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今年を振り返る―新聞の記事から 

  今年はコロナ災害で大変な年になりました。今も収束に向かわないこの災害は政府による人災の

面も出てきています。自治研センターはこの状況下で、公開セミナーの開催ができない、市町村の負

担を考えると全県的な調査活動なども遠慮せざるを得ないため、会員の皆様に十分な情報を提供する

ことができず恐縮しております。 

 今回はここ 1か月ぐらいの新聞記事をもとに皆様と考えていきたいと思います。 

 下の記事は、今年 3月『埼玉自治研』の市民活動紹介の記事（レインボー埼玉の会）にもあった、

公文書などにおける「性別欄」に通ずるものです。パートナーシップ制度の拡充などとともに、人々

の多様性と社会のかかわり方、個人の尊厳などについて改めて考えたいと思います。自民党内の夫婦

別姓問題の議論経過にもみられるように非常に難しい問題だと認識しています。 
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 右の記事は、白山市石川県白山市の学校図書

館に関するものですが、私（船橋）が注目した

のは学校図書館司書を正規職員ですべての小中

学校に配置しているという点です。 

2017 年 3月『埼玉自治研』で特集した「公立

図書館の現状と課題」では、指定管理者制度の

導入が進んでいることが報告されています。ま

た、2019 年 9 月『埼玉自治研』の特集「会計年

度任用職員の条例化に向けて」でも公立図書館

職員が非正規化されていることが報告されてい

ました。 

こういう状況にあって行政の中ではあまり注

目されないであろう学校図書館に正規の専門職

が配置されていることに驚きました。この記事

を書いた記者の慧眼に感謝です。 

コロナ災害の中にあって税金の使い道に厳し

い目が注がれています。「検査を増やすべき」

「休業要請は保障とセット」「GOTO よりも医療従

事者に補償を」など、新聞の声欄にもたくさん

の声が寄せられるようになっています。 

 みんなが苦しんでいる時だからこそ、最後の

砦である公的な生活保障（税金の使い道）に注

目が集まっているのです。 

 私はこの記事を読んでいるときに、元鳥取県

知事で早稲田大学教授の片山義博氏が自治労の

講演で話したことを思い出しました。片山氏は

地方創生に関連して「地方の活性化で大規模な

公共工事が行われることが多いが、本当に活性

化になっているかというとそうでもない。大き

い工事は東京の業者が請け負うことが多く、雇

用も一時的である。用地買収費はとりあえず地

方に残るが相続が発生すると,息子が在住する都

会に行ってしまうこともある。それに比べると

住民に身近な図書館司書の資格を取った人が地

元で働いてくれると、その人の家族も含めて定

住していただき、その人の給料から税金が納め

られることになる。教員や保育士などもそうで

ある。だから公共である県や市町村の仕事を直

営の職員で行うことは地元の発展策でもあっ

て、永続性も出てくる。」という主旨だったと記

憶しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記事の中では地方の自治体が取り上げられて

います。地域の将来を担う子供たちに均等に読
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書の機会を与える学校図書館の役割、公立図書

館の意義につい考えさせられる記事でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の記事（見出しとリード、記事の一部で

す、調査結果は埼玉大学社会調査研究センター

のホームページで確認できます。）は埼玉大学社

会調査研究センターが定期的に行っている「さ

いたま市民の意識調査」に関するものです。 

見出しになっているのはコロナ災害対策と経

済活動に関する意識の部分です。 

回答者のうち健康を重視するとした人が全体

では 73％に対して、10代から 40代では 4割の

人が経済優先と答えているということです。 

私の興味を引いたのは政治不信に関する調査

と、さいたま市の新庁舎に関する意識でした。 

政治不信について一部記事が見えますが、国

会議員から市町村議員や首長など日本の政治家

について聞いていて、「ある程度」を含めて「信

頼できる」と答えた人が１９％にとどまり、「あ

まり」「まったく信頼できない」が合わせて 76％

に上っていて 16年 18 年の調査よりも悪化して

いるという結果が報告されています。 

この間アメリカ大統領選挙の報道が続き、ト

ランプのフェイクニュース主張やり方が批判的

に取り上げられてきましたが、国内における政

治状況も、安倍政権の森友問題公文書改ざんを

はじめ、今また咲いている桜を見る会問題など

トップの不祥事と言ってもよい事件が続き、国

会での論戦が形がい化していることが影響して

います。 

地方政治でいえば「地方に政党対立的議論は

いらない」という風潮は厳然としてあり、首長

提出議案がほとんど議論もされないまま決定さ

れることも影響しているのかもしれません。 

新庁舎建設問題は、建設場所について「新都

心支持 38％」「浦和から移転反対 37％」「わから

ない 24％」と市民の意見が分かれています。    

2001 年 5月に合併してから 20 年経ちますが、

合併当初からあった大宮と浦和の対立は解消さ

れているのでしょうか。私は、自治体は人口 10

万以内ぐらいが、市民と政治行政の距離感や財

政規模からみても丁度いいと思っているのです

が、皆さんはどのように考えるのでしょうか。 
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核兵器禁止条約の発効が来年 1月に迫っていま

す。日本は唯一の戦争被爆国として、すぐにでも

署名・批准すべきです。 

平和首長会議には埼玉県内のすべての市町村長が加

盟をしています。 

埼玉県 （カッコ内は加盟年月、首長会議ホームページ） 

さいたま市 ('10.2)上尾市 ('11.1)朝霞市 ('12.9)入間

市  ('11.1) 桶川市  ('09.8) 春日部市  ('09.6) 加須市 

('11.2)川口市 ('09.8)川越市 ('09.8)北本市 ('09.2)行田

市 ('09.5)久喜市 ('12.12)熊谷市 ('09.4)鴻巣市 ('09.3)

越谷市  ('13.5)坂戸市  ('10.4)幸手市  ('10.1)狭山市 

('12.5)志木市 ('13.9)白岡市 ('13.4)草加市 ('09.11)秩

父市  ('10.5)鶴ヶ島市  ('10.5)所沢市  ('08.2)戸田市 

('10.2)新座市 ('10.4)蓮田市 ('10.12)羽生市 ('08.2)飯

能市  ('13.4)東松山市  ('13.5)日高市  ('10.4)深谷市 

('09.2)富士見市  ('09.12)ふじみ野市  ('10.2)本庄市 

('09.9)三郷市 ('13.4)八潮市 ('10.5)吉川市 ('12.4)和光

市 ('10.8)蕨市 ('08.3)伊奈町 ('13.4)小鹿野町 ('10.4)

小川町  ('13.8)越生町  ('09.7)神川町  ('14.5)上里町 

('13.8) 川島町  ('13.7) 杉戸町  ('09.10) ときがわ町 

('13.10)長瀞町 ('10.12)滑川町 ('13.7)鳩山町 ('10.1)松

伏町  ('11.12)美里町  ('12.9)皆野町  ('09.3)宮代町 

('12.12)三芳町 ('09.12)毛呂山町 ('10.7)横瀬町 ('09.3)

吉見町 ('13.8)寄居町 ('10.12)嵐山町 ('13.8)東秩父村 

('13.8) 

今の政府は、日米安保が基軸の安全保障となってい

て、「核の傘」で米国に遠慮しているという報道になり

ます。国として主体性がないので「属国か」という批

判もあります。 

この問題も広げて考えると、オスプレイが我が物顔

で飛んでいる「日米地位協定」の問題も考えなくては

なりません。この地位協定では以前にもこの月報で取

り上げたように全国知事会が見直しを提言しています。  

安倍政権が強引に辺野古新基地の埋め立てを初めて

14 日で 2 年が経ちました。軟弱地盤の問題もあって、

今なら立ち止まって中止すること・海を復元すること

も可能だと考えられます。 

戦後 75 年、占領政策を引きずった安保を見直し平

和外交に徹した安全保障、多国間平和主義の未来を構

築しなければなりません。 

 

 

 

自治総研セミナーの記録が本になりました 

例年地方自治総合研究所が開催している第

35 回セミナーの記録が下記の本になりました。 

今年は事務局が参加できなかったため、皆さ

んに内容の紹介ができませんでしたので、興味

のある方はこの本をご購入ください。 

購入申し込みは公人の友社 03₋3811₋5701 へ 

2021 年地方財政セミナーの案内 

例年東京で開催される地方財政セミナーは

コロナ災害のためウェブ開催になります。 

視聴したい方は自治労埼玉県本部会議室を

サテライト会場として視聴できます。 

開催日時：2021 年 2 月 2 日（火）11 時から 

サテライト参加希望の方は 1 月 20 日までに

自治研センターに FAX(048-836-1113)でお申し

込みください。氏名、住所、連絡先電話番号を

記載してお申し込みください。先着 20 名様 

 


