたが、浜岡原発の再稼働の是非に
ついては明言を避け言葉を濁しました。人口の大都市圏への集中、地方からの流出が止まらな
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い中で大都市圏に挟まれた静岡県の人口流出もとまらない状況が続いています。
人口減少とともに高齢化に伴う介護や医療、財政難など地方の抱える課題はさらに膨らむ
中で、次の４年間の県政の在り方が重要となります。
日本国憲法に対する立場についてですが、
「基本的に立憲主義の原則と国民主権、基本的人
権、平和主義の原則というのは２１世紀、我々人類社会を担う者としての立場でなくてはな
らない」と議会で明らかにしています。浜岡原発については、
「燃料プールの中にはすでに９
０％以上使用済み核燃料が入っていて１年でいっぱいになる。浜岡原発の再稼働は容認でき
ない」という立場を述べています。
県内に生まれている浜岡原発再稼働反対の市民・団体の運動や、
「戦争する国づくり」を許
さない市民運動、
「野党は共闘」の声を支持し共にその実現を目指して奮闘することが求めら
れています。
（２）県内市町の最近の特徴的動向
全国２０政令指定都市で６市の人口が減少している中、静岡市は４月、政令市で初めて
７０万人を割り、年間約３０００人の減少が続いています。静岡市は生計費が高い割に賃
金が首都圏と比べて低く、首都圏の大学に進学した県内出身者の県内就職率は４割弱にと
どまっているという。特に女性の流出が深刻で、出産適齢期の女性人口減少に拍車をかけ、
出生数の減少にもなっています。
また人口減少がすすむ中、国は、小中一貫教育の導入など安上がりの行政（交付税の削
減）めざして公共施設の統廃合や民間化をめざしています。
浜松市は３月に、国内発となる下水道の長期運営権売却「コンセッション」で、水処理
世界最大大手の仏ヴェオリアとＪＦＥエンジニアリング、オリックスなどで構成する企業
連合に優先交渉権を譲渡、下水道運営の一部を２０年間委ねることを明らかにしました。
道路や空港、水道などの公共施設で、市や自治体が所有権を残したまま、運営する権利を
民間事業者に売却するコンセッションは政府の成長戦略のひとつであるが、資産が約９０
兆円と国内最大のインフラである下水道では、浜松市が第１弾となりました。下水道は設
備の老朽化が深刻になっており、また人口減による利用料収入の減少で、自治体の運営は
苦しくなっていて、民間委託は必至の流れとの見方も強くなっています。

（３）前総会で明らかにした静岡県の課題と運動（新しい動きなどに限定）
①人口ビジョンと「地方版総合戦略」
静岡県をはじめ県内すべての市町で人口ビジョン、総合戦略を策定しています。
静岡県が示した人口見通しは２０６０年まで２０％の人口減少としており、３００万人と
して「若い世代の子どもを２人以上持ちたいとする希望をかなえる」「本県で働き、住み
たいとする希望をかなえ、東京圏への一極集中に歯止めをかける」「日本一安全・安心な
県土を築き、県民の不安を払拭する」と目指すべき将来の方向をうたっているが、首都圏
との賃金格差や浜岡原発などをそのままで具体性に欠けるものとなっています。
②浜岡原発再稼働と避難計画
今、浜岡原発周辺の活断層の審査が大詰めを迎えているが、中部電力浜岡原発の廃炉を
求めている訴訟の原告側弁護団は６月１日、原子力規制委員会を訪れ、同原発４号機の再
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稼働に向けた適合性審査で原子炉建屋直下をはじめ敷地内外を南北に走る断層群の徹底
調査を文書で申し入れました。４月２５日の静岡新聞で報道されているが、原発周辺で地
層調査を実施した地質学者の塩坂邦雄氏は、「中部電力はＨ断層だけでなくこの南北の断
層にも注意を払うべき」と訴えています。
規制委員会は、すべての断層の調査を行うべきであり、情報隠ぺいが疑われるような資
料開示ではなく、県民が納得できるよう、すべての情報を公明正大に示すべきです。
一方で県が「広域避難計画」を策定し各自治体が詳細な避難計画をつくっているものの、
国の指針は多くの問題をかかえ、要援護施設の避難計画は全く白紙の実態など極めて不十
分と言えるものです。
そして、原発再稼働と切り離された避難計画には多くの県民が納得していません。
③国保の都道府県化と地域医療構想
静岡県地方自治研究所として、昨年から今季にかけて「国保問題研究会」を４回に渡っ
て開催してきましたが、いよいよ２０１８年４月から国保の「都道府県化」がスタートし
ます。
県は、市町担当者との「連携会議」を重ねているが、元となる国のガイドラインが改正
される見込みと１２月に診療報酬改定があるということで、来年１月にならないと「給付
金・標準保険料」を発表出来ないとの態度に固執し、県下の市町からも「これでは市町の
予算も組めない」と不安が広がっています。
何よりも今でも高すぎる国保料のさらなる引き上げにならないように、国保は社会保障
として市町と県が協力して財源を確保するために全力を尽くすように要望していくこと
が求められます。
④公的保育制度の後退と待機児童問題
６月７日、藤枝市の市長ら県内５市の首長らが文部科学省に認定子ども園施設整備交付金
の財源を十分に確保するよう要望しましたが、１７年度は交付金が減額内示になったため民
間による子ども園整備に支障がでるとの懸念から行われたものです。
一方で県は５月１５日に、４月１日現在の県内の待機児童数が昨年より７人増え、４５６
人だったと発表しました。昨年度、県内の保育所などの利用枠は計３３５３人分増えたが、
申込数も増加し、解消にはつながらず、依然深刻な状況となっています。
⑤リニア新幹線問題
ＪＲ東海は６月７日名古屋市で開いた定例記者会見で、リニア中央新幹線計画の沿線７
都県で唯一未着工となっている静岡工区について、地権者の特種東海製紙と環境保全など
に関して合意し、南アルプストンネルの本線（８.９キロ）と、湧水を大井川に戻す導水路
トンネル（１１.５キロ）の施工工事者の公募を同日開始したと発表しました。
これを受けて県は、
「国家的に重要な事業である一方、大井川の水質源、南アルプスの自
然環境に十分配慮した上で整備する必要がある。ＪＲ東海には工事によって出るトンネル
湧水の全量を、恒久的に確実に大井川に戻すことを早期に表明するなど誠実な対応求めた
い」とのコメントを発表したが、「リニア計画」は必要のないものであり、又「地方創生」
にも反するものであり、引き続き中止を求めて「リニア新幹線を考えるネットワーク」と
連携して活動を進めます。
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Ⅱ、２０１６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
・熊本地震を利用して「大規模災害が発生したような緊急時に緊急事態条項は極めて大切
な課題」として危機に乗じて政府が改憲をはかろうとしている中で、６月の総会では阿
部副理事長に講師をお願いし、
「改憲『緊急事態条項』と地方自治」と題して総会記念講
演会を開催し４０名が参加しました。
・国民健康保険の都道府県化の問題は研究所の重点課題として、理事会の国保問題グルー
プを中心に前期に引き続いて研究会を開催しました。第３回研究会は２月４日実施、酒
井副理事長、村山理事、小高理事の３人の理事が講師を担当し２０名の参加、第４回研
究会は３月２９日実施、藤森県国保制度改革準備班長に県の具体化について報告をお願
いし、３０名が参加しました。学習会と出された質問をまとめ、５月２６日に県社保協
とともに県交渉を行いました。
・地方自治研究集会全国集会（１０月１～２日 in 茨城）に自治体職員、議員とともに参加
しました。
２）第２０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。
１０月９日（日）静岡県産業経済会館を会場に、
「静岡の地方自治 その歴史と未来を
考えよう」をメインテーマに、自治体労働者、住民、議員等１７０余名が参加しました。
記念講演は、宮本憲一大阪市立大学・滋賀大学名誉教授が、
『地方自治の本旨を考える
ー三島沼津公害反対闘争から沖縄辺野古新基地問題まで』と題して講演しました。また、
基調報告を小泉治事務局長が提案し、午後から６つの分科会が行なわれ、活発な討論と
学習を行いました。
今回は、「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」の感想に示されるように、記念講演への共感の感想が多くみられました。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中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。分科会もい
ずれも満足度の高いことがアンケートでも確認されました。
３）所報の発行は、３ヵ月に１回の発行を努力しましたが・・・
定期的に３ヵ月に１回程度の発行をめざしましたが、２０周年記念誌の発行と重なり
所報発行に力を充分にさくことが出来ませんでした。今後は、理事をはじめ会員からの
投稿を呼び掛け組織していくことが重要で、それを抜きにしては充実した内容にするこ
とは困難です。
４）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は、自治研集会で実行委員会の中で
連携をして来ましたが、自治体職員との交流を強く望んでおり自治労連からの参加、
日頃の自治研活動の取り組みが急務となっています。
・ 自治体問題研究所と地方自治研究機構との共同を強めます。
「住民と自治」、
「自治と分権」の読者拡大については、実現できませんでした。
自治体学校ｉｎ茨城には静岡県内から１６名が参加しました。
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５）２０周年記念誌の発行
２０１６年１０月に開催した第２０回静岡地方自治研究集会が内容的にも成功しまし
たが、その記念講演の内容をしっかり引継ぎ新たな前進、何よりも日常的に自治研活動を
進めるために、２０年の歴史を振り返ろうと記念誌発行を２０１６年７月に開いた第１回
理事会で確認しました。それから丁度１年かかりましたが、理事長代行はじめ理事の皆さ
んのご協力で発行にこぎつけ総会と「２０周年を祝うつどい」で披露することが出来ます。
２、理事会・事務局体制の充実、組織の拡大・強化
１） 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。
２)
会員は、現在、団体会員１３団体、 個人会員８０人（８人退会、１人入会 ２０１
７年５月３１日現在）です。退会の理由は、「直接地方自治の仕事にかかわりが無くな
った。
」「議員でなくなったので」等でした。
３） 会費の納入については、適時請求を行い努力しましたが、６７％の納入でした。
（ ２０
１６年度の会費未納会員は３２人）なお、過年度の未納者については、今期２度に渡り
２０１７年度の会費納入と併せて依頼してきましたが、対応を強めます。
会費の納入状況と支出状況（２０１７年５月３１日現在）
納入状況（２０１６年度）
団体
１２団体（昨年 ９団体） 未納
１団体（昨年 ４団体）
個人 ５４人分（昨年 ６１人）
未納 ３２人 （昨年 ２３人）
２０１６度の納入率は全体で６７％です。その内訳は、団体会員が９２.３％、個
人会員が４９.４％と個人会員の納入率は後退しています。
支出状況
事業費(所報等)が、支出の約８０％を占めましたが、全体でも予算を超える支出の項
目はありませんでした。
また、理事会の交通費や第２０回静岡地方自治研究集会の経費については、静岡自治
労連の特別会計（地方自治研究所会計）から負担していただいています。

３、活動日誌（２０１６.６.1～２０１７．５．３１）
２０１６.６.１２ 総会／記念講演 改憲「緊急事態条項」と地方自治
.７.２８

国保都道府県化問題で要請書提出

.７.３０～８.１ 自治体学校 in 神戸（静岡から１７名参加）
.８.３１

自治研第４回実行委員会／２０周年記念冊子編集委員会

.９.２５

公契約シンポジウム

.９.２８

自治研第５回実行委員会

.１０.１・２

地方自治研究全国集会

.１０.９

第２０回静岡地方自治研究集会（参加者１７０名）

.１１.７・８

大運動実行委員会対県交渉に参加

.１１.１６

自治研第６回実行委員会

.１２.６

国保グループ会議
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２０１７.１.１４ 県評旗びらき（酒井副理事長参加）
.１.２０

第４回理事会／国保グループ会議

.２.４

第３回国保問題研究会 ２０名が参加

.２.１３

県予算説明会

.３.７

国保グループ会議

.３.１１

３.１１メモリアル集会

.３.２２

第５回理事会

.３.２７

第２１回静岡地方自治研究集会第１回実行委員会

.３.２９

第４回国保問題研究会 ３０名が参加

.４.２５

国保グループ会議

.５.３

総がかり行動に参加

.５.９

拡大国保グループ会議

.５.２６

国保都道府県化問題県交渉
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２０１６年度；会計報告 （２０１６．６．１～２０１７.５．３１）
収入総額
支出総額
差 引 額

288,059
210,429
77,630

＜収入＞
内
容
項 目
予算額① 収入済額② 予算比②－①
会費
245,000
230,000
-15,000
個人会員 206,000
173,000
-33,000 会費年額２０００円×87人（過年度会費納入額含む。）
団体会員
39,000
57,000
18,000 会費年額３０００円×１9団体（過年度会費納入額含む）
事業収入
1,000
0
-1,000
寄付金
30,000
0
-30,000
雑収入
5,000
0
-5,000
繰越金
58,059
58,059
0
合計

339,059

＜支出＞
項 目
予算額①
事業費
200,000
総会・理事会
20,000

288,059

内
容
支出済額②予算比②－①
講演会等の交通費・謝礼等、所報送付料、調査費用等
165,969
-34,031
6,080
-13,920 総会費用

図書・資料費

15,000

14,420

基金積立金
事務局費
備品費
予備費

0
45,000
0
59,059

0
23,960
0
0

339,059

210,429

合計

-51,000

-580 議会と自治体 書籍等
0
-21,040 封筒印刷 振込み手数料等
0
-59,059
-128,630

基金会計報告
項目
基金積立金

合

計

積立額
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
2,678
50,000
50,000
50,000
50,000
-678
50,000
50,000
752,000

積立年度
１９９８年（自治労連）
１９９9年（自治労連）
２０００年
２００１年
２００２年
２００３年
２００４年
２００５年
２００６年
２００７年（預け替に伴う利子）
２００７年
２００８年
２００９年
２０10年
２０10年の雑収入とする
２０12年
２０13年

備考
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Ⅱ ２０１７年度

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。
・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。
・今総会の直前に県知事選挙が行われましたが、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。
・清水の中心部に巨大火力発電所を建設する計画が進められており、地域住民と連携し
た反対運動を取り組みます。
・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
動に参加していきます。
・国民健康保険の都道府県化が、いよいよ２０１８年４月からスタートします。
昨期もこの課題を重視し国保問題研究会を４回に渡って開催し、県の担当課とも再三
懇談交渉を持ってきましたが、県民あげて取り組むべき重要課題として引き続き取り
組みを進めます。
・国保の都道府県化とともに、
「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、保育の問題も含めた医療介護福祉の分
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。
・適正な指定管理者制度を考える会が事業主と勤労者を対象にアンケート調査を実施し、
「提言」をまとめました。研究所として公契約条例を県に作らせる取り組みを「考え
る会」と共に活動を進めます。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。
・中小業者・商店街の経営難、シャッター化がすすんでいます。地域経済の再生にむけ
てプロジェクトで自治体支援策など研究をすすめます。
・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。
２）第２１回静岡地方自治研究集会を住民団体と共に開催します。
日時 １０月２１日（土）９：４５～１７：００
場所 ＡＬＷＦロッキーセンター、静岡労政会館
内容 記念講演と分科会・講座
３）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。
４）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ます。
・ 自治体問題研究所と地方自治研究機構との共同、自治体問題研究所への加入を目指し
議論を開始します。
「住民と自治」
、「自治と分権」の読者拡大を図り、自治体学校、自治体セミナーへ
参加します。
・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。
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２、理事会・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２１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。
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２０１７年度一般会計
予算

＜収入＞
項

目

会費

予算額

２０１６年度決算額

内

245,000

230,000

個人会員

200,000

173,000 会費年額２０００円×１００人

団体会員

45,000

57,000 会費年額３０００円×１5団体

事業収入

1,000

寄付金

0

雑収入

5,000

繰越金

77,630

合計

328,630

容

0 図書、パンフ販売等
0
0 預金利子等
58,059 前年度より
288,059

＜支出＞
項

目

事業費

予算額

２０１６年度決算額

200,000

総会・理事会

5,000

図書・資料費

15,000

基金積立金

内

165,969 研究会、所報、調査費用等
6,080 総会・理事会通知ほか
14,420 定期購読雑誌、ほか

0

0

事務費

40,000

備品費

0

0

予備費

68,630

0

328,630

210,429

合計

容

23,960 文具、郵便料、封筒印刷、振り込み手数料等

＊２０周年記念事業について「基金」を財源として特別予算を組み対応することを確認しましたが、本
来その予算を総会に提案し確認しなければならないのにその準備ができなかったことをお詫びいたしま
す。
＊総会決定集を報告するにあたり、「２０周年記念事業特別会計の予算（案）
」を理事会提出し、承認を
得て執行します。
（別紙 「２０周年記念事業特別会計」予算（案）を参照）

29

２０周年記念事業特別会計
予算（案）
項

目

予算額

繰入金

467,091

合計

467,091

項

目

予算額

内

容

基金会計より繰入（内 150.91 円は解約時の利息）

内

容

事業費

320,000

記念誌発行費用

交流会費

100,000

「２０周年を祝うつどい」助成金

予備費
合計

47,091
467,091
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２０１７年度静岡県地方自治研究所：役員
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

林

克

静岡自治労連執行委員長

副理事長

酒井

政男

元

事務局長

小泉

治

静岡自治労連書記長

理

事

恒川

隆生

静岡大学法科大学院教授（行政法）

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

村山

俊一

静岡県保険医協会事務局長

理

事

佐伯

かをり

静岡県評事務局長

理

事

岡村

哲志

原発センター事務局長

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

瀬川

るみ

静岡県商工団体連合会事務局長

理

事

志田

剛

会計監事

木村

哲

静岡県政を考える会

会計監事

菊池

智博

静岡自治労連

新

静岡県議会議員

日本共産党県議団事務局

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

静岡県地方自治研究所事務局
元静岡県職員

元書記長
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元静岡県職員
新

考
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静岡市繁華街で実施された「ダイ・
イン」

 2015.08川内原発1号機、国
民の声を押し切って再稼働
 2015.10川内原発1、2号機
 2016.01高浜原発3、4号機
（裁判で停止、高裁敗訴）
 2016.04熊本地震
 2016.08伊方原発2号機
 今後、玄海原発、大飯原発
を狙う

すすむ原発再稼働

運動の課題

浜岡原発をめぐる状況

活断層・規制委
員会審議、
避難計画、原発
コスト

 IAEAなどの原発の深層防護
を無視。の基準である4層
は不十分であり、5層＝避
難計画が全く欠如している。
 福島の事故の原因を解明し
て作った基準ではない。
 コアキャッチャーや二重の
格納容器などヨーロッパの
設置義務である設備がない
 大間原発1号機の建設費、
6000億円。フィンランド
のオルキルオト原発３号機
1 .5兆円。

規制基準は世界一厳しいか?

 原発再稼働「規制委員会に
よる新規制基準に係る適合
性審査を受けた上で、地元
の同意等の手続を経るプロ
セス」(エネルギー基本計
画で定式)
 安倍首相「世界でいちばん
厳しい基準」田中委員長
「審査が通っても安全では
ない」
 従来の推進機関と規制機関
の意思決定を無視
 川勝知事「電力会社の責任
が重大だ」原子力損害賠償
法の電力会社による無過失
無限責任を前提としたもの

原発再稼働のしくみ
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 「安全性が確保されて
いることについて（関
電側は）説明を尽くし
ていない」
 「原発再稼働の前提と
して過酷事故時の住民
避難計画が策定されね
ばならない」

 熊本地震のときに最大で
1580ガルの揺れ。従来
活断層とされていないと
ころでも強い揺れ
 熊本の断層の延長線にあ
る川内原発の基準地震動
が620ガル、停止をしな
い規制委員会に鹿児島県
民の大きな批判呼ぶ。
 三反園知事誕生のもとと
なる。
 静岡県でも問われること
になる。

熊本地震で問われたこと

 原発の耐震設計で想定す
る最大の揺れである基準
地震動を問題視、この１
０年足らずの間に四つの
原発で基準地震動を超え
たケースが５回ある
 「住民らが人格権を侵害
される具体的危険性が認
められる」
 電源確保などの過酷事故
対策や、耐震設計の目安
となる地震の揺れ「基準
地震動」の算定方法など
について「危惧すべき点
がある」と判断。

福井、大津地裁、
高浜原発運転差し止めの判断

静岡新聞
2016／6／17

 規制委員会の審査「14.1キロ
を「震源として考慮する活断
層」とする（後で15.7キロに
修正）2016.6.16
 中電勝野社長、規制委員会に呼
ばれ「（浜岡原発は）自然条件
的にも厳しい場所に立地し、大
きな津波と地震の両方に備えな
いといけない。（今後の審査で
浜岡原発は）地震や津波に重き
を置くべき対象（更田委員）」
と指摘される。勝野社長「浜岡
原発の特性から地震津波の審査
は今後、真摯に対応したい」
2016.7.27

 中電、再稼働の前提となる安全
対策工事の延期を正式に表明。
延期は５度目。４号機で今年９
月、３号機で１７年９月と見込
んでいたが、「工事の見直しや
追加があることから終了時期を
現時点で確定することはできな
い」（勝野哲社長）と完成時期
の公表も見送った。2016.7.29
 「敷地周辺の活断層に関する評
価の議論は今回の審査会合でお
おむね終了し、今後は原発敷地
内の地質などに議論の対象が移
る」2016.11.6

安全対策終了、なぜ延期したのか？

浜岡原発

浜岡原発敷地直近に活断層

34

3号機

Ｈ１

4号機

Ｈ３

5号機

Ｈ２

Ｈ４

 規制委員会がH断層系を中心
に浜岡現地を調査
 中電は、これまでも活断層で
ないことを主張
 活断層があると判断されれば、
原発の新規制基準に基づき廃
炉が不可避
 でないとすれば、「基準地震
動」と最大の津波「基準津
波」の審査も進展する
 石渡明規制委員会委員「審査
は一歩進んだ」とした上で、
「浜岡原発がそういう所（南
海トラフ地震の震源域）に立
地しているのは重々承知して
いる。すぐ終結というわけに
はいかない」

3月26･27日、規制委員会H断層系を調査

A17

これまでの東海地震
はプレート型地震
活断層地震とダブル
の揺れ？

プレート型と活断層型、ダブルの揺れ？

(2)富士川河口断層帯（千数百
年に１回）などとの連動
：東海地震が１０回程起きる
とその1回は富士川河口断層地
帯の運動をともなう

(1)南海トラフ三連動地震M9.0
①東海地震(駿河湾から御前
崎沖・遠州灘)、②東南海地震
(熊野灘)、③南海地震(紀伊水
道・四国沖）の組み合わせ
政府の検討会
御前崎で２１Ｍの津波

東海地震はどのような形になるのか
最新の研究、東海地震のバリエーション

比木断層、新たな活断層か？
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 政府の検討会、M9が最悪
ではない。
 吉本教授(名古屋大学大学
院)、西南日本から琉球ま
でに及ぶ超巨大地震を指摘
 沖縄・喜界島、高知・室戸
岬、静岡・御前崎に、同時
期に巨大地震によって押し
上げられた河岸段丘の後

最悪の超巨大地震

 日本第四紀学会（２００
７年９月）での「静岡県
御前崎周辺の完新世段丘
の離水時期」の報告
 離水時期の調査結果から、
海岸段丘を形成する大き
な隆起を伴うイベントが
１０００～１５００年に
１回の割合で発生した
 通常の東海地震と違うタ
イプの地震…枝分かれ断
層と東海地震等とが連動
した可能性

１０００～１５００年間隔で
大きな隆起をともなう地震が発生

 深層防護の第5層の具体化である避難計画は、新規制
基準と全く切り離された。再稼働の是非と避難計画
は関係を持たない。またその実行をチェックできな
い。セットにするとどの原発も再稼働できないため。
 災害避難計画は自治体によって、自治体と国の責務
を定めた「災害対策基本法」と、中央集権的な「原
子力災害対策特別措置法」の両方にかかるものとし
て策定される。
 しかし原発災害の避難計画は、後者にもとづく「原
子力災害対策指針」によりつくられるものである。
 自治体の裁量は著しく少なく、避難等の指示などの
権限は国が持っている。

新規制基準と切り離された避難計画

 3月に、原発重大事故、
複合災害の広域避難先が
公表された
 安全に逃げられるのかと
いう疑問が？
 県民の中には活断層など、
難しい議論はわからない
が、事故が起これば命に
かかわるのではないかと
いう疑問が。
 避難計画の中身を知れば
知るほど実感する問題

12都県、349市区町村に避難
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① 「放射性物質の放出量」は、福
島と同等とし、出力に応じた考
慮もしているが、そもそも原子
炉内すべて放出されれば約
1400倍、使用済み核燃料を無
視。
② 「拡散の様子」で過小評価。風
向き出現頻度が少ない3％の
データを切り捨てる97％方式。
16方位で平均をとる方式も問題。
③ 「避難計画作成の基準にする被
ばく線量」はＩＡＥＡ「最初の
7日間１００mSv達する区域」
無謀。従来１mSv

ＵＰＺ30キロは妥当か？

国の原発防災計画はどうなっているのか？

 要援護者施設とは、災害対策
 全国原子力発電所所在市町村
協議会の国への支援要請
基本法で定められた老人ホー
ム、介護施設、病院、保育所、  （１）災害時要援護者が安全
こども園、幼稚園などをいう。
かつ迅速に避難できるよう、
 これまでの要請の中で、施設
搬送車両の確保や搬送体制の
側に策定義務があることを確
整備について、国が自衛隊等
認した上で、十分な援助を要
関係機関と調整を図り、より
請
一層支援いただきたい。
 保険医協会の調査では、施設
 （２）避難先における病院等
側にあまりにも専門的な知見
の受入先や、その後の支援に
が足りないという悩み。
係る医師、看護師、介護従事
者の確保について、国におい
ても関係機関の連携が進むよ
う、支援していただきたい。

要援護者施設の避難計画の策定義務

浜岡原発からの人口、福島は15万人
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 まずPAZを避難させたのち、
UPZを避難させるという段階
避難論。避難のスタートもあ
まりに現実離れしている。
 国が権限を一元的に掌握して、
地方が策定したにもかかわら
ず、実際の避難には裁量の余
地はない。
 スピーディーの使用が前提で
はない（高レベルな数値主
義）。
 31キロ以遠の避難について、
全く考慮されていない（事故
が起きてから）。

 安倍首相「この三年で再稼働させるものは再稼働させる。安定的
な電力をしっかり得ることが経済成長、安心できる生活にもつな
がっていく」2015年所信表明
 安倍首相「規制委員会が新基準に適合したと確認した原発は、地
元の理解を得る努力を続けながら、再稼働を進めていきます。目
下、国内の原発をすべて止めているがために、火力発電の稼働に
要する追加燃料の輸入増などで、毎日、1OO億円もの国富が海外
に流出しているのです。これは貿易赤字を拡大させているばかり
か、電気料金の値上げにより、国民負担にもつながっています」
（2015年1月、桜井よしこ氏との対談）
 インフラシステム輸出を成長戦略に位置づけ、原発、リニアは何
が何でも推進。

安倍首相と原発再稼働

 国が福島の原発事故の実相や、
避難のあり方を十分に検証し
て作られていない。
 原発の稼働条件と位置付けら
れていない。
 実効あるものかどうか、どこ
にもチェックするところがな
い。
 原発災害の一側面を切り取っ
てつくられたもの（たとえば
フィルターベントが、どんな
原発事故でも正常に機能する
という前提のもとでつくられ
ている）。
 要援護者施設の避難について、
いちばん高度で困難にもかか
わらず、策定については施設
の責任とされている。

原子力災害対策指針の問題点

図

原子力発電停止に伴う燃料費の増加分の試算結果（2014年度）

 大幅な避難指示の解除、
4町村、3万2千人が対象、
3月末の避難者7万7千人
 2014・15年の避難指示
解除の帰還率、13.6％、
飯館村では10％という
報道がある
 解除の基準が20ミリ
シーベルトという高い値
 避難指示解除が、賠償や
支援打ち切りとセットで
進んでいる

 自主避難者の住宅補助
（今4月）、就労損害賠
償（15年2月）、営業損
害賠償（今12月）
 原因は専門家で意見は分
かれるが、甲状腺がんは
183人となる
 政府は、2020年のオリ
ンピックまでに事故の収
束を内外に示す
 静岡県民としてどう考え
るのか？

今村復興相「自主避難者は自己責任」
静岡県民として他人事でない

 もし福島事故もなく原子力発
電が順調に稼働していたら
2,748億kWhを発電し、化石
燃料約3.4兆円分を代替する
ことが可能であったというあ
りえない推計。
 実際は3.11後の節電で発電量
は大きく減少し、火力代替は
1 .8兆、うちアベノミクスの
円安政策での影響分は0.8兆
円に上る（自然エネルギー財
団2014年度）。
 しかも原油等の価格が急落。
イラン制裁解除で拍車。
2014年110ドル→27ドル

政府は詭弁、省エネと価格下落
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増大
8兆円以上
？
増大
25兆円以上

NA
21,675
1,195
15,264
152,005

帰還困難区域の除染

行政による事故対応費用（除染を除く）

合計

事故収束廃止費用

国の対策

東京電力の対策

2兆円

82

1.6兆円

10,600

中間貯蔵費用
森林除染

原状回復費用

4.0兆円

金額（億円）将来（不確実）
64,412
7.9兆円
777
38,000

賠償対応費用

要賠償額

項目

大島教授による

除染費用等

損害賠償費用

 福島事故の国と東電の責
任を免じてきたことに対
して一矢むくいる。今後、
刑事と民事において問わ
れていくことになる。
 判決「経済合理性を安全
性に優先させた」「国の
不合理な態度も東電と同
様の非難に値する」
 今後、両者の責任を問う
ことが重要。

福島第一原発事故費用

 3月、福島第一原発事故で
群馬県内に避難した住民
らが、国と東電に損害賠
償を求めた集団訴訟の判
決、国と東電はともに津
波を予見でき、事故は防
げたのに対策を怠ったと
認めた。
 事故が起きれば甚大な被
害をもたらす原発を「国
策民営」で推進してきた
以上、事業者も国もそう
した事態を招かないよう
にする、極めて重い義務
を負うという考え

国、東電の責任を断じた前橋地裁判決

原発温存の電力システム改革

大島立命館大学教授による（1970-2010年度）

原発(13.1円)＞火力(9.9円)＞水力(3.9円）
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 2014年から県下で取
り組まれてきた「浜岡
原発の再稼働認めない
で署名」は、3月30日
に提出
 県知事の同意にあたり、
県民の声を聴いてほし
いという趣旨
 街頭で反響があった静
岡や浜松、各戸に訪問
した沼津や藤枝など。

再稼働認めないで署名、215,203筆を提出

 安全(具体的に数値で確かめられるもの)
①中長期対策(２１メートルの津波に耐えられるのか)
②耐震バックチェック(福島第一原発事故以降の知見も含め
て)
③低速度層問題(2009.8の駿河湾地震のときの揺れ)
④原子力発電のコスト
⑤使用済み核燃料の処理のめど
など
 安心(上記内容を評価し県民に説明、地域住民の理解)
知事選、住民投票、自治体決議・意見書

県の同意は、安全と安心の両面から判断

原子力災害対策指針の抜本的改定含め、1
人でも多く救える避難計画をめざす

知事の同意を縛っていく。

世界でも緩い、規制基準を変えていく。

国政での再稼働方針自体を変えていく。

まとめ

 川勝知事「再稼働でき
る状況にない」
 →4年間は「再稼動に
同意しない」
 米山新潟県知事は、三
つの検証（福島第一原
発事故の原因、放射能
の人体に対する影響、
避難可能な避難計画）
が参考にならないか？
 避難計画問題は避けて
通れない

県民が納得できる検証を

