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リニア工事のトンネルの土をここに 65メートルの高さで積み上げる 
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安倍政権の地方自治に対する施策展開が急です。あたかも 改憲に歩をそろえて

いる感があります。人口減少利用したショック・ドクトリンを「自治体戦略 2040

構想」というかたちで押し付けようとしています。政権をチェックすべきマスコ

ミが、逆に政府情報を垂れ流すことさえ行われています。日本国憲法に基づく自

治体を学び、地域から語り合いましょう。 

第 23 回静岡地方自治研究集会 

分科会（13:00～16:00） 
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 

助言者 川瀬憲子静岡大学教授 

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 

助言者 林弘文静岡大学名誉教授 

６ 自治体労働者のための自治研入門 

講師 照井健当研究所理事 
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静岡県地方自治研究所主催 
 

安倍政権と 
メディアの役割 

 
2019年9月28日 東京新聞 望月衣塑子  

お  韓国、軍事情報協定を破棄 
2018年10月、徴用工訴訟での大法院判決 

→日本企業の資産差し押さえ 

2019年 ７月５日 慰安婦財団が解散 

７月３日党首討論 安倍首相「判決への
対抗措置として輸出管理強化」 

→ 野党党首「外交の禁じ手」批判も 

経産省は輸出管理強化実施 

韓国市民「徴用工判決への意趣返しだ」
日本車の売上げ57％減 日本旅行８割減 

安倍政権での慰安婦の記述削除、敗戦記
念日に加害の歴史語らず・・・ 

 

2019/10/2 

徴用工訴訟の大法院判決 
大法院判決「植民地支配時代の人権侵害認め、
日本企業に慰謝料の支払い命じる」 

日本政府「日韓請求権協定で徴用工への支払は
韓国政府が負うことになった。認められない」 

日韓請求権協定とは・・・１日韓の経済協力 ２領土の分離独立で処理 

必要な財産・権利、請求権問題の解決（植民地支配の責任は対象外） 

1965年８億ドル支援 無償3億ドル5.4％ 70万人の徴用工のうち敗戦前に
死亡した8500人の徴用工遺族への支払いのみ 

ソウル地下鉄、浦項製鉄所の建設など 技術移転なく 重工業は日本製で 

韓国の下請け産業化進む → 韓国市民のための協定だった？ 
 

 

三菱マテリアル・西松建設の和解に学べ 

太平洋戦争時、日本の炭坑などで労働強いられた中国人労働者 

1972年日中共同声明「日本国への戦争賠償への責任放棄」 

1990年代～元労働者や遺族によって次々に提訴 

韓国徴用工と新日鉄（1997）日本鋼管（99）不二越（00）和解 

2007年4月 最高裁判決で原告の訴え退けるも「被害者の被った
精神的・肉体的苦痛大きい。救済に向け努力を期待」→ 関係者
に自発的解決促す 

2009年 西松建設と元中国人労働者の間で和解成立  

2016年 三菱マテリアルが自主的な判断で和解 

→元労働者に謝罪、１人170万円支払い、最終的に4000人規模に 

 

 

2019/10/2 

日韓対立を避けるには、協定違反！と言い続けるだけで 
はなく、徴用工への人権侵害にもきちんと言及し、 
人道的見地から、日韓政府、企業との間で何ができるか 
これを模索することが必要なんじゃないのか 
 

 
 

  菅官房長官とのやりとり（2019年9月6日） 

(日韓関係悪化） 韓国に全て責任がある！ 
       （9月8日ＴＶ番組で） 

全くそう考えていません。 

 栗山尚一元駐米大使 「反省 行動で示す努力を」 

 

                「私の主張は自虐史観ではない。国家が過ちを犯しやす    

                い人間の産物である以上、歴史に暗い部分があるのは
当然であり、恥ずべきことではない。むしろ、過去の過ちを過ちとして    

                認めることは、その国の道議的立場を強くする。 

                 ……加害者と被害者との間の和解には、世代を超えた
双方の勇気と努力を必要とする。……暗い過去を忘れたいと思うの
は、人間の自然な感情である。そうした感情を抑えて、自国の歴史の
負の部分と向き合うには勇気を要する」  

                                               （外交フォーラム2006年１月号） 
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私がそもそも 
質問したかった相手は・・ 

疑惑の中心には安倍首相 

森友への国有地売却  加計学園の獣医学部新設  詩織さんへの準強姦疑惑  
     

2019/10/2 

「安倍首相に聞きたい！！」しかし・・・ 

 官邸での会見数 年３，４回（民主党は年13回） 

 番記者ぶら下がりも１～２問 
 

１年半以上続く 妨害 
 一分半の中で７回妨害 

2017年8月お盆休みの今井尚哉総
理筆頭秘書官 「望月と南をなんと
かできないのか」 

2017年8月末 官邸報道室「望月の
質問だけは制限したい」 

以降 質問制限、妨害が始まる 

2018年12月～沖縄関連の質問が始
まり、妨害が悪化 

2018年12月28日 抗議文貼りだし 2019/10/2 

2019/10/2 2019/10/2 
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2019/10/2 

自分への攻撃で 
思い出したこと 

 2014年11月 萩生田文書 
       選挙投票日までに 

  「公平・公正・中立な報道を」 
「テレビ局が政権交代実現を画策（略） 

      大きな社会問題となった事例も」 

   政権に忖度し、半々のコメント取り  

   

    

    ＴＶ各局の報道が萎縮 

     「それは圧力なのか？」 

「日本の報道への〝圧力〟 

非常にわかりずらい」 

デビット・ケイ国連特別報告者 

 

「メディアは巨大権力 政権側が抵抗するの
はある意味、当然  

問題はメディアの受け止め方」 

（ジョナサン・ソーブル元ＮＹＴ記者） 

 

 相次いだキャスター、識者交代 
 

 

  「政府が電波支配するのは露や中国など少数」 
              ＯＵＲ ＰＬＡＮＥＴ ＴＶ 白石草代表 
   

ＮＥＷＳ２３ 岸井成格氏 

ＮＨＫ 国谷裕子氏の降板  

⇒板野裕爾専務理事が復帰 

報ステ 古舘伊知郎氏 

テレ朝 姜尚中氏 浜矩子氏 

ＴＢＳ 金子勝氏 

ＴＯＰ１は 柳澤協二氏！  
 

 

   連帯し、声をあげよう！ 

３．１４ 官邸前デモ 記者参加 妨害止む 

朝日新聞の社会面、社説報道 

共同通信 角南圭佑記者の大型
記事⇒信毎、道新、愛媛、琉球
新報、沖縄、中国など13地方紙 

社説でも批判 

市民や弁護士、記者のＯＢ、ＯＧ
９条の会など、全国から官邸に批
判の声が殺到 

2019/10/2 
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   市民の声を官邸や記者たちへ！ 
内閣府広報室、記者クラブ 

テレビ局、新聞社などへ 

抗議や激励の電話、FAX 

メールを是非！ 

  

 

クラブと官邸との間に一種の
緊張感、奮闘する記者達へ
の勇気、励ましにも！ 
 

2019/10/2 

安倍総理の数々の 
「事実誤認」発言  

９条加憲の根拠話しも・・ 2019/10/2    何十年前の話し…！？ 

元自衛隊空将 織田邦男氏 

「私が最近それをある所に書い
たら、安倍さんがそのフレーズ
を使うようになってさ！！（笑
い）」 

 

2017年８月号正論に寄稿 

「子供は学校で『自衛隊は違憲
』自衛官は悪い人と言われた」 

「さすがに今はないだろう」 

2019/10/2 

沖縄、辺野古埋め立て 
県民投票で７割が拒否 

５市、県民投票拒否 ３割民意示せぬ 

 憲法１４条「法の下の平等」に違反 

2017年５月 学生や弁護士らの 

「辺野古」県民投票の会が２ケ月で約
９万人分の署名集める 

2017年１0月 県民投票条例が可決 

その後、自民・宮崎政久議員「県民投
票否決への道のり」を配布 

2019年１月15日～元山代表ハンスト 

2019年２月２４日 県民投票実施 

2019/10/2 
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署名集めた27歳の元山さんが（妨害）署名9 
万人の声無にしたくないと宜野湾市役所前で抗議のハ
ンスト15日から始めてます（妨害）投票不参加は、法
の下の平等に違反しますが、若者がハンストで抗議の
意を（妨害）示さざるを得ない状況について、政府の
認識をお聞かせください。 
 

  菅官房長官とのやりとり（2019年１月１8日） 

        投票権奪われたことに、体張り抗議する私を     

嘲笑い、政府の認識を本人に聞いてとはどういうことか。 

日本政府はどれだけ冷酷なのか。選んだ方々もどう思うか 

 質問は簡潔に～！ その方に聞いて下さい 

安倍政権下で進む 
米国製の兵器購入と武器輸出 

 進む日米一体化 

への 

2017年 ２件 共同訓練 

       

2018年 16件 実施訓練  

弾道ミサイル訓練実施か 

中国軍艦を警戒 

米国「航行の自由作戦」 

2018年12月 護衛艦の 

「空母化」閣議決定 
トランプ氏 かが視察  

「米軍支援ありき」 

2019年8月21日 朝日新聞朝刊 

今年３月 

日本側「空母化」のいずも型を 

「米軍機が先行利用する」 

米海兵隊のネラー総司令官へ伝達 

日本へのＦ35Ｂ配備 2024年度～ 

岩屋毅防衛相 

「太平洋の防空強化とパイロットの
安全確保のため」と矛盾？！ 

 

米軍への後方支援ありきで進む 

 

2019/10/2 

ＴＡＧ物品協定
後の会見で 
 

トランプ大統領 

「貿易格差は嫌だ
と言ったら日本は
すごい量の防衛装
備品を買うことに
なった」 

Ｆ35 計147機 

1.5兆円超購入へ 

 防衛概算要求 過去最高5兆3200億円 
                           前年度比 700億円増加  
          防衛大綱 ＧＤＰ１％撤廃  
          イージス・アショア２基購入 

         １基800億→２基総額4600億超か   
         給付型奨学金192万円（月４万円×４年） 
         ＝20万人を4000億円で支援            
       
いずも改修の空母化に31億円 
→Ｆ35Ｂ戦闘機６機 846億円  
ＳＭ３ブロック２Ａ（２兆円投資）303億円  

弾一発30億円 でも迎撃率33％！ 
災害対応車レッドサラマンダー１億円１台のみ！ 
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  つけは子供たちの世代へ 
2011年度 兵器ローン 
２兆9000億円 
   

    ２兆４000億円増！ 
 
2020年度    

５兆3200億円！ 
 
 

 
南西諸島の 

ミサイル要塞化 

   沖縄本島に新部隊 

地対艦誘導弾の 

ミサイル部隊創設 
南西諸島 

 庁舎建設など700億円 

既に配備決定の宮古島 

巨大な倉庫の弾薬量、水
質汚染対策など現状不明 

 
 

8



2019/10/2 

7 

 政権中枢は裸の王様！ 
国民の声に耳を傾ける。疑惑は、第
３者を交えて調査、国民に報告する 

批判に耳を傾けていか
なければ、安倍政権は
いずれ崩壊に向かって
いく。。。 

 

 

問われるメディアの役割 

権力とどう向き合うべきか 

・読売５月３日朝刊一面  

 「９条加憲」首相の私見、初報道 

・釜山総領事の森本康敬氏 

 →記者メモで更迭 

・メディアトップと安倍首相との会食  

なぜ厳しい質問が出せないのか 

      ・記者クラブ制度の弊害？  

     ・メリットとデメリット 

        ・番記者の気持ちもわかるが… 

 

・事前に質問を渡す人も！！ 

昨年１月官邸報道官が「今の方あと一問！」 
 

 メディアの役割とは？ 
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こんな風に解釈する人も（笑） 
そもそもメディアの役割とは 

権力の監視、チェック 
戦争をさせない！ 

 

「報道の自由度ランキング」日本67位 
 （鳩山政権時は11位） 

「ジャーナリズムとは 報じられたくない 
 ことを報じることだ。 それ以外のものは 
広報にすぎない」（ジョージ・オーウェル） 

 

問われる 

９条加憲 

 米国と戦争できる国目指すのか 

９条加憲 自衛隊を明記 

 一見もっともそうな主張だが・・・ 

２項 戦力不保持＋交戦権否認 

       無力化  

安保法・武器輸出と共に 

     戦う国に変質へ 
   

2019/10/2 

 米国と戦争   シナイ半島へ 
長崎で水陸機動団の結成 

種子島で初の 

米軍との共同軍事演習 

中国（ＣＣＴＶ）、ＢＢＣ
アルジャジーラなどで 

自衛隊の軍事演習次々放映 

高遠菜穂子さん 

「武器の所持＝命の危険性
を増やすだけ」 2019/10/2 

 憲法とは支配者の暴走防ぐもの 

 国の形、理想の姿語るのは
憲法。今こそ新たな国づくり  

 を共に進めよう！ 

2019/10/2 

戦中、軍国主義の台頭への反省 

 

権力者が、個人の自由や尊厳を
奪うことに抵抗するための憲法 
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幣原喜重郎首相の言葉 
 
      

•         「 「正気の沙汰とは何か。武装宣言が正気の沙  

       汰か。それこそ狂気の沙汰だという結論
は考え抜いた結果出ている。世界はいま一人の
狂人を必要としている。自ら買って出て狂人とならない限り
世界は軍拡競争の蟻地獄から抜け出すことはできまい。 

これは素晴らしい狂人である。世界史の扉 
を開く狂人である。その歴史的使命を 
日本が果たすのだ」 
 「日本国憲法～９条に込められた魂～」鉄筆文庫 
 

引き継がれる 
翁長知事の願い  

       
   

            「アジアの様々な国の人が行来で
きるような沖縄になれば良い。どこかの国が
戦争をしようとしても、自国民がいるから戦争
できない、平和の緩衝地帯、そんな場所にで
きたら」 （ＢｕｚｚＦｅｅｄ）       

                   
みんなの思いを政治に！ 

       
 

   私たちは どこを目指していくべきか 
米国でサンダース的主張の対等 

参院選のれいわブーム  
「自民党 価値とリスクのマトリクス」（
中島岳志教授） 

安倍・菅政権 

小さい国家、国家主義、 

権威主義 

対極を意識していく 

大きな国家、リベラリズム 

多様性を認める 
 

2019/10/2  ガンジーの言葉 
 

     「あなたのすることの殆ど 

    は無意味であるが、それで
もしなくてはならない。そうしたこ
とをするのは、世界を変えるためで
はなく、世界によって自分自身が変
えられないようにするためである」 

  原案の映画化決定！ 

主演シム・ウンギョン、
松坂桃李、藤井道人監督 

11



2019/10/2 

10 

 森達也監督 映画 「 I 」 11月15日～ 

 

 

 

新宿ピカデリーなど全国20館で上映！！ 

            是非、観て下さい～！！ 

新
書
出
ま
し
た
！ 

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す 

 

６
月
に
新
刊 

 

２
冊
出
ま
し
た
！ 

 

2019/10/2 

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す  

2019/10/2 

 東京新聞 
 中日新聞も 
よろしく御願い
します！！ 

ご清聴頂き、有り難うございました！ 
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はじめに 

日本の地方自治は、日本国憲法によってはじめて

法的に保障されました。戦前において地方制度はあ

りましたが、地方自治として憲法において規定され

たものではありませんでした。日本国憲法は、地方

自治の本旨を住民自治と団体自治と定め、住民の権

利を地域において保障するというものです。この枠

組みの中で、住民の権利を守る地方自治は、戦後幾

多の試練を経て前進してきたものですが、今これを

弱める方向としての改憲が言われています。 

憲法が権力をしばるものである以上、権力の都合

による権力からの改憲の提起は本来あり得ないも

のです。今回の改憲は安倍首相が極右団体の集会に

メッセージを送り推進しているもので、国民の中か

ら出てきたものではありません。むしろ先の参議院

選挙で示されたのは、改憲よりも国民生活の改善と

いう民意でした。 

安倍首相が進める9条改憲にしても、国会、内閣、

最高裁、地方自治といった国民主権の機関と並んで

憲法に軍隊を書き込むということは、世界の憲法を

見てもないに等しいでしょう。 

緊急事態条項においてはあからさまに地方自治

の権能を損なうもので、多くの自治体から災害時の

中央集権化は役に立たないとの声が上がっていま

す（静岡自治労連の憲法キャラバン）。この条項は

拡大解釈されて、日本国憲法の民主主義的条項を根

こそぎにするおそれがあるもので、地方自治の立場

からぜったいに認めることはできません。ましてや

国民の権利を国益や国の秩序の下に置こうとする

方向にも抗していかなければなりません。 

改憲に向かわせようとする流れの中で、改めて地

方自治の立場から日本国憲法を考える集会にして

いきましょう。 

 

Ⅰ 情勢と課題 

１ 国内外の情勢の特徴 

7 月 21 日投票の参議院選挙において、市民連合の

要請により 4 野党 1 会派の中で 13 項目に及ぶ政策

合意がなされ、1 人区すべてで統一候補の擁立が進

み、10 の選挙区で野党が勝利しました。この結果、

安倍首相がめざした改憲発議ができる 3分の 2には

改憲勢力が達せず、あとは野党分断によって改憲を

図るしかありません。 

しかし内閣改造も与党は執拗に改憲を実施しよ

うとする極右の日本会議などとかかわりのある閣

僚の布陣で臨み、年内にも総選挙をもくろんで衆議

院で改憲発議ができる 3分の 2 を確保し、参議院側

の野党を切り崩して改憲を強行しようとするもの

です。 

 

2 月沖縄県では沖縄県民投票（正式名称：普天間

飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画

している米軍基地建設のための埋立てに対する賛

否についての県民による投票）が実施されました。

埋め立てに『賛成』、『反対』または『どちらでもな
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い』を択一で投票する（条例第 6 条）。投票結果に

ついて『賛成』『反対』『どちらでもない』のいずれ

かの投票数が投票資格者の総数の4分の 1に達した

ときは、知事はその結果を尊重しなければならない

というものです。結果は、賛成18.99%、反対71.74%、

どちらでもない 8.70%というもので、圧倒的多数の

辺野古埋め立て反対の県民の意思が示されました

が、政府は民意を無視して埋め立てを強行するなど、

地方自治を無視する姿勢を貫いています。これは埋

め立て許可を巡っては、2000 年施行の改正地方自治

法の国の関与の原則を侵害する件と併せて、地方自

治権を侵害するものと言わなければなりません。ま

た県単位の住民投票の実施に際して、市町村選管と

の関係も問われています。 

スウェーデンの高校生環境活動家トゥンベリさ

ん（16）は 23 日、米ニューヨークで開幕した国連

（UN）気候行動サミットで演説したことが話題にな

っています。トゥンベリさんは、世界の首脳らが温

室効果ガス排出問題に取り組まず、自分たちの世代

を裏切ったと非難し、「よくもそんなことを」と怒

りをぶつけました。国連の気候変動に関する政府間

パネル（ＩＰＣＣ）の報告書は、地球温暖化が今の

ペースで続くと、２０４０年前後に世界の平均気温

が産業革命前より１・５度

上昇する恐れがあり、自然

災害や環境面のリスクが

深刻になると指摘。サミッ

トを主導した国連のグテ

レス事務総長は、77カ国が

50 年までに温暖化ガス排

出量を実質ゼロにすると

約束したと強調しました

が、日米中はこの中には加

わりませんでした。 

麻生財務相は、老後の生

活費が年金以外に 30 年間

で約2千万円必要だと記し

た金融庁の報告書につい

て政府とスタンスが違う

ので受け取らず批判を呼

んでいます。国民の間には

「100 年安心」と政府が宣

伝した年金に対する不信が広がっているにもかか

わらず、政府は選挙を意識して議論を封印しようと

しています。 

安倍内閣は 6月 21 日、「経済財政運営の改革の基

本方針２０１９（骨太の方針）」を閣議決定しまし

た。昨年の骨太方針で 19～21 年を財政の基盤強化

期間として「社会保障の自然増抑制」を掲げ、10月

からの消費税 8％から 10％への引き上げ、「持続可

能な社会保障制度」を名目に、都道府県知事の権限

を強化して病床を削減すること、国保料（税）の高

騰を抑えるために市町村が公費を繰入れてきた「法

定外繰入れ」について早期の解消を促すとし、負担

増と社会保障解体をさらにすすめ、国民への自助の

強要、目標に満たない場合にはペナルティーを課す

内容となっています。 

国民の過半数が反対している 10 月からの消費税

10％への引き上げは、現在、社会保障を解体へと進

めている元凶である「社会保障と税の一体改革」で

決められた最後の課題です。政府は、この達成を前

提に 2040 年へ向かう諸政策を次々と掲示していま

すが、10%の引き上げを中止し、所得税、法人税や

資産への課税など公正な税制による財源を実現で

きれば、人権としての社会保障の実現へ向けて大き

14



な前進となります。 

認知症大綱が出されました。自己責任としての対

策ではなく、国民にとって安心して暮らし、人権の

立場から認知症対策が前進するよう運動を進めて

いくことも重要です。 

 

２ 静岡県内の情勢の特徴と課題 

（１）進む東京一極集中と静岡県 

① 人口流出と東京一極集中 

昨年の入管法改正で単純業務においても外国人

労働者を認めることとなり、今年は外国人労働者を

大量に受け入れる年になります。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。 

特に静岡県は、若者が首都圏に流出している穴を

外国人労働者で埋める動きが加速しており、静岡県

内の外国人労働者数は昨年 10 月現在 57,353 人で、

前年同期に比べ 5,521 人（10.7％）増加しました。

これは 6 年連続の増加であり、過去最高となってい

ます。これは全国で 6 番目（上位は、東京・愛知・

大阪・神奈川・埼玉）の水準です。特に外国人技能

実習生の増加が著しく、ベトナム人やフィリピン人

の若者が大きな割合を占めています。 

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、神奈川、埼玉、千葉)は外国人を

含めた転入超過は、約 14 万人におよび東京圏一極

集中といわれる状況が加速しています。一方転出超

過(外国人は除く)は、茨城、福島、新潟、静岡の順

で、東京圏の周縁から流出が顕著です。浜松市では

全国ワースト 10位、静岡市は 14位の状況です。政

府関係者によれば「企業の求人数が増え、待遇も向

上しているため、地方から人が集まっているのでは

ないか(静岡)」としていますが、県内は有効求人倍

率が1.6を上回る状況にもかかわらず賃金が伸びず、

若者の流出が続いています。 

背景に、新幹線や東名高速など戦後交通インフラ

の整備によって有利な企業立地の条件があり人口

の集中がつづいた静岡県ですが、バブル崩壊以降企

業の海外展開の影響を大きく受け、特にリーマンシ

ョック以降それが本格化したと考えられます。また

非正規労働者の増大で労働力の流動性が高まり、求

人の内容が製造業から医療・介護といった労働者の

流動性業種が中心となっています。 

 

② 外国人労働者元年 

昨年の入管法改正で単純業務においても外国人

労働者を認めることとなり、今年は外国人労働者を

大量に受け入れる年になります。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。 

特に静岡県は、若者が首都圏に流出している穴を

外国人労働者で埋める動きが加速しており、静岡県

内の外国人労働者数は昨年 10 月現在 57,353 人で、

前年同期に比べ 5,521 人（10.7％）増加しました。

これは 6 年連続の増加であり、過去最高となってい

ます。これは全国で 6 番目（上位は、東京・愛知・

大阪・神奈川・埼玉）の水準です。特に外国人技能

実習生の増加が著しく、ベトナム人やフィリピン人

の若者が大きな割合を占めています。 

しかし法改正により新たに創設された在留資格

は「特定技能 1 号」と「特定技能 2 号」です。「特

定技能 1 号」は、「相当程度の知識または経験を要

する」外国人労働者のための在留資格。「特定技能 2

号」は、「熟練した技能を要する」外国人労働者の

ための在留資格です。1 号は技能実習生が横滑りす

る例が多くみられます。 

語学をはじめとした生活・労働の支援は自治体の

大きな役割であり、今後こうした施策の充実が望ま

れます。 

 

③ 自治体戦略 2040 と自治体の民間化 

今、地方自治体の法制のために地方制度調査会が
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つくられており、その中で昨年 4月に首相から「人

口減少が深刻化し高齢者人口がピークを迎える 

2040 年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応する

観点から、 圏域における地方公共団体の協力関係、

公・共・私のベストミックスその他の必要な地方行

政体制のあり方について、調査審議を求める」とい

う諮問をしました。自治体戦略 2040 構想研究会に

沿った線で、人口減少の中で地方自治の再構成が図

られようとしており、それがこれまでの自治体の在

り方や住民サービスと深くかかわるものとなって

います。 

例えば 2040年には AIとロボティクスによって自

治体の職員は半分にする方向に、自治体首長は反発

しています。「圏域マネジメントと二層制の柔軟化」

も謳われており、これまでの総合行政体の方針を大

きく変えるものになっています。これまでの公共施

設の総合管理計画の一層の推進とともに、当面自治

体に対しては民間化の圧力が政府からかかること

になります。 

 

1) 島田市の包括委託 

一昨年、自治法・公務法の一部改正により、自治

体で働く臨時・非常勤職員は、2020 年度から会計年

度任用職員という新たな制度の身分に移行するこ

とになりました。この法改正は、臨時・非常勤職員

の処遇改善が目的であり、移行後は一時金の支給や、

フルタイムで働く職員は退職金が支給されること

になっています。 

しかし、昨年 8月、島田市は、現在働いている嘱

託員・臨時職員 500 人すべての業務を対象に民間へ

包括的に委託する包括業務委託を方針決定しまし

た。これは、会計年度任用職員へ移行させるよりも、

民間へ委託させたほうが安上がりになるという理

由からです。 

この全国的にも特異なやり方に対し、島田市労連

は、自治労連や静岡自治労連、自治労連弁護団と連

携して運動を進めました。 

その結果、今年の 3月、島田市議会にて、包括業

務委託を含む予算案が全会一致で否決されました。

これは、島田市労連と自治労連の連携した取り組み、

住民や議会との協力関係があったからこそです。 

しかし、島田市の染谷市長は諦めておらず、「包

括業務委託が全否定された訳ではない。課題を整理

して次につなげていきたい」とし、その後も包括委

託へ向けた業務整理を行っていきました。 

そして、8 月 9 日、島田市議会の全員協議会で、

市当局は、包括業務委託を 2020 年 4 月 1 日から実

施するため 9 月議会で再提案すると説明しました。

しかし、再提案とはいえ、対象業務は、長寿介護課、

子育て応援課、課税課などの窓口業務を中心とした

23 業務で、対象となる職員は 50 人と前回よりも 9

割も縮小させています。包括業務委託の不当性が明

らかになった見直し提案と言えます。 

縮小したとはいえ、窓口業務は、住民の権利や個

人情報を扱う重要な部署です。静岡自治労連は、陳

情書を市議会議長へ提出し島田市の村田議長は「重

く受けとめる」としました。9月 19 日、島田市総務

生活常任委員会が開催され、静岡自治労連の菊池委

員長が陳情書の中身について意見陳述を行いまし

た。 

この再提案の中には、今年度までに任用を終了す

る業務も含まれており、その対象となっている職員

からは、「5年間、住民のために一生懸命働いてきた

のに、上司から「あなたの変わりに新職員を再配置

することになった」と言われ、自分が必要ないと判

断されたみたいでとても悔しい」と涙を溜めながら

訴えていました。 

8 月 22 日には、島田市長に対する包括業務委託の

2020 年度実施に反対する要望書を提出し、8 月 23

日には、浜松の水道コンセッションで講演を行った、

自治労連弁護団の尾林弁護士を招き学習会を行い、

職員や地域住民、議員など 70 人が参加しました。 

 

2) 浜松市の水道民営化 

16



昨年 12 月、水道事業の運営権を民間企業へ売却

する「コンセッション方式」などを含めた改正水道

法が国会で成立しました。浜松市は、この水道法が

成立する前、2011 年から上下水道の「コンセッショ

ン方式」を検討し、しかも、2017 年にコンセッショ

ン方式の導入可能性調査を行った際には、上下水道

部の幹部職員が「コンセッション方式が最善の選択

あることを示してほしい」と調査の委託企業に指示

しており、水道民営化ありきで進められていたこと

が問題となっています。 

「浜松市の水道民営化を考えるネットワーク」は、

浜松市の水道民営化反対の署名、1 月に「全国のつ

どい」を実施しました。 

「つどい」当日は、浜松市民をはじめ全国各地か

ら集まり、600 席のホールが満席となり立ち見が出

るほどの参加となりました。「つどい」に先立ち行

われたアピール行進では、約 200 人が JR 浜松駅前

から繁華街を練り歩き、ギターや太鼓を鳴らしなが

ら、「止めよう水道民営化」「命の水は市民の財産」

と訴えました。「つどい」は、市民ネッ

トワークからの基調報告、尾林弁護士、

アジア太平洋資料センター内田共同代

表、水ジャーナリストの橋本さんの 3

人によるパネルディスカッション、全

国各地からの報告やアピールが行われ、

最後に、浜松市長・市議会議長へ宛て

た集会アピールを採択して盛況のうち

に「つどい」は閉会しました。 

浜松市長は、上水道への「コンセッ

ション方式」導入について、当初は昨

年度中に是非を判断するとしていまし

たが、住民運動や地元の水道団体の反

対などにより、その判断を延期せざる

を得なくなりました。しかし、市長は、まだ諦めた

わけではありません。引き続き、運動を強化してい

きます。 

 

④ スーパーメガリージョンとコンパクト＋ネットワ

ーク 

自治体戦略 2040 が、人口減少下における自治体

の在り方を構想するものなのに対し、「国土のグラ

ンドデザイン 2050」は、地域社会の今後を構想する

国の方針です。2014 年に閣議決定され、人口減少と

巨大災害に対応した社会インフラ整備のた

めの国土整備計画と政府は説明しています。

人口減少に対応するためのキーワードとし

て「コンパクト＋ネットワーク」を掲げてい

ます。その一方リニアをメインのインフラと

した「スーパーメガリージョン構想」を持ち、

東京圏を中心に名古屋圏、大阪圏を合わせて

6500 万人国際戦略都市圏をつくり、他の世

界の大都市との競争に打ち勝つとしていま

す。2050 年の推定人口は 9700 万人という状況です

から、残りの地方はもっと減少していくことになり、

他の地方にはコンパクト＋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。 

 

⑤ 立地適正化計画と清水市庁舎と病院移転 

国土のグランドデザインの中で、都市機能や居住

機能を都市の中心部等に誘導し、再整備を図るとと

もに、これと連携した公共交通ネットワークの再構
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築を図り、コンパクトシティの形成を推進するとし

ており、その中の都市再生特別措置法の改正によっ

て各自治体でコンパクトシティめざす立地適正化

計画がつくられています。 

例えば静岡市は「お茶っ葉型」の都市構造として、

街の中心と公共交通軸の整備を基本に進められて

います。駅周辺の集約化拠点形成区域を形成しそこ

に交流人口を集める誘導施設を持ってくるという

ものです。 

先の市長選で大きな争点となった清水庁舎と桜

ヶ丘病院の津波浸水区域への移転問題は、こうした

背景によって進められようとしています。 

静岡市の田辺信宏市長が 8 月 20 日に市役所清水

庁舎移転のための補正予算案などを市議会９月定

例会に提出すると表明したことを受け、計画に反対

する八つの市民団体が 22 日、移転の賛否を問う住

民投票の実施を求める要望書を田辺市長宛てに提

出しました。市民団体は、田辺市長が要望を拒否し

た場合は、住民投票へ向けた署名集めを始めること

を表明しています。 

 

⑥ 中小零細業者の現状と地域経済の課題 

静岡県内の 2018 年「企業倒産動向（負債総額 1000

万円以上）」は 231 件で負債総額は 320 億 4800 万円

でした。件数、負債総額とも過去 10 年間では最小

です。東京商工リサーチ静岡支店は「今後も倒産件

数の急増は抑えられる可能性が高い」としています

が、同時に国民の消費動向指数の低下や長期にわた

る経営不振から「体力のそがれた零細・小規模事業

者も多く、楽観視はできない」と分析しています。 

倒産企業はサービス業が最多で、製造業、建設業、

卸売業と続き、その原因は「販売不振」が全体の 75％

を占めています。 

また、近年、倒産と同時に「休廃業・解散」数が

急激に増加しており、2018 年は全県で 704 件と倒産

企業数の 3 倍でした。業種別では建設業が 277 件と

圧倒的に多く、サービス業、小売業、卸売業、製造

業と続きます。 

こうした結果は地域で広がり続けるシャッター

通り商店街を見れば明らかで、市民の日用生活品は

郊外の大型量販店やスーパーで賄われ、住宅修繕工

事などは地域の工務店に依頼するのではなく、フラ

ンチャイズのリフォーム店などに移行しています。 

また、これまで「歴史ある店が残り、人通りが絶

えない」と全国でも注目されていた静岡市中心市街

地商店街でも、空き店舗の増加とともにフランチャ

イズやチェーン店が激しく進出・撤退を繰り返して

います。 

長く地域の人々のくらしに密着し、地域経済の発

展の後押しと地域の人々の雇用を生み出してきた

中小零細企業の減少は、「働く場所がない」などの

理由で若者が県外流出する原因にもなっています。 

「地域を支え、しなやかで強い小規模事業者に光

をあてる」という目的で 2014 年に国が閣議決定し

た「小規模企業振興基本法」にならい「（仮）中小

企業・小規模企業振興基本条例」が全国各地に広が

り、この静岡県でも県をはじめ 35 市町中 16 市町

（2019.9.1 現在）で制定されています。 

この条例の目的は、行政はもちろん中小企業やそ

の支援機関、大企業、金融機関、教育機関等と市民

が協働し中小規模企業の重要性の問題について考

え、地域社会の振興に取り組んでいくことと謳われ

ています。 

中小規模企業と行政、そして市民が協働し地域社

会と持続可能な地域経済循環をつくっていくとは

どういうことなのか、人口流出問題と非常に密接し

た問題を様々な角度から見て議論する必要があり

ます。 

 

（２）くらし・社会保障と国民の負担 

① 幼児教育・保育の無償化と公的保育 

安倍内閣は消費税増税とリンクさせるかたちで、

幼児教育・保育の無償化を実施しようとしています。

保育に関しては応能原則によって低所得の世帯で

は実質無償化されているとも言え、日本では 5歳児
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の 98.3%がすでに幼稚園や保育所、こども園などに

通っており、この状況の無償化では所得が高い世帯

の方が、より無償化の恩恵を受けることになり、ほ

とんど貧困対策にはなりません。 

また認可外保育施設についても、認可保育所と同

等の金額を上限に無償化されることが決まってい

ます。保育士資格を持った職員でなくても保育にあ

たることができ、認可施設に比べて死亡事故の割合

が高い（20倍）認可外保育施設についても、5年間

の猶予措置を設けて，その間は質についての条件な

く無償化することになっています。都市部の待機児

童がまだ解消されていない日本で「保育」の無償化

が行われれば、さらに保育需要は高まり、保育施設

がますます足りなくなるのは目に見えています。保

育の質が損なわれることが大きな問題になります。 

静岡自治労連保育部会では、無償化実施前の職場

実態調査を実施しました。これによると現在でも 9

割以上の人が残業をしたのに対して、92%以上残業

代がついていない状況です。無償化で多くの人が保

育施設に殺到した時、保育の質が損なわれることが

はっきり出た結果となっています。 

一方、給食費は逆に有償化になるため、保育料は

無償になったのに給食費がそれを上回り、無償化さ

れたはずなのに、負担が増える家庭が出てくる逆転

現象が起こる可能性が懸念されます。 

また「無償化」によって自治体の負担が急増する

という問題もあります。この施策の財源は消費税で

すが、2019 年度いっぱい（10 月〜3月分）について

は臨時交付金により国が負担しますが、2020 年度以

降は交付税による財政措置はされるものの、国 1/2、

県 1/4、市町 1/4 と自治体も無償化の費用を負担し

なければなりません。無償化によって保育にかかる

予算が急増することもあり、自治体の財政を逼迫さ

せることにもつながりかねません。 

県内では富士市、小山町などが給食費の無償化を

打ち出し、静岡市が保育費の逆転はさせないと表明

しています。 

 

② 2千万円不足問題と年金改革 

金融庁の「退職後の生活で、90 歳まで生きた場合

には、2000 万円不足する」の報告に対し、2019 年 8

月 27日に厚生労働省の社会保障審議会年金部会は、

公的年金の収支や給付の見直しを示す「年金財政検

証」を公表しました。経済成長の過程が異なる６つ

のケース全てで基礎年金（国民年金）の所得代替率

（現役世代の手取り収入に対する年金の給付水準）

が、３割程度下がる結果となりました。物価や賃金

の伸びよりも年金給付の伸びを抑制し、給付水準を

自動的に削減する「マクロ経済スライド」が、その

原因です。 

これによって、基礎年金の削減は、2046～7 年ま

で続き、削減総額は年間７兆円にも上るものです。

一方、厚生年金の所得代替率は、経済成長の状況に

よって異なりますが、据置き又は微減です。すなわ

ち、マクロ経済スライドによる削減の影響は、国民

年金のみの加入者等低年金者ほど大きくなるので

す。 

又、併せて、年金の支給開始年齢を 75 歳に引き

上げる動きもあります。相次ぐ年金削減に加えてこ

れ以上の年金支給開始年齢の引き上げは絶対に許

すことはできません。 

こうした中で、全日本年金者組合静岡県本部の組

合員 55 人が、2013 年 10 月分から特例水準を解消し

ようとして年金を 1％引き下げたことは、「憲法 13

条の『幸福追求権』、憲法 25 条の『健康で文化的な

最低限の生活を保障する権利』、憲法 29条の『財産

権』に違反する」として、減額分の支払いを求めた

（提訴 2015年6月30日）裁判が闘われています。

全国 39地方裁判所で5000人を超える原告が提訴し、

社会保障を巡る裁判では、最高の人数となっていま

す。 

 

③ 生活保護 

日本における相対的貧困率は 15.6%、6.4 人に 1
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人、1940 万人とされています。子どもの貧困率は

13.9%、17 歳以下の子どものうち 7 人に 1 人、1 人

親の貧困率は 50.8%、2 世帯に 1 世帯が貧困という

状況です。にもかかわらず生活保護利用者は 5万人

も減っています。 

生活保護利用者は、これまで右肩上がりで増えて

きましたが、2013 年から 3年にわたり生活保護基準

が引き下げられてきたことが原因です。 

生活と健康を守る会を中心に、静岡県においてこ

の引き下げに対して現在8人の原告で裁判を闘って

います。またこの裁判結果が出ていないにもかかわ

らず、昨年 10 月に保護基準が引き下げられ、県内

で 149 件の不服申請書が提出されました。第二の人

権裁判として裁判でたたかう構えを見せています。 

生活保護基準引き下げに対して交流合宿がもた

れ、引き下げの根拠が「物価偽装」にあることが研

究者、国会質問、厚生労働省・総務省への野党合同

ヒアリングで確認され、裁判への反映が図られてい

ます。 

裁判も 17 回を数えていますが、生活保護利用者

の生活実態を知ってもらい、生活保護費引き下げが

いかに違法かを広く世論に訴えていく必要があり

ます。 

 

④ 地域医療構想と病床数削減 

地域医療構想

は、2025 年に向け

て病床数を135万

床から119万床に

減らすとしてい

ます。政府は各都

道府県に策定さ

せた「地域医療構

想」により、2019

年 3月末までに個

別医療機関ごと

の削減計画をま

とめるよう求め

ました。しかし、

3 月末までに病床

削減が決まった

医療機関は全国 1

万 4000 施設のうち 117 施設で 1%にも満たない状況

となっています。厚生労働省の調査によると病床削

減等に向けて協議を始めたのは公立・公的病院が

76％であったのに対し民間病院はわずか 0,4%です。

削減の手法は、休眠病床の返上、急性期病床の削減

と回復期病床への転換、慢性期病床の削減（介護医

療院と在宅への転換）です。 

2019 年 9月、厚労省は再編・統合が必要と判断し

た病院を公表するという強硬策に出ました。静岡県

でも公立・公的病院を中心に 14 病院が名指しされ

ており、こうした国の一方的なやり方は許されませ

ん。 

これに対して静岡県は各県域の医療状況を調査

の上、国に対して反論書を提出する方針です。住民

の中から病床数削減反対の声を上げていく必要が

あります。 

２０２５年に向けて在宅で７０万人の患者増を

見込む一方で、受け皿とされる在宅医療の体制はま

だ充分に整っているとはいえず、介護現場でも３３

万人余の人手不足が推計されています。地域の実情

を考慮せず、強引な病床削減が進められれば、地域

に行き場のない患者があふれる事態が懸念されま

す。 

 

⑤ 国保の県再編の諸問題 

国保都道府県単位化がスタートして１年が経過

しました。今でも高すぎる国保料を値上げする自治

静岡新聞より 

静岡新聞よ
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体が出ていて、来年度以降大変な状況が予想されて

います。一方、独自に負担軽減を行う動きも。今市

町が国の悪政に付き従うのか、住民生活を守る『防

波堤』となるのかが問われています。国保会計への

県独自の支援や市町の一般会計からの法定外繰入

などの継続で、負担軽減を求める私たちの住民運動

が必要です。 

 
⑥ 介護保険制度をめぐる情勢 

介護保険制度は、今年の４月で、施行２０年目に

入りました。法「改正」にもとづく政府や自治体の

対応が本格化する一方で、利用料３割負担化にとも

なう利用抑制など、介護をめぐる新たな困難や制度

矛盾が利用者、事業所にさまざまな形で現れていま

す。政府はこうした現状を放置したまま、次期制度

見直しの審議をスタートさせました、ケアプラン

（ケアマネジメント）の有料化、要介護 1、2 の生

活援助サービスの保険給付外し（総合事業への移

行）、多床室料徴収の拡大（老健施設や介護医療院

など）、施設入所費軽減制度（補足給付）の見直し

（資産要件の拡大）など、いっそうの困難を利用

者・家族に押し付ける改悪案が準備されており、政

府は年内に結論を出し 2020 通常国会で法律を「改

正」、21 年度（第 8 期）から実施に移すとしていま

す。 

 

⑦「全世代型社会保障検討会議」の危険 

少子高齢化時代に対応する社会保障制度の改革

を検討するとして、政府は 9 月 20 日、安倍晋三首

相が議長を務める「全世代型社会保障検討会議」の

初会合を首相官邸で開きました。 

この会議の最大の目的は「給付と負担」の抜本的

な見直しです。「全世代型」という言い方には、今

の社会保障は「給付は高齢者中心、負担は現役世代

中心」として世代間の対立をあおりながら、結局は

全ての世代に痛みを押し付けていく狙いが込めら

れています。 

これまでは政府は社会保障費の「自然増」分の削

減などを断行して来ました。今回の検討会議を司令

塔にして、官邸主導でこれまで以上の規模と内容で

社会保障費の削減を徹底的に進めようというもの

です。財務省の財政制度審議会が７５歳以上の医療

窓口負担の２割化や介護保険の利用料を原則２割

にするなど、国民に厳しい痛みを押し付けることを

繰り返し提案してきましたが、こうした内容がかな

り取り込まれていく危険があります。 

20 日の検討会議では、「小さなリスクは自助」と

いう発言もありましたが、これは例えば軽傷の医療

は保険適用外にするなど、公的給付を徹底的に切り

縮めていこうとする考え方です。さらに全世代型社

会保障担当大臣を経済再生大臣が兼務しており、社

会保障の削減とともに、経済成長をめざして社会保

障の営利化を推進していく体制が敷かれているこ

とも特徴です。 

国は、「制度の持続可能性の確保」を理由として

制度の改悪を進めてきましたが、あらためて誰のた

めの、何のための「持続可能性なのか」が問われな

ければなりません。この間の社会保障「改革」の土

台には、２０１２年に制定された「社会保障制度改

革推進法」の中で、国民の生存・生活を保障する責

任は国にあるという憲法２５条が示す社会保障の

基本的な考え方が「国民の助け合い」に転換されて

しまったことがあります。すでに現在、来年の通常

国会に向けて、ケアプラン有料化などの介護保険改

悪の検討が先行して進められています。国が押し付

けてくる社会保障改悪の中身を一つ一つ阻止する

運動に取り組みながら、改めて憲法２５条の根本か

ら社会保障制度を問い直すことが必要です。 

 

⑧ この間の静岡県の社会保障制度の改善運動 

この間の私たちの運動の成果では、 

1) その筆頭が子ども医療助成制度で、昨年の

10 月から静岡、浜松両政令市を除く、３３市

町の高校生年代までの窓口医療費が現物支給
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となりました。いくら川勝知事の選挙公約で

あったとは言え、公約にさせたのは新婦人を

はじめとした私たちの運動です。そして今年

10 月からは政令都市の静岡、浜松両市も実施

することに。これも「人口の 6割の実施で、

県の制度と言えるのか」「静岡県下どこに住ん

でも、高校生年代まで無料に」との私たち県

民の声がそうさせたのです。 

2) また県はこども医療費助成制度の所得制限

も撤廃をしていく方向です。これについて県

は補助金交付に助成対象者の所得制限を設け

てきましたが、33市町は県の補助金に独自財

源で上乗せをして、現行でも 33 市町の 18 歳

以下全員が助成を受けられていたわけです。 

3) 重度心身障害者医療制度については浜松市

が昨年 10月から自動償還払方式から現物給

付方式に切り替えました。これについても「障

がい者であるだけで生活が大変であり、窓口

医療費を償還払いではなく現物支給を」と「障

しず協（障害者の生活と権利を守る静岡県連

絡会）」が中心となって何年も県健康福祉部と

の交渉・懇談を重ねてきた成果です。浜松市

を突破口に全県に広げ、そして県の制度にし

ていかなくてはなりません。 

4) もう一つは 2019 年度から、県内の私立高校

の授業料が減免される世帯の所得制限が緩和

され、年収 350 万円以上 590 万円未満の世帯

について、月額 6千円を上限に授業料を減免

して保護者の負担を軽減することになりまし

た。これもまた「子どもと教育を考える静岡

県民会議、静岡私学助成をすすめる会」が中

心になって、毎年多くの署名を県議会議長に

提出してきた成果の現れです。 

 

（３）県民の安全と災害・事故 

① 南海トラフ地震と静岡県 

今後30年以内に70～80%の確率で発生すると言わ

れている南海トラフ巨大地震。最悪の場合、死者が

32 万以上に達するとされており、うち 10 万人が静

岡県内とされています。気象庁は、南海トラフ沿い

でマグニチュード6.8以上の地震発生やプレート境

界で異常な地殻変動が観測された場合、「臨時情報」

を発表して次の巨大地震との関連を「評価検討会」

で調査することとされました。最初の地震がマグニ

チュード8以上で想定震源域の半分程度を破壊した

「半割れケース」に当たるとされた場合、「事前避

難対象地域」の住民について、大津波警報や津波警

報などが解除されても自宅に戻らず 1 週間、避難を

継続するなどの警戒対応をとることを呼びかけて

います。 

これを受けて、南海トラフ巨大地震の臨時情報

（警戒）が発表される事態に備え、静岡県は独自の

対策指針（ガイドライン）を２０１９年度中に策定

します。津波被害を出さないため、沿岸部を対象に

事前避難を促す地域を示すのが特徴です。 

避難行動要支援者や学校の避難など課題は大き

いと言えます。 

 

② 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
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てから 8年を経過した５月１４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し

ました。 

この中で、福島原発事故では２０００人を超える

原発関連死を含む数十万人が人生を狂わされたこ

と、浜岡周辺の人口を考えればこの比ではないこと、

地質学者が指摘している浜岡原発直下の断層を規

制委員会が調査していないことを批判し、県と合同

調査するよう訴えました。 

 
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。 

今、全国で東海第二原発の周辺市町

村による再稼働の事前了解に掛かる新

安全協定や、柏崎刈羽原発の三つの検

討委員会による検証など、自治体が再

稼働に枠をはめる動きがあり、静岡県

においても再稼働に対して、住民の安

全・安心をどう確保するかが課題です。 

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。 

今、世界的に原発は高コストのために投資が集ま

らず、再エネにシフトする動きが盛んです。日本に

おいても原発ゼロ法案を通し、地域から再エネ・省

エネを進めていくことが求められています。 

 
③ 水・環境を壊すリニア新幹線 

リニア中央新幹線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、JR 東海の大

井川の水が減った分必要に応じて戻すという主張

に対し、静岡県はトンネル工事で出た全量を戻すこ

とを主張して平行線をたどってきましたが、昨年 10

月、JR 東海は全量戻すことに歩み寄り、その戻し方

を含む環境全般の対応に関して、静岡県の質問に答

えるかたちで協議に入りました。 

しかし5月末にまとめられた中間意見書において

も未解決な課題は多く、県が JR 東海とともに実施

した 6 月 13 日の現地調査でも川勝知事は「本体工

事は認められない」と述べ、「期成会に加入できな

いならルート変更を」と積極的に発言しています。

リニア県民ネットでは、これまでの「全量戻して環

境を守る」という県の姿勢を堅持してほしいと副知

事に対する申し入れを行いました。 

8月末にJR東海は技術的に全量戻すことは困難と

表明し、山梨側から掘り進めた場合、幅 800 メート

ルの断層を貫通することから、南アルプス内部にた

まっている大量の水が山梨側に流れ出すことが明

らかになりました。 

県との協議は長引くことが想定されますが、世論
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調査において「大井川の水問題の対策をめぐり JR

東海と対立する川勝知事の姿勢を支持しますか」と

いう質問に対し、「支持する」が 60％、「支持しない」

が 18％(静岡朝日テレビ)となっており、水問題で県

に確固たるスタンスとすることは、いかに世論を高

めるかにかかっています。 

リニア中央新幹線開発は、「国土のグランドデザ

イン２０５０」とスーパーメガリージョン構想の下

で国家的プロジェクトへと転換し、財政投融資が投

入されることになり、今後東京一極集中がますます

強まることが予想され、静岡の衰退が課題となって

います。 

 

３ 私たちの課題と運動 

静岡県は旧自治労の第5回地方自治研究集会が開

催され、初めて「地方自治を住民の手に」のスロー

ガンが掲げられた場所です。この方向性は三島沼津

コンビナート反対闘争に生かされ、県下でさまざま

な運動が起こるとともに東部を中心に革新自治体

が誕生しました。日本国憲法の原理に基づく地方自

治は定着してきていると考えます。 

しかし今、国権を中心に考える集権的改憲の流れ

の中にあり、

これを跳ね

返して行く

には憲法を

地域から守

りいかす運

動が求めら

れています。 

今、静岡県

は東西交通

の要衝とい

うかつての

利点を、経済

のグローバ

ル化の進展

の中で失い

つつあり、ど

ういう地域

のビジョン

を確立する

か、それに向けて自治体が何をするかが問われてい

るときだと思います。 

また格差の拡大の中で地域と自治体で何ができ

るのか、静岡県において子どもや老齢者の貧困、雇

用の劣化とそれに向けた自治体の対策、社会保障の

拡充、外国人に対しての支援強化などを取り組む必

要があります。 

県内で起こっている地方自治の拡充を求めるさ

まざまな運動が大いに交流し合い、自治権の拡充や

生活の擁護、新たに起こる問題に対しての調査と研

究を提供していくことをめざしていきます。 

そして自治体を換えていくのは選挙です。特に首

長選挙は重要で、民主的な自治体づくりのために政

策論争の政策の確立は重要です。研究所として積極

的に関与していきます。特に再来年は静岡県知事選

挙です、浜岡原発再稼働、リニア中央新幹線問題な

ど、静岡県が抱える諸問題が解決できる県知事候補

の擁立に関わっていきます。 
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⑴ どうなる私たちの医療 
 ································ 村山俊一(静岡県保険医協会) 
⑵ 共同墓所の取り組み 
 ···················· 竹島博美(静岡県生活と健康を守る会) 
13 名の参加 
【助言者から】 

村山氏から政府が検討している医療制度の改悪の中

身や介護保険の問題にも触れ、なぜこんな計画がされ

ているのかが報告され、最後に今後の運動にふれられ

た。 
竹下氏からは共同墓所の県内の取り組みや広がって

は来ているが、その中での悩みや課題が語られた。 
 

【出た意見等】 

◇日本は医者が少ないのか？ 

・特に産科が医師労働や医療訴訟が起きやすいことも

あり少ない。産科のない地域にが若い人が住みつか

ず、人口減少の原因に。 

・すべての医者がカウントされている。医師免許を持

っている人すべて、病院に勤務していない者、高齢

者も含め。 

◇救急医療もＥＲ９床がうまると、救急すら受け付け

てもらえない（富士市）。 

◇「かかりつけ医」制が機能していない。患者は「か

かりつけ医」に診てもらったと思っていないのに、医

療費が上乗せされている。きちんと患者に説明されず

に初診料加算がされている。（東京新聞８/２１より） 

◇なぜ大きい病院にかかれたがるのか。 

・いざという時、救急車で運ばれるときにカルテがな

いと受け入れてもらえない。 

◇生活保護利用者の６割が高齢者。高齢者の貧困問題

は深刻で医療費が上がったら、本当に大変。 

・高額療養費制度をマスコミ、政府は「日本には素晴

らしい制度がある」というが。私たちの運動で受領

委任払い制度を勝ち取り、入院しても窓口で上限を

払えばよくなったが（１０数年前までは償還払い）、

ヨーロッパでは窓口負担そのものが無料、低額の国

がほとんど。窓口負担が受診抑制になっている。 

・医師会に高額の献金を自民党はしている。 

◇消費税で混乱する。８％か１０％かわからないとこ

ろは１０％でとる。運動は上がったからもう終わり

ではなく、これから運動化していかなくてはならな

い。消費税増税後の運動が大事。業者にとって消費

税は預かり金なので、一括払いしなくてはならない

ので大変。 

 

 
⑴ 地方財政から見た集約型国土再編の論理―憲法と

住民主権からの問題提起― 
 ·········································川瀬憲子静岡大学教授 
 

国がすすめる公共施設や住宅を中心市街地に集約す

る「コンパクトシティ」、公共施設を統廃合する立地適

正化計画などについて、川瀬憲子静岡大学教授の問題

提起を受け討論しました。 
静岡市の清水庁舎・桜ケ丘病院移転計画に反対運動

をしている川又登氏は、南海トラフ巨大地震の津波浸

水区域に移転する計画に多くの市民が反対していると

説明。国の政策を無批判に率先して受け入れ、欠陥政

策のしわよせを市民におしつけているのが田辺信宏市

長だと批判しました。 
全教静岡の富田倫弘書記長は、公共施設の統廃合計

画により県中西部地域の多くの自治体が小中一貫教育、

学校統廃合がすすめられていると報告。世界保健機関
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（ＷＨＯ）も人間的教育を保障するため、「100 人以下」

の学校規模を勧めていると述べ、先生を増やしゆきと

どいた教育を実現する必要性を強調しました。 
浜松市がすすめる上水道民営化計画を絶対に阻止す

る決意も述べられました。参加者たちは、改憲をすす

め地方自治を形骸化させる安倍政権をストップ、富裕

層優遇で自己責任社会を転換させようと議論を深めま

した 

 

参加者 10 名 
【主な内容】 

県内の「中小企業・小規模企業振興基本条例」制定

状況、参加者の自治体ごと条例の特徴や市内商工業の

状況を交流 
 
【討論】 

準備した資料や現在条例制定されている市町の特徴

などを、県商連・瀬川より報告、杉本静岡市議が進行

を担ってくれ、振興条例制定に向け長く活動されてき

た酒井政男副理事長より、条例制定の目的や成り立ち、

振興条例を生かした地域経済の構築・中小零細企業の

存続についての展望などを報告いただいた。 
続いて掛川市条例に基づいた振興会議メンバーとな

った大石県商連会長より、掛川市の条例制定に向けた

これまでの民主商工会の取り組みや、条例制定後、「支

援団体」として認められ公文書にも明記された成果、

そして振興会議のメンバーとして正式な依頼を受けた

経緯、今後の会議の中で中小零細業者の要求をどう伝

え実際の施策に反映させていくかの展望について報告。

疑問や問題提起もされた。 
続いて高木御殿場市議より御殿場の条例制定後の様

子も報告されたが、民商（沼津民商）との連携が密に

取れず、条例に沿った中小企業施策や具体的活動は全

くできていない状況。その他、政令市である静岡市に

ついて杉本市議、浜松市について柴田浜松民商事務局

長よりそれぞれ報告されたが、今年 4 月に条例ができ

たばかりでまだ具体的な動きがないこと、民主商工会

や市民との連携はこれから…という段階。 
国や地方自治体は現在、（条例に沿って）「事業承継」

支援を強めているが、中小零細企業は「事業承継」ど

ころか今の経営すら危ういというのは全参加者で一致。 
しかし、「事業承継は必要ないとのスタンスではなく、

利用できるものは進んで利用を促し、改めて『こうい

う施策が必要』という主張について具体的根拠を示し

訴えていくことが大切」。また、身内間でなく第三者へ

の事業承継を零細企業や家族経営にまで広げるために

必要なことを交流したり、掛川市や浜松市の「軽トラ

ック市」の賑わいや地域への効果、多様な取り組みで

中小零細企業を盛り上げ地域に積極的に関わっていく

ことの大切さや、新たな可能性について展望を出し合

った。 
まとめとして、今後の県や市町への要請行動や懇談

などで常に訴えていくことが重要ということで、参加

者全員が感想を述べて終了。 

 

⑴ どうする避難、浜岡原発災害 
 ············································林克研究所事務局長 
参加者 9 名 
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原発の主要施設の敷地の高さ（約１０メートル）を

上回る津波が来ると予想できたのに対策を怠って事故

を招き、４・５キロ離れた双葉病院（福島県大熊町）

の入院患者らに避難を余儀なくさせ、４４人を栄養失

調や脱水症状で死亡させたなどとしたというもの（朝

日記事）。 
安全に避難できたかどうかが、原発事故の責任を問

うわかりやすい規準。 
福島第一原発事故の教訓をふまえ、もし万が一浜岡

原発で事故が起きたときに安全に避難できる仕組み、

体制になっているか？をみなさんと考えてみたい。 
と問題提起をし、UPZ の各自治体にお願いしたアン

ケートを基に討論を進めた(最後のアンケート結果参

考)。 

 

⑴ 深刻な水減少問題と自然環境への影響 
 ····································· 林弘文静岡大学名誉教授 
⑵ リニア第五次現調査報告 
 ·································· 芳賀直哉静岡大学名誉教授 
参加者 17 名 
（１）林代表は、ＪＲ東海が静岡県に水を全量戻すと

の表明をうけて、静岡県中央新幹線環境保全連絡会議

の地質構造水資源専門部会で、ＪＲ東海に対し科学的

知見に基づき対応策を確認している状況を時系列で報

告し、ＪＲ東海の不誠実な県民無視の対応を明らかに

しました。 
 
（２）芳賀氏は、8 月 27 日（火）に日帰りで実施した

「第 5 次現地調査」について、写真で説明しました。

静岡県や利水関係団体と水問題で合意のない状態で、

着々と工事のための準備が進んでいる実態を報告しま

した。 
 
（３）２つの報告を受けて、参加者からは活発な意見

が出されました。「水問題は、大井川下流に住む者にと

って大変な問題だと感じている」「地下水はどうなるの

ですか？」「リニア新幹線工事をやめさせるにはどうす

れば良いと思いますか？」など、の意見がだされまし

た。特に今回は 20代から 30代の若者が数名参加して、

報告者に対する質問や自分の思いを発言したのが特徴

です。 
分科会の最後に、事務局からメール会員への登録を

呼びかけたところ 4 名の方が参加者名簿に登録してく

れました。 
 

 

講師 照井健研究所理事 
参加者 9 名 
 
1.「自治研」って? 
地方自治研究活動…通称「自治研」=地方自治の学習・

地域調査・研究活動 
対象は全国各地の自治体職場や地域住民の抱える課

題・問題=起きている事実を大事にし、生きた素材と

してそこから学び調査・研究する取り組み 
 
2. あなたの思いと自治研 
(1)あなたは、どんな思いで公務員になったのでしょ
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う? 
公務員労働者の役割 
・戦前は天皇の官吏 
・戦後は、日本国憲法第 15 条で「すべて公務員は、

全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」。公務

員は宣誓書にサイン 
【地方公務員法第 31 条】（服務の宣誓） 
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をし

なければならない 

(2)日本国憲法は地方自治をどう謳っているでしょう

か? 
第八章 地方自治 
第 92 条「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(=住民自治と団体自治)に基

づいて、法律でこれを定める」 
⇔現実の地方自治体は、「地方自治」とは裏腹に、憲法

で定める「地方自治の本旨」に反した状況に。誰の

ために仕事をするのか、どちらを向いて(住民、当局)
仕事をするのか? 
自治体労働者としての住民、仕事への向き合い方が

問われる、直面する場面にも遭遇する 
(3)自治体労働者(公務労働者)の 2 面性…①労働力商品

としての労働者②仕事(公務労働)のなかで住民要求

の実現を通じ人間としての発達をはかる労働者⇔

機械的労働者論 
自治研活動…憲法で定める地方自治実現へのとりく

み。活動を担いうる存在 
 

3.「自治研」の歴史 

(1)【日本の地方自治 その歴史と未来】(宮本憲一著)

から 

自治体労働者、住民、学者・研究者が主体となって、

戦後の自治研活動が行われてきた。 
自治研活動が大きく発展した地域開発問題 
1961 年の自治労自治研集会(静岡) 
…三重県職労と四日市市職労が四日市公害を暴露 
1963 年から 64 年 沼津・三島コンビナート反対闘

争 
(2)大阪衛星都市職員労働組合連合会(略称:衛都連)の
とりくみ 

衛都連の「基本的な目的と任務」のなかに「住民の

繁栄なくして自治体労働者の幸福はない」「自治研

活動は、賃金闘争の『刺身のツマ』ではなく、自治

体労働運動の基本的な活動」。賃金闘争(人員も含

め)と自治研活動が組合活動の車の両輪。 
東大阪市の革新市政での「ゴミの週 2 回取り」、「昼

休み窓口開設」、「子供が喜ぶ給食調理の追求」など

を職場交渉で職場の体制確立とともに実現 
 
4. 全国の「自治研」実践例 

「自治研活動」は①職場での自治研②地域での自治研

③政策調査活動により構成され、相互に関連させ発展

させることが重要。 
＊ パンフ「はじめての自治研」14 ページ以降の具体

的なとりくみ事例参照 
 
5. 私の経験から 

(1)富士宮保健所廃止反対闘争に発展した「自治研」 
1994 年～ 県の保健所再編計画のなかで富士宮保

健所はじめとする県保健所の廃止・縮小合理化計画。

それ以前に行っていた富士宮商店街での「保健所に

宣誓書 

私は、ここに、主権が国民に存すること

を認める日本国憲法を尊重し、且つ、擁

護することを固く誓います。 

私は、地方自治の本旨を体するとともに

公務を民主的、且つ、能率的に運営すべ

き責務を深く自覚し、全体の奉仕者とし

て誠実、且つ、公正に職務を執行するこ

とを固く誓います。 
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関するアンケート調査」、関係団体・住民懇談会の活

動が発展し、12 万人口のうち 7 万５千筆の署名集め、

撤回へ。 
(2)県財政分析 

財政危機による 2000 年度の賃金カット提案。当局

の財政危機の宣伝に対し、財政分析により、危機の真

の原因はどこにあるのか、を明らかにし、組合運動の

力に 
(3)静岡空港「住民投票の会」…2001 年 29 万(有効 27
万)筆署名が県政を揺るがす大運動に 
 国内線需要予測（県106万人）に対する科学的批判。

現実は、「住民投票の会」の予測数どおりに。 
 
おわりに 

 

第 4 回地方財政分析研究会伊東・御殿場 

財政の特徴うきぼり 
地方財政分析研究会の第 4 回目。今回は伊東市、御

殿場市財政の歳入歳出を、斎藤伊東市労連委員長、山

本御殿場市労連書記長がそれぞれ報告しました。 
 

【伊東市財政】 
伊東市の分析は 1989 年から、データが取得可能な

2016 年までの財政の歳入歳出の推移を、芹澤革新市政、

鈴木保守市政、佃保守市政の各市政の性格とその市財

政への現れを報告しました。 
伊東市は市税収入が固定資産税を中心に一定確保さ

れている中で、芹澤市政の場合、労働組合の要求に対

して一定の人員配置や住民要求に沿った保育園の新設

等の措置を実施してきました。バブルがはじけ、地価

が下落する中で鈴木市政は、歳出削減については強い

労働組合の反対にあい、当面積立金を取り崩して対処

しますが、佃市政となり強引に人件費削減を着手しま

す。賃金攻撃だけでなく、保育園の委託などを図って

いきます。 
 

【御殿場市財政】 
御殿場市は、安定した地方税収入と財産区繰入金に

よって安定した差財政運営を行ってきました。そのた

め地方交付税はほとんど不交付となっており、普通建

設事業をこれまで推し進めてきました。 
市政交代となった前々回選挙においては、世代交流

多目的施設が争点となりましたが、本格的論戦は起き

ず、姿勢は後退したもののそのまま施設自体はつくら

れるという状況となりました。 
御殿場市財政の特徴としては、財産区繰入金の比重

がかなり高いということです。これは各財産区に収入

される自衛隊・米軍基地の賃料を市財政に繰り入れる

ものです。それだけではなくその繰入交渉を通じて、

財産の管理が目的である財産区が一定地域要求実現の

役割を果たしています。 
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2019 年 9月 26 日 

 

「保育園・こども園職場の【働き方】実態アンケート結果」の特徴について 

静岡自治労連・保育部会 

連絡先 054(282)4060 

担当：青池 

 私たちは、静岡自治体労働組合総連合の専門部会である保育部会（略称：静岡自治労連・保育部会）

です。現在、公立保育園・こども園の保育士不足や職員の処遇改善などが強く求められているなか、4 月

から実施された「働き方改革」によって職員の勤務条件は改善されているのか、10月から実施される「幼

児教育・保育の無償化」へむけて充分な職員体制は整備されているか、これを調査するため、静岡自治

労連・保育部会はアンケート調査を実施しました。 

アンケートは、今年の 6月から 7月にかけて静岡市、浜松市、島田市、御殿場市、熱海市、伊東市、

下田市の公立保育園・こども園を対象に（職員組合が自治労連加盟している自治体）、アンケート用紙

2,500 枚を配布し、1,546 人（回答率 61.8%）から回答を得られました。 

 アンケート結果は、職員の長時間労働や不払い残業、休憩や休暇が取れないなど、労働環境悪化の深

刻な実態が明らかになりました。このままでは、公立保育園・こども園には「働き方改革」が反映され

ず、「幼児教育・保育の無償化」による需要増加により、ますます労働環境が悪化する危険性があります。

静岡自治労連・保育部会は、このアンケート結果を多くの保育関係者へ伝え、各自治体へ実態にあった

人員体制への整備、職員の勤務環境の改善を求めていきます。 

公立ですすむ、こども園化と非正規化 

 回答者は 1,546 人（回答率 61.8％）、自治体毎の回答者数は、静岡市 829 人、浜松市 327 人、伊東市

99 人、島田市 54 人、御殿場市 134 人、熱海市 48 人、島田市 55人となった。 

職種別では、保育士 615 人、幼稚園教諭 15 人、こども園保育教諭 595、事務員 30人、栄養士 25 人、

調理師 194 人、看護師 5人、その他 49 人、無回答 18 人となった。保育教諭が保育士の次に多いことか

ら、公立保育園のこども園化がすすんていることがわかる。 

雇用形態別では、正規職員 658 人 42・6％、臨時職員 325 人 21・0％、非常勤・嘱託職員 239 人 15・5％、

パート 289 人 18・7％、再任用職員 24人 1・6％となった。臨時職員、非常勤・嘱託職員、パート、再任

用職員を合わせると 56・8％となり、保育園・こども園の非正規化がすすんでいることがわかる。 
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あなたの仕事の疲れはどの程度ですか

はじめに 

アンケート結果の特徴では、劣悪な勤務実態が顕著に表れている保育士、保育教諭、幼稚園教諭を取

り上げ、慢性残業、不払い残業、休憩、休暇など、勤務環境に関わる項目を報告する。 

業務量が多い８０・９％、非常に疲れている７６・９％ 

【正規職員】 

正規職員の業務量については、「非常に多い」183 人 30・0％、「多い」311 人 50・9％、「適正」107 人

17・5％、「少し余裕がある」6人 1・0％、「余裕がある」2人 0・3％、「無回答」2人 0・3％となった。「非

常に多い」、「多い」を合わせると 80・9％にも及ぶ。 

仕事に対する疲れでは、「疲れを感じない」5 人 0・8％、「疲れを感じるが次の日には回復する」133 人

21・8％、「疲れが翌日に残ることが多い」320 人 52・4％、「ずっと疲れがとれずに回復しない」150 人

24・5％、「無回答」3人 0・5％となり、「疲れが翌日に残ることが多い」、「ずっと疲れがとれずに回復し

ない」を合わせると 76・9％にも及ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間外勤務の慢性化、正規職員の９８・５％が時間外手当支給なし・一部しか支

給されない 
【正規職員】 

正規職員が 4月の 1ヶ月間に行った勤務時間前の出勤（時間外）については、「した」467 人 76・4％、

「していない」139 人 22・7％、「無回答」5 人 0・8％となった。 

時間外を「した」と回答した人のうち、時間外手当の支給については、「付いていない」298 人 63・8％、

「一部付いている」162 人 34・7％、「すべて付いた」4人 0・9％、「無回答」3人 0・６％となり、「付い

ていない」「一部付いている」を合わせると 98・5％にも及ぶ。 

 4 月の 1ヶ月間に行った勤務時間後の残業については、「した」555 人 90・8％、「していない」50 人 8・

2％、「無回答」6人 1・0％となった。 

時間外を「した」と回答した人のうち、時間外手当の支給については、「付いていない」205 人 36・9％、

「一部付いている」331 人 59・6％、「すべて付いた」17 人 3・1％、「無回答」2人 0・4％となり、「付い

ていない」「一部付いている」を合わせると 95・6％にも及ぶ 

4 月に時間外勤務（持ち帰りを含まない）を行った正規職員の平均時間数は 17・4 時間、時間外手当が

支給された平均時間数は 2・3時間となっており、時間外勤務が慢性化している実態と、不払い残業の実

態が明らかになった。 
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間前に出勤して仕事をしましたか

した
90.8%

していない
8.2%

無回答
1.0%
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4月の1ヶ月で、所定内の勤務時間後の残業
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【臨時、非常勤、パート、再任用】 

臨時・非常勤・パート・再任用職員が 4月の 1ヶ月間に行った勤務時間前の出勤（時間外）について

は、「した」179 人 29・3％、「していない」420 人 68・7％、「無回答」12 人 2・0％となった。 

時間外を「した」と回答した人のうち、時間外手当の支給については、「付いていない」115 人 64・2％、

「一部付いている」33人 18・4％、「すべて付いた」30人 16・8％、「無回答」1人 0・６％となり、「付

いていない」「一部付いている」を合わせると 82・6％にも及ぶ。 

4 月の 1ヶ月間に行った勤務時間後の残業については、「した」223 人 36・5％、「していない」356 人

58・3％、「無回答」32人 5・２％となった。 

時間外を「した」と回答した人のうち、時間外手当の支給については、「付いていない」98 人 43・９％、

「一部付いている」74人 33・２％、「すべて付いた」48 人 21・5％、「無回答」3 人 1・３％となり、「付

いていない」「一部付いている」を合わせると 77・１％にも及び、正規職員同様に不払い残業の実態があ

る。 

 4 月に時間外勤務（持ち帰りを含まない）を行った臨時・非常勤・パート・再任用職員の平均時間数は

4・8時間、時間外手当が支給された平均時間数は 1・4 時間となっており、正規職員が担えない仕事を臨

時・非常勤・パート・再任用職員が担い、正規同様不払い残業の実態が明らかになった。 
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休憩時間を自由に過ごせない７２・２％ 

【正規職員】 

正規職員の休憩時間については、仕事から離れて自由に過ごせるかの問いに、「過ごせる」30人 4・9％、

「だいたい過ごせる」136 人 22・3％、「ほとんど過ごせない」268 人 43・9％、「まったく過ごせない」

176 人 28・8％、「無回答」1人 0・2％となり、「ほとんど過ごせない」「まったく過ごせない」を合わせ

ると 72・7％にも及ぶ。 

 4 月の 1ヶ月間で休憩時間を自由に過ごせた時間数にについては、「ほとんどない」175 人、「１０分未

満」80 人、「１０分～２０分未満」95 人、「２０分～３０分未満」 69 人、「３０分～４０分未満」17 人、

「４０分～５０分未満」5人、「無回答」3人となり、休憩時間が取れない実態が明らかになった。 
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仕事を持ち帰っている正規職員８８・９％ 

【正規職員】 

正規職員が４月の１ヶ月間に仕事を家に持ち帰りましたかの問いに、「した」543 人 88・9％、「してい

ない」64人 10・5％、「無回答」4人 0・７％となった。 

仕事を持ち帰った人のうち、週に何日持ち帰ったかについては、「1 日」70 人、「2 日」141 人、「3 日」

155 人、「4 日」60 人、「5日」68人、「6日以上」44 人、「無回答」5 人となった。 

 持ち帰って仕事をしている実態が明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【臨時、非常勤、パート、再任用】 

臨時・非常勤、パート、再任用が４月の１ヶ月間に仕事を家に持ち帰りましたかについては、「した」210

人 34・4％、「していない」378 人 61・9％、「無回答」23人 3・8％となった。 

仕事を持ち帰った人のうち、週に何日持ち帰ったかについては、「1 日」79 人、「2日」63人、「3日」

32 人、「4日」14 人、「5日」7人、「6 日以上」4人、「無回答」11 人となった。 

 臨時・非常勤、パート、再任用にも、持ち帰りがあることが明らかになった。 
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年次有給休暇の所得３日～４日、職場がまわらなくなるから休めない 

【正規職員】 

正規職員の年次有給休暇の取得については、「1日～2日」72 人、「3日～4日」144 人、「5 日～6 日」

123 人、「7 日～8日」87人、「9日～10 日」40人、「10 日～13 日」43 人、「14 日～16 日」10 人、「17 日

～19 日」3人、「20 日以上」6人、「取得してない」52 人、「無回答」31人となっており、大多数の職員

が有給休暇を取得できない実態が明らかになった。 

 有給休暇が取得できない・取得しづらい理由については、「職場がまわらない」250 人 71・4％、「取得

できる雰囲気でない」53 人 15・1％、「自主的に取得しない」20人 5・7％、「上司から取得しないように

言われる」5 人 1・4％、「その他」11 人 3・1％、「無回答」11 人 3・1％となり、職員が休むと職場がま

わらなくなる実態が明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正規は「人員不足」の改善、非正規は「賃金・労働条件」の改善 

正規職員の２７・１％「仕事をやめたい」「他園へ移りたい」 
【正規職員】 

正規職員が職場で改善したいと思う点（３つまで）については、「人員不足」463 人、「時間外勤務の慢性化」

319 人、「賃金・労働条件」307 人、「他園との処遇格差」28 人、「休暇の取得」175 人、「業務分担・作業効率」

184 人、「人事異動・人員配置」92人、「仕事の共有化、意思疎通」73人、「その他」24 人、「無回答」10 人と

なり、慢性残業、不払い残業、休憩や休暇取れないなどを反映して、「人員不足」「時間外勤務の慢性化」が上

位となっている。 

 また、今の職場で働き続けたいかについては、「今の職場で働き続けたい」305 人 49・9％、「他の公立保育

園・こども園で働きたい」55人 9・0 人、「民間の保育園・こども園で働きたい」16人 2・6％、「保育の仕事

はやめたい」95 人 15・5％、「その他」112 人 18・3％、「無回答」28人 4・6％となっており、「やめいたい」

「他の公立保育園で働きたい」「民間保育園・こども園で働きたい」を合わせると 27・1％にも及ぶ。 
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【臨時、非常勤、パート、再任用】 

 臨時・非常勤・パート、再任用が職場で改善したいと思う点（３つまで）については、「人員不足」397

人、「時間外勤務の慢性化」88 人、「賃金・労働条件」416 人、「他園との処遇格差」30 人、「休暇の取得」

138 人、「業務分担・作業効率」129 人、「人事異動・人員配置」96 人、「仕事の共有化、意思疎通」108

人、「その他」15 人、「無回答」42 人となっており、「賃金・労働条件」の改善がもっとも多くなってい

る。 

 臨時・非常勤・パート、再任用の賃金については、「満足」16 人 2・6％、「やや満足」20 人 3・3％、「普

通」122 人 20・0％、「やや不満」203 人、33・2％、「不満」238 人 39・0％、「無回答」12人 2・0％となって

おり、「やや不満」「不満」を合わせると 72・2 となり、仕事に見合った賃金でないと感じている職員が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「無償化でさらに業務が増える」「人員を増やせば時間内に仕事ができる」 

36



8 
 

【職場での意見や要求（自由記載抜粋）】 

 無償化されることで利用者が増えていくのでは？人手不足といわれる中で質の向上をすることは大変。 

 働き方改革と言いながらも保育の質の向上を必要以上に求められ、やることが増える一方です。また、時

間外に関しては要求しても時間内に終わらせられるようなんとかやりくりして。と言われてしまいます。

夏に関しては時間外を付けられないとやっぱり上から言われているようですよ。課が園長に言っているこ

とと私たちに言っていることと違っているっていうことはありませんか？毎月実際に働いた時間を調査し、

実際に出された時間外勤務記録と比較して、どのくらい差が生じているのか課として把握してほしい。ま

た園長の待遇の悪さも部下に時間外を付けない原因のような気もします。このままずっと変わらないのな

ら毎月の給与に 45時間分の時間外を上乗せしてほしいです。 

 私の出勤時間は 8時 30分から 17 時 15 分ですが、早番遅番保育の子どもの人数が多いため、サブ番として

出勤、残業をしています。又、子どもたちを遅番に送り、掃除をしたら 17時 15 分になります。その後に

保育準備、指導案作成、反省などを行なっていたら毎回の様に時間外労働は当たり前です。そんな中、ワ

ークライフバランスと言っている役所には疑問を感じます。子供がいたら保育準備、書類作成などは出来

ません。人員を増やしてくれたら、時間内に仕事ができると思うのですが......。 

 今のこども園は、親や仕事が休みでもすべて受け入れるシステムの為、土曜日に登園する子供の増加、早

番遅番を利用する子供の増加、それにより休日出勤、時間外労働をしなければならない保育教諭が増えた

のだと感じます。すべて受け入れるシステムなのであれば、それなりにしっかりとした人員体制をとれる

ようにすることや、その分出勤した際の休暇をもらえる環境づくりをしなければならないと思います。 

 クラスだより作成など園のパソコンで出来れば良いが、台数が少ないうえに CD－Ｒや USB を使えない為、

結局持ち帰り仕事となる。36協定で 22時までの時間外が可能になっても、園ですべての仕事ができるわ

けでもなく、家庭を持っている女性が 22 時まで残業することもできず、持ち帰り仕事は一向に減らない。

業務内容や職場の設備など見直さない限り、現状は変わらない。保育無償化により、更に業務が増えると

予想される。 

 現在まだ自分の子どもがいないため、仕事を持ち帰り、家で仕事したり、朝早く出勤し、帰り遅くまで仕

事をすることが出来ているが、子育てをしながらとなると、今の状況のようには続けられないと思う。ま

た行事時の資料作りや準備等は必要事項であるが要録、幼児の出席簿、等大切ではあるが、とても負担に

なっている。また主任がいない為、見通しを立てて前に進めていく保育士がいない。 

 日本はただでさえ 1クラス当たりの子どもの人数が多いのに、人が不足しているのにもかかわらず、どん

どん子供を入園させようとしている。待機児童を減らすためにどんどん入園させ、保育者への負担が大き

くなっていることは、子供にもいいことではないことを国は考えていないのではないか。 

 人員不足に加え、賃金の不払いが多く滅入ってしまう。子供も欲しいが、職場に合わせて人生設計しなく

てはならないことがありすごく気を使う。このままこの状況で仕事を続けられるかどうか不安、異動前の

職場では急な欠員や、配慮の必要な児が有り得ないくらい多すぎて心身が疲弊した。「もうやめてやる」と

何度も思った。人手不足は処遇改善しかないと思う。上司によっては休暇の取得にいい顔をしない人もい

るので、健康な体を守れず、病気になると悪化したり発見が遅れたりした。当たり前になっているサービ

ス残業や持ち帰り、休日の地域行事ボランティア参加はおかしいと思う。正当な手当てや代休がほしいが

それを主張した人は干される。そういった環境はどうしたら改善されるのか教えてほしい。 
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