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私が 暮らしつづけたいまち 朝霞
朝霞市長

富岡 勝則

朝

霞市は、都心から北西へ

次に、「つながりのある元気な

力的で住みやすいまちにしていく

まち」では、成年後見制度など複

ため、目標とする将来像を「私が

雑化、多様化する相談に対応する

朝霞」

ため、専門知識を有する方からの

と定め、「安全・安心なまち」、

アドバイスを活用するなど福祉相

「子育てがしやすいまち」、「つ

談体制の充実を図るほか、交通対

ながりのある元気なまち」、「自

策としては、地域公共交通協議会

然・環境に恵まれたまち」の４つ

を設置し市民のニーズと地域特性

の基本コンセプトをもとに事業を

に応じた効果的・効率的な地域公

展開しております。

共交通の実現に取り組んでいま

暮らしつづけたいまち

約20キロメートルの武蔵

まず「安全・安心なまち」で

野台地の北東の端に位置し、国道

は、防災対策として、発災当初の

最後に、「自然・環境に恵まれ

254号（川越街道）が通り、ま

避難所における行動を想定し、行

たまち」では、広域でのごみ処理

た、都心と直結する東武東上線と

動手順書等を収納した避難所開設

体制の検討を進めるため協議会を

東京メトロ有楽町線・副都心線、

キットを作成するほか、近年、頻

設置し、基本構想などの策定を開

ＪＲ武蔵野線が走り、都市交通の

発する集中豪雨により浸水被害が

始するほか、東京2020オリンピッ

重要な結節点として、都心や県央

発生していることから、雨水管理

ク・パラリンピック競技大会の競

へのベットタウンとして栄え、約

総合計画を策定し、計画的に雨水

技会場となる陸上自衛隊朝霞訓練

18．34平方キロメートルの市域に

貯留施設などの整備を進めていま

場へのアクセスルートの一つとし

14万人を超える市民が暮らしてい

す。また、総合体育館については

てシンボルロードの整備を進め、

ます。

利用者及び避難者の安心・安全を

市内に残る基地跡地を市民が利用

都心に近いことで都市化が進み

図るため、老朽化対策として大規

できるようにするとともに、本市

ましたが、いまでも、武蔵野台地

模な改修工事を実施しています。

の新しい緑豊かなにぎわいの拠点

と荒川低地の間の斜面林に武蔵野

「子育てがしやすいまち」で

の面影が残る自然豊かなまちとし

は、子育て支援として、さらなる

平成29年３月市制施行50周年を

て発展しています。

待機児童解消の対策として認可保

迎えたことを機に、自然と都市機

市の中央を東西に流れる黒目川

育園の整備、病児保育室を利用す

能がバランスよく調和した朝霞市

の桜並木は、春には満開の花を咲

る方への支援を行うほか、教育で

の魅力を託した「むさしのフロン

かせ、多くの見物客で賑わいま

は、地域とともにある学校づくり

トあさか」というブランドタグラ

す。また、夏の風物詩である市民

を推進するため、学校運営協議会

インと、市のキャラクター「ぽぽ

まつり「彩夏祭」は、これまで35

を設置し、学校運営の改善や児童

たん」が誕生しました。過去から

回目を数え、約70万人もの来場者

生徒の健全育成に取り組むととも

受け継いできた財産を未来へと引

を集める一大イベントとなってお

に、小・中学校の体育館への空調

き継いでいくとともに、引き続き

り、毎年、市内外から多くの方々

設備の整備を進めるなど、快適な

市民と力を合わせてまちづくりに

が訪れています。

教育環境で学習ができるよう学校

取り組んでまいります。

このように、自然とにぎわいに

2

恵まれた朝霞市ですが、今後も魅

施設の整備を進めています。

す。

づくりを推進しています。
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特集①

公開セミナー

会計年度任用職員の労働条件を
現在以上に確保する
自治労中央本部

槌田

順

この特集は2018年12月8日に開催した公開セミナー「会計年度任用職員で労働条件は改善され
るか」の記録です。講師の話を録音したものを事務局で編集したものです。文責は事務局にあり
ます。なお、講演の中で出てくる総務省の「事務マニュアル」に自治労が解説を付けたものが自
治研センター事務局にあります。セミナー時は参加者に配布しましたがこの冊子には量が膨大で
載せられませんので、必要な方はお問い合わせください。

司会

早速始めさせていただきたいと思います。

律の趣旨に沿って条件ができるだけ正職員と同じ

今日は会計年度任用職員の制度が丸1年ちょっと先

ようになるように努力をしたいというような総括

に実施されるということで、各市町村も、私、実

的な答弁を当局がしていましたので、そういう取

は昨日、市議会の傍聴に行ったんですけど、来年

り組みを各市町村がやってくれたらいいなと、思

度中に議案を出しますみたいなのんびりしたこと

っています。今日は本部でこの問題について一生

を言っていて。

懸命、自治労本部で取り組んでいる槌田さんに1時

４月以降。それも組合のほうに聞いたら、どう

間ちょっとぐらいで話をしてもらって、あとは皆

も９月議会じゃないかっていう話らしくて、だい

さんのほうから質疑応答の形で疑問点を解消して

ぶのんびりしたことを言っています。ただ、質問

いきたいと思っています。

の仕方もあったんでしょうけども、この新しい法

会計年度任用職員のスケジュールと制度の趣旨
槌田 槌田です、よろしくお願いします。では早

を廻って聞いていますと、来年の６月に条例化し

速、レジュメにしたがって話をします。まず１番

たいという所が多いようです。埼玉県では、この

目。改正までのスケジュールについてです。2020

12月の議会でしたいと言っていましたが、先送り

年の４月から施行ですが、１年前の来年の３月の

することになりました。

議会でなんとか条例化してくださいというのが、

こんなふうに会計年度任用職員の制度は進んで

この事務マニュアルに記述されています。また条

いきますが、民間の方でも働き方改革関連法、そ

例改正に関わっては職員団体と協議してください

の中に同一労働同一賃金に関わる法律「パート・

という記述もあります。これまでいろいろ自治体

有期労働法」が通りました。もともとはパート・

3
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有期労働法が先にできて、それを追っ掛ける形で

方市の非常勤職員、東村山の嘱託職員、この方た

会計年度ということだったようですが、いろいろ

ちについての裁判は印象に残っています。内容は

事情があって逆転するということになりました。

短い期間の非常勤職員に対して、本来は手当です

続いて２番目、制度の趣旨ですが。総務省作成

とか退職金を払っちゃいけないとなっているの

の「事務マニュアル」では、制度に基づいた「適

に、どうして払っているのかと訴えられた。払っ

切な任用」と「適切な勤務条件の確保」の２点が

ているのはおかしいじゃないか。払った分につい

挙げられています。現在の多くの自治体の臨時職

て市長が市役所にお金を返しなさいという住民側

員、非常勤職員といわれる方が任用されています

からの裁判です。結果的には非常勤職員として任

が、これはそもそも地方公務員法をとても拡大解

用されていても仕事の内容や勤務時間も常勤職員

釈して本来の趣旨と全然違う形で採用され雇われ

とほとんど変わらず、常勤職員同様に扱っても構

ていると言えると思います。現に、法律の制度の

わない、支給された手当・退職金も返さなくてよ

不備、もともと予定したものと全然違う使い方を

ろしいですよということになりました。

していたので、そのことにおかしいじゃないかと

このようなことがありまして、総務省もこれま

いう住民が自治体や首長を訴える裁判がいくつか

では各地自体にお任せであった制度や運用を整理

ありました。特に2010年、茨城の臨時職員や、枚

し直さなければならないと考えたんだと思います。

常勤職員との均等、均衡
次に、適切な労働条件の確保についてです。具

務所、役所に非常勤職員の人が採用されて５年い

体的にはこの「事務マニュアル」の中にも何度も

たのであれば、その５年分もちゃんと仕事の職歴

地方公務員法24条の職務給の原則、均衡の原則と

として換算して、さらに１級の25号から５年分進

いう言葉が出てきます。この原則に基づいて会計

んだところから始めましょうと、そういうことで

年度任用職員の処遇は正規職員との均等・均衡を

す。

はかります、会計年度任用職員のやっている仕事

会計年度任用職員はフルタイム会計年度任用職

に応じた給料を払いましょう、払わないといけな

員とパートタイムに分けられることになりました

いですというという組立になっています。これは

が、どちらにも当てはまります。正確に言います

民間職場適用のパート・有期労働法と同じです。

と、フルタイムの会計年度任用職員は同じ職場で

もともと地方公務員法に規定されている原則に
もとづいて常勤職員との均衡均等を図りましょう

それから会計年度のパートタイム職員に関して

ということになっていて、これが会計年度任用職

は、同じ職場で働いている会計年度のフルタイム

員のもう一つの大きい趣旨であるといえると思い

職員と比較してどうだということを決めるという

ます。

ことで、常勤職員、フルタイム会計年度任用職員、

具体的には、常勤職員と同じルールを会計年度
任用職員にも適用しましょう。だから大卒であれ

4

同じような仕事をしている正規職員と比べます。

パートタイム会計年度任用職員すべてが関連づけ
られています。

ば、正規職員の大卒が大体１級の25号あるいは29

次に会計年度任用職員区分の詳細についてで

号という給料表の位置から始まりますが、会計年

す。今、話をしましたように、会計年度任用職員

度任用職員についても大卒の人であればそこから

はフルタイムとパートタイムに分けられる。フル

始めましょう。それからその後、職歴。うちの事

タイムは正規職員と同じ週の時間で比べられま
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す。１日単位じゃなくて週の単位で比べられます

手当など、生活給付手当払っているけれども、１

が、38時間45分同じ時間働いているかどうか。同

年ごとの契約の会計年度任用職員は、理屈上そも

じ時間であればフルタイムの会計年度任用職員。

そも定年の年齢まで任用する予定ではないので、

この人たちには常勤職員と同じ給料が払われま

そこまでする必要ないんじゃないか。仕事をして

す。その他に交通費、通勤手当になります、これ

もらいます、その対価としての報酬、金額を払え

が払われます。それから大きい違いが期末手当。

ばそれでいいでしょうと。生活部分の面倒を見る

2.6カ月払われると。公務員のボーナスは期末手

というつもりはありませんという、今は言い方に

当と勤勉手当と中で2種類に分かれていまが、そ

なっています。

のうちの期末手当について払うということになり

またフルタイムの人については、地方公務員が

ます。勤勉手当は今後考えますということになっ

入っている共済制度を使いなさいと。民間の厚生

ています。この2.6カ月ということですけども、

年金ですとか、社会保険ではなくて、こちらに移

これは毎年変わります。公務員の給料の額、ある

ってくださいとなっています。労災についても、

いはボーナスの月数は、毎年民間の企業と比べて

公務員の場合、仕組みが違っていまして、そちら

決められますので、減ったり増えたりすることが

のほうに移ってくださいねということになってい

ある。ただ、この制度が決まったときは、期末手

ます。

当2.6カ月でした。

もう一つは、大きいんですけども、退職手当も

それからフルタイムの人には、正規職員と同じ

公務員の常勤職員並みに払ってくださいと。これ

ように手当が払われる。ただし、扶養手当とか住

は市町村ごとにお金を積み立てている所もあれ

居手当のような生活給的な手当は払わないという

ば、幾つかの自治体が一緒になってお金を出して

ふうに総務省はいっています。ここはここで問題

ためている所（退職手当組合）もありますが、ど

になるんですけども、要するに正規職員を一回雇

ちらの場合でも同じようにやってくださいねとい

うと、定年までずっと働いてもらう人ですよと。

うことになっています。

仕事に対する反対給付のお金と、それとは別に生

一方のパートタイムの人については正規常勤職

活を支えるために家族が何人いればその分費用か

員と比べて１分でも短ければパートタイムです。

かりますねとか、家を借りてるとお金かかります

この方たちについては給料ではなくて報酬を払っ

とか、そういう生活の面倒を見る手当として扶養

てくださいっていう言い方になっています。ここ

5
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でレジメの１ページ目に戻っていただきたいんで

しては払えないので、全部報酬に上乗せして、全

すけども。地方公務員を支えている法律に大きく

部まとめて報酬として払えば、法律の要件をクリ

二つあります。地方自治法という法律と地方公務

アするということになっていて、全部上乗せして

員法という法律です。地方自治法の中に、204条

払えという指導を今やっているところです。いろ

というところに常勤職員には給料と手当を払いま

んな自治体でも、この辺りのことは、そのように

すとなっています。一方203条には、非常勤なら

しますと言っている所が多いです。正規職員に出

報酬と費用弁償となっています。このことによっ

す手当を報酬としてもうちでは払いませんと言い

て１分でも短い人については、報酬と費用弁償と

切っている所はまだ聞いたことはありません。

いう理屈なんです。ただ、この地方自治法ができ

さて、一番ここで問題になる手当は何かという

た頃のことを考えてみると、一方の地方公務員法

と、地域手当。さいたま市は15パーセント。八潮

でいう非常勤職員は、探してみると特別職非常勤、

３でしたか。

この人たち以外の非常勤職員というのはそもそも

これをフルタイムの人には地域手当として出し

考えられていなかったんですね。だから、この特

ます。短い時間のパートタイム会計年度職員には

別非常勤の人たちには、他に仕事を持っていてそ

報酬に上乗せして出すということになっていて、

の都度、役所の審議会の委員さんや委員会の委員

それは嫌だと言ってる自治体も、今のところは聞

として出てもらうということで、そのような非常

いたことないですね。地域手当相当額も報酬に上

勤職員の方々には給料というわけではなくて、一

乗せして支給することになりそうです。

回一回のお礼だとか謝礼だとかいうことで報酬と

その他、最初にこの法律の趣旨、一番の目的だ

して払う。だから手当ではありません。退職金な

って言いましたが昇給についてです。初任給決め

んかもちろんありません。そういう理屈だったん

るときに、常勤職員と同じように前歴を換算して

です。今回の法改正ではここの部分はあらためら

格付けします、それから次の年も再度採用される

れなくてパートタイムの会計年度任用職員も地方

のであれば、正規職員と同様に４号給昇給させる、

自治法にいう非常勤職員なんだから報酬なんだと

ということが法律や事務マニュアルで求められて

なっています。

います。ところが、この昇給については、同じよ

ちなみに、公務員の給料、基本給のことを給料
といいます。手当なんか含めた部分を給与といっ

です。

ています。フルタイムの人には、まず基本給とし

それから１回の任期は名前のとおり１年。会計

て給料を払います。パートタイムの職員について

年度内だということですね。会計年度、年度をま

は、今、話をしたように報酬で払われます。また

たがって採用する契約を結ぶということはない、

通勤手当、交通費の部分は費用弁償ということで

１年契約にしなさいと。毎回、最初の１カ月間は

払われます。期末手当は同じように期末手当とし

条件付き試用期間ですよと。それから、これまで

て支給されます。

いろいろ問題がありました、臨時職員さんが半年

一方で、総務省がずっと言っているのは、フル

契約、１年雇いました、１日間空けて、あるいは

タイムの会計年度任用職員、パートタイムの会計

３日空けて、１週間空けてとか、いろいろパター

年度任用職員の均衡を図るために、結局、「フル

ンありましたけども、間を空けてまた採用すると

タイムの人に払う給料以外の手当については、パ

いうことはやらなくていい。やるなといっていま

ートタイム職員にも払いなさい」ということです。

す。

ただし、地方自治法にありましたように、手当と

6

うに４号級昇給はさせなさいという自治体が多い

それから非常勤職員の人に関していうと、１年
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契約です、４回まで更新して、５年までは働いて

を入れろみたいなことを言っていますが、これは

もらいますけども、６年目はもう一切採用しませ

後で話をします。

ん。あるいは半年間、間を置かないと、また採用

それ以外にパートタイムの人は、兼業、副業、

しませんというようなことをやっている所が多か

自由にやってください。役所に断る必要はありま

ったんですけども、そういうことをやっては駄目

せんということになりました。

ですよ。やる必要はないですとなっています。

それからもう一つ、７番目ですけど。簡単な人

また、同じように年齢で差別しちゃいけないと

事評価が始まります。これは、このマニュアルの

いうことがありますので、これを有期雇用者にあ

中の117ページの部分です。これは総務省がこん

てはめると定年制がなくなるということが起こっ

なふうにやったらどうですかと見本を作って、こ

てきます。有期雇用者は、毎年採用、毎年新採職

のマニュアルの中に載せた人事評価の表です。正

員ということになりますので、60歳までは応募し

規職員の場合はもっと複雑で複雑精緻な仕組みに

てもらってもいいですよ、ただし61歳の人は募集

なっていますが、ごく簡単なつくりになっていて、

しませんというのが駄目になる。選考の結果、仕

結局、同じ職場にいる正規常勤職員や、あるいは

事には不向きだなということで断ることはあって

上司の言うことをちゃんと守って仕事できました

も、応募させない、応募資格がないというのは駄

か、どうですかというぐらいの内容なんです。こ

目になります。

のような簡単な評価ですが、評価はしっかりやっ

同じように、契約は最大１年ではあるけれども、

てくださいとなっています。

更新という言い方しないですけど、再度任用、要

休暇については有給、無給にかかわらず国家公

するに、何回でも続けて採用するのはかまわない

務員の非常勤職員と同じ水準を確保してください

という言い方をしています。ただし、途中で公募

という中身です。

各自治体からの提案
次に、労働組合がある自治体では交渉している

採用されれば同じように４号級上がっていくとこ

段階だと思いますが、各自治体からいろんな提案

ろが、全然そこまでいかない。毎回１号級ずつし

が出ています。その中身をご紹介して今後に続け

か上がらない、あるいは２号級しか上がらない。

たいと思います。

あとは、昇給がある程度のところまできたら、そ

とにかく、中身ひどいです。法律の趣旨は正規

こでもう打ち止めです。大卒初任給の１級25号や

常勤職員と会計年度任用職員の均衡均等を図るこ

１級29号で昇給をストップさせる。その後は、何

と。職務給の原則ですよ。均等の原則ですよと、

年間働いても何回採用されてもそこまでしか上が

事務マニュアルでもいわれているのですが、自治

りません。その後、全然上がりませんよというよ

体から上がってくる制度内容はとてもひどいもの

うな提案が出てきているということが一つ。

です。

もう一つは、採用、再度任用のことについてな

まず、初任給の格付け。それからとても低い前

んですけども、途中で公募を入れろという話が出

歴の換算。自治体によってはすべての会計年度任

てきていまして。それは、先ほどちょっと紹介し

用職員について、１級１号からしか採用しない。

ました、国の非常勤職員について、そんな制度が

これまで何年も勤めてきた人についても同じで

今入っているんですね。なので、地方自治体も同

す。昇給も本来は常勤職員と同じように次の年に

じようにしろということです。人事院の通知をち

7
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ょっと読みます。『期間業務職員の採用は、人事

人たち集めて、これまでやってきた人たちとも、

院規則46条の規定に基づき、面接および経歴評定

もう一度比べ直して採用する、それが公募です。

その他の適宜の方法による能力の実証を経て行う

それをやれとなっています。やれば、国家公務員

とともに、採用に当たっては原則として公募を行

非常勤職員のほうは、常勤職員と比べて４分の３

う必要があるとされているところですが』と。真

以上勤務する期間業務職員については、そういう

ん中あたりを見ていただくと下線があるところで

ふうに通知が出ていますが、この通知も今、見て

すけども、『任命権者は、これらの規定による公

いただいたように、絶対しろというわけでなくて、

募によらない採用は、同一の者について2年連続

努めるようにするものということで努力義務で

を限度とするよう努めるものとする』ということ

す。ましてや４分の３未満の非常勤職員について

で、1回目採用しました、２回更新は別に公募し

は一切決まりや通知通達はありません。

なくていいです。だから併せて３年間です。３年

地方公務員の会計年度任用職員については、マ

間は続けて雇ってもらってもいいですけども、４

ニュアルの中では同じように公募というよりも、

年目移るときには、公募しなさいということにな

広く募集していろんな所からするべきという話に

っています。

なっていますが義務付けにはなっていません。と

一回一回の任用のときに、選考はしないといけ

ころが多くの自治体で、国の期間業務職員同様、

ないですね。公務員を採用する場合は、競争試験

再度任用３回目・４年目に公募すると提案しだし

か選考となっています。競争試験はペーパー試験

ています。

という意味です。選考というのはペーパー試験な

レジュメのほうに戻ります。もう一つは休暇の

しの面接とか履歴書を見てとか、小論文とか、そ

ところでひどい話が出てきています。休暇制度に

の他そういう方法で採用して職員にすることをい

ついてはそのまま国家公務員に非常勤の人に当て

いますけれども、会計年度任用職員については、

はまっている休暇制度なんですけども、これを地

最初からペーパー試験はしなくていいですが、た

方自治体の会計年度に当てはめるという話になっ

だ、選考はちゃんとやってください、というのは

ておりますが、そのときに、国家公務員の非常勤

変わりません。だから、１年契約で雇います。次

には、夏休みという制度がないらしいんですね。

の年も雇うつもりだけれども、その場合でも、ち

なので、今、各自治体で臨時非常勤の人たちが夏

ゃんと選考をやってください、面接やってくださ

休みというのをあるんだけれども、会計年度に移

い、もう一回、履歴書を書かせるかどうかは別で

るときに国に合わせて同じようになくしちゃえと

すけども、そういうちゃんと選考をやってくださ

いう話が出てきたりしました。結局、自治体のほ

いという話になっています。

うが途中でやっぱそれはあんまりだよねって引っ

公募というのは別の概念で、例えば、ハローワ

込めましたけども、最初の提案ではこういう出て

ークにかける、自分の自治体のホームページで募

きたということなので、これから提案がある自治

集の呼び掛けをする。そういうことをやって、今

体ではひょっとするとそういうのも中に出てくる

まで経験ない人たちにもちゃんと知らせて、その

かもしれないっていうことなんですね。

臨時・非常勤職員、会計年度任用職員を仲間に
これまでいろんな正規職員の組合を回りまし
て、この会計年度の説明と、ぜひ会計年度になる

8

であろう非正規の人たちを組合員として迎え入れ
てほしいという話をしてきました。
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各自治体が、総務省が示した内容と全然違う低

を作っていく段階から話し合いに入ってもらいまし

い条件、正規職員との均衡均等を図るようになっ

ょう、その中で、いい仕組み、団体交渉の中でいい

ていない低い条件を提示してくるのは、自治体に

話し合いができて、結果的にいいものができるかも

お金がないという理由です、

しれないし、結果的に、全然駄目なものになるかも

会計年度任用職員は2020年の４月、全ての自治

しれないけれども、その過程にちゃんと当事者の人

体がそれを始める。そこから一斉に各自治体での

たちに加わってもらって話をしていくことが大切で

競争始まるんですね。あわせてパート・有期労働

しょう。当事者の人がいない所で役所と正規職員だ

法も施行になって民間との競争も激化します。そ

けが話し合いをして、こんな条件で合意しました、

のときに金がないからといって、あまりに低い条

妥結しましたみたいなことが分かっちゃうと、非正

件にすると、今いる人たちが全部他の自治体や民

規の人たちってどう思いますかと。一切、一生その

間事業所に逃げちゃいます。そんなことは福祉と

役所に行かないよと、そんなことになるよというこ

か医療の職場でもう既に始まっていることです。

とないように、もっと仲間になってもらってやって

保育士、学童保育士なんて全然集まらない。民間

いきましょう。
」

との取り合いになっている。とにかく低い条件で

そんな話をしているんですが、それにしても実

は、とにかく人が流れちゃいます。それから低い

際の当局からの提案はひどい内容になっていま

条件ではもう人が集まってきません。そうすると、

す。たとえば、資料に用意した××県です

今まで、臨時非常勤の人たちにやってもらってい

が、××県の場合非常勤の人たちの報酬は職種、

た仕事はどうするんですか。誰がやるんですか。

仕事の内容によってきっちり区分されています。

人がいなきゃ、常勤職員がやるしかしょうがない

また勤務時間は、週に29時間と決まっています。

です。正規常勤職員の組合には「皆さん、その仕

そこで非常勤職員の報酬を正規職員が使ってい

事、残業してやるんですか。サービス残業でやる

る給料表に当てはめるとどうなるかというのを調

んでしょうか。そんなことになりかねませんよ。

べてみました。正規常勤職員の高卒選考採用の初

だから、今回の制度改正は『非正規の人たちの処

任給1級の５号です。高卒試験採用の場合は１級

遇がちょっと良くなるんですね。ああ、よかった。

の９号から始まります。大卒試験採用なら１級29

いいじゃん』ではすまなくて、うまくいくかいか

号が初任給です。そうすると、非常勤職員の勤務

ないかによって、あなたたち常勤職員の労働条

時間はそ週29時間なのでこの額で38時間45分に計

件・労働環境にすごい影響ありますよ、ただ単純

算し直すと、今、県の非常勤で働いている人の報

に非正規の人たちの処遇が変わるという話ではな

酬は、そもそも１級には当てはらまなくて２級の

くて、自分たちの労働条件、勤務環境に関わるこ

表で探してやっとここに出てくるっていう数字に

となんだから、一緒になって考えないと駄目です

なります。

ね。
」と言ってきました。
「この会計年度任用職員制度は、各自治体で条例
化しないといけない。それから条例化に当たっては、

一番報酬額の安い非常勤職員でも報酬月額は17
万7千円で、38時間45分勤務に計算し直すと23万
6000円の１級の75号に位置づけられます。

各職員団体と話し合いをしなさいとマニュアルの中

何を言いたいかというと、既にこの給料をもら

に出ていますので、ぜひそれを使って交渉する中に、

っている。なので、ここから下がるんじゃなくて、

会計年度任用職員になっていただくであろう非正規

少なくともここから毎年４号ずつ上がるというこ

の当事者の人たちをちゃんと巻き込んで、自分たち

とじゃないのという話なんです。非正規の実際の

の仲間として加わってもらって、役所と一緒に条例

非常勤の人たちにも、そういうことで、法律の立

9
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て付けは、そういうふうになっています。ここか
ら次の年は四つ上がって、例えば、１級75号の人

10

なる、そういう提案になっています。
××県は組合との交渉で、
「制度改正に当たり、

であれば、次は１級79号。これを29時間に割り返

臨時非常勤職員の人件費総額が、現行の５パーセ

すと17万8790円になるんです。均等均衡っていう

ントアップ程度に収まるように設定しましたと。

んだったら、こうなるよと。正規職員の給料表を

それ以上では、財政当局が認めないでしょう」と

使って、同じように毎年４号ずつアップするとい

いう発言をしています。

うことであると、こういうふうになるんです と

ですから、最初の法律の趣旨、正規職員と均等

ころが××県が提案してきたのは、全ての非常勤

均衡を考えて給料をどうやって決めていくかとい

職員に対して大卒初任給の１級29号で打ち止めに

うところが全くなくて、法律で決まってしまった

しますというものです。１級29号はフルタイム働

んで、ボーナス払わないといけないし、一応昇給

くとすると、18万580円なんだけども、当然29時

させなければならないし、まるで他の事業で今年

間ですから、それで割ると13万9050円になっちゃ

はこの事業はマイナス５パーセントで予算つくっ

うということ。こういうのが提案で上がってきた

てねとか、この事業はもうちょっとお金入れて、

ということです。

前年度比の何パーセントアップで事業を立ててく

この「大卒初任給で昇給の上限とすることも考

ださいって、そんなんと同じような感じで、この

えられる」というのは、この事務マニュアルの中

非常勤、会計年度任用職員の人件費をとどめてい

にも出てくるのですが、
、定形的で事務的、補助的

るということがいえるんじゃないか。そもそも正

な業務をやっている補助職員みたいな人もいます

規職員との均衡均等とか図ると、こんな５パーセ

よね。その人に関していうと、学歴、学校出て得

ントだとか、そんなもんが先に出る話でないわけ

た知識だとか、これまでいろんなところ働いてき

です、本来。実際にお金が自治体にないというこ

た職歴全部生かして仕事するということではなく

とは確かなんでしょうけども、考え方としては本

て、比較的容易な仕事なので、この人たちについ

来の法改正の趣旨とは全然掛け離れているなと思

ては1級の大卒初任給ぐらいのところで昇給のスト

っています。

ップをかけてもいいかもね、という趣旨ですが、

基本的に今、非常勤の人たちには、毎月報酬が

これはこれで何を持って補助的定型的だというの

出ています。それを全部集めて年収幾らですと。

か基準もなく大いに問題です。またどの号で上限

この年収を14.6で割る。ボーナス2.6って決まって

とするのかということにも基準はありません。

いるからです。そうすると毎月の給料すごく減っ

ところが自治体は悪乗りをしてそれを事務的補

ちゃいます。だけど、そういうのを前提に、そこ

助的定型的な職務の人だけでなくて、ほとんど全

から5パーセントちょっと足すってそんな仕組み

ての職に対してこれを当てはめる。××県も仕事

になっていまして、基本は大体どこの自治体でも

をやっていた人に、この条件を当てはめて１級29

そういうような提案がでてくるように思います

号でおしまいですよという提案をしていたという

それも2020年制度開始当初についていうと、夏

ことなんですね。残念ながらそんなふうになって

季ボーナスについては、４月に採用されて6月に

います。

支給だから、常勤職員と同じルールで100分の30

今、××県で働いている非常勤職員は、何年も

だけ払う。結局その年はマイナス2.4パーセント

働いている人が多いので、その前歴換算すると、

のダウンになります、年収が。次の年からは、全

最初から１級29号に格付けされて、そこから一切

部トータルすると５パーセントアップぐらいにな

昇給しない。これでずっとおしまいということに

るという××県の試算です。
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議会質問と労使交渉
第２版の事務マニュアル、ちょっと読みます。

制度についての提案がある、必ず「うちの所にお

『職種によっては問13の３のとおりに常勤職員の

金がないからこれ以上できません」という話を必

初任給基準額を上限とすると、現行から相当程度

ずしてくると思います。そのときに、「あたらし

給与水準が下がってしまう場合があり、人材確保

い法律が求める制度の趣旨を実現すると、これぐ

に影響を及ぼす恐れもある。どのように対処して

らい処遇を実現することになりますよね」と制度

いいでしょうか』と、これは地方自治体の人たち

の完成形態を労使で確認すること、それと同時に

が国に対して質問してるんですね。それに対して

しかし現在は財源がないからここまでしかできま

国のほう、総務省のほうは『問13の３においては、

せん、徐々にこれを詰めていって、ただし労使双

常勤職員の初任給基準』、さっき言ってましたよ

方で協議し、計画的に最終的な制度の求める常勤

うな大卒初任給の1級25号とか、１級29号のこと

職員との均衡均等対応を図る」と確認してほしい

ですけども。『を上限に目安することなどが考え

と思います。

られるとしたのは、あくまでも、定型的、補助的

××県なんかひどいんですけど、このお金しか

な業務等に従事する事務補助職員についての例で

ないから、ここで決まりですと。非常勤の人たち

あり、全ての職種について常勤職員の初任給基準、

の仕事についても言い切っていて、確かにこの法

１級25号を上限の目安とすることを示しているの

律の中は均衡均等を図るってなっているので、今

ではない』と。ここは、マニュアルの1版から2版

いる非常勤の人たちの仕事を調べて、正規職員と

になるときに、わざわざこの文は付け足しされた

比べてみれば1級29号で昇給が停止するのが正し

んです。各自治体の制度設計があまりにひどいこ

いですと言てるわけです。だから、事務補助の人

とになっているからです。

もいます。それから正規職員では対応できない職
務を、専門職非常勤の人たちがやっているけども、

各自治体の議員の方にもぜひお願いしたいんで

そういうことも全部１級29号で打ち止めするぐら

すが、会計年度任用職員制度、地方自治法、地方

いの仕事なんだって××県は言い切ったんです、

公務員法が変わるときに国会付帯決議が衆参両院

ぜひそういうようにさせないように、将来的には

で付きました。

これぐらいなんだけども、今お金ないからここか

まず、再度任用が可能なこと。また、現行の臨

らスタートせざるを得ない。何年かかけて財政事

時的任用職員および非常勤職員が会計年度への移

情を労使でちゃんと検討しながら見ながらそこに

行に当たっては不利益が生じることなく、適正な

持っていきましょうよという話し合いをしていか

勤務条件の確保が行わなければならない、という

なければと思います。

こと。これらが守られた制度がつくられるのかと
いうこと、
また、事務マニュアルにもたびたび出てくる、

それからもう一つは公募の問題。公募について
も、地方自治法の中の平等取り扱い原則というの
があります。総務省はこれを根拠にして、会計年

地方公務員法第24条の職務給の原則、均衡の原則

度任用職員は１年契約で毎年新しい任用なんだか

にもとづいて、会計年度任用職員任用職員の給

ら、その任用のたびに平等に扱わなきゃいけない。

料・報酬が決められているのか、ここを議会で質

今までやってきた人だけではなくて、採用待ちの

問するときにぜひ質問の柱にしていただければと

応募者についても全員に声を掛けて、その上で選

思っています。職員組合については、自治体から、

考し直して進めなきゃいけないとしています。し

11
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かし、そもそも13条の平等取り扱いというのは、

事ぶりを人事評価され次の年にまた採用されるの

人種とか信条、性別、社会的身分、思想信条など

ですが、これを３年間繰り返し、４年目に職務未

の違いによって公務員にするかしないか、うちの

経験者と平等に選考する、これってなんだかばか

役所で雇うか雇わないか決めちゃいけない。平等

ばかしくありませんか。現に働いている職員にす

じゃないといけないよという内容なので、採用時

ごいストレスを与えるだけの制度です。いい影響

に、現役職員と採用希望者を公平に選考するとい

はない。この点ももう一つの柱として議会質問や

うことに結びつかないと思います。

労使交渉に臨んでいただければと思います。

会計年度任用職員には毎回1か月間の条件付き
採用期間が置かれることになりました。まず、選

＊当日のレジュメ、参考資料、議会質疑の例（久

考で能力実証されて採用されます。そのあと１カ

喜市：川辺美信議員の2018年12月議会）を資料

月間は条件付き採用期間、試用期間をへて仕事に

としてこの後順次掲載しています。

対する適性が確認され本採用。その後１年間の仕

12
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⏘๓⏘ᚋ㻌 䠄⏘๓ 6 㐌(14 㐌)⏘ᚋ 8 㐌䠅㻌

ᖺḟ᭷⤥ఇᬤ㻌 䠄᪥ᩘቑຍ䚸ఇᬤ䛾⧞䜚㉺䛧䜒䛒䜚䠅㻌

8䚸᭷⤥

7䚸⡆༢䛺ேホ౯䛜ጞ䜚䜎䛩䚹Ᏺ⛎⩏ົ䜔᭹ົつᚊ䛜ㄢ䛫䜙䜜䜎䛩䚹

6䚸䝟䞊䝖䝍䜲䝮⫋ဨ䛾වᴗ䞉ᴗ䛿⮬⏤䚹

5䚸⬟ຊᐇド䜢⤒䛯ୖ䛷䛾ᗘ䛾௵⏝䛿ྍ⬟䚹㻌 ᖺ㱋䞉௵⏝ᖺᩘ䞉᥇⏝ᅇᩘ䛻䜘䜛ເ㞟ไ㝈䛺䛧䚹

4䚸༙ᖺ㛫䛾௵⏝䛾⧞䜚㏉䛧䜔䚸௵⏝䛸௵⏝䛾㛫䛾✵ⓑᮇ㛫タ⨨䛿䛺䛟䛺䜚䜎䛩䚹

3䚸୍ᅇ䛾௵⏝ᮇ㛫䛿᭱㛗 1 ᖺ䠄ᖺᗘᮎ᪥䜎䛷䠅䚹ẖᅇ 1 䛛᭶䛾᮲௳䛝᥇⏝ᮇ㛫䠄ヨ⏝ᮇ㛫䠅䛒䜚䚹

䞉᪼⤥ୖ㝈䛾タᐃ㻌

䞉ప䛾᪼⤥ྕᩘ㻌

䛛䜟䜙䛪䚸
⤥ᩱ䞉ᡭᙜ㻌

䞉ప䛾๓Ṕ⟬㻌

䞉ప䛾᱁䛡㻌

⮬య䛛䜙䛾ᥦ

䝟䞊䝖䛻䛛

䛷䛿䚸䝣䝹䞉

ᢏ⬟ປົ⫋

බႠᴗ䞉

2䚸ึ௵⤥䛿ᖖ⫋ဨ䛻‽䛨䛶Ỵ䜑䜙䜜䠄๓Ṕ⟬䜢ᐇ䠅䚸᪼⤥䜒ᖖ⫋ဨ䛻‽䛨䛶⾜䜟䜜䜎䛩䠄ᖖ⫋ဨྠ
ᵝ䛻ᖺ 4 ྕ᪼⤥䠅䚹

ဨ㻌

䜲䝮⫋

䞉ᮇᮎᡭᙜ㻌 ᖺ 2.6 䞄᭶㻌

䞉㈝⏝ᘚൾ䠄㏻ᡭᙜ䠅㻌

㻌㻌

㻌㻌

(⮬ἲ 203-2)㻌

ᆅ᪉බົဨඹ῭䚸බົ⅏ᐖ⿵ൾᇶ㔠䚸㏥⫋ᡭᙜ䛜㐺
⏝㻌

㐌 38䡄45䡉

䞉ᡭᙜ䠄ᢇ㣴䞉ఫᒃ䛺䛹䛾⏕ά⤥ⓗᡭᙜ䜢㝖䛟䠅㻌

㻌㻌

䝟䞊䝖䝍

䞉ᮇᮎᡭᙜ㻌 ᖺ 㻞㻚㻢 䞄᭶㻌

䞉㏻㈝䠄㏻ᡭᙜ䠅㻌

䛭䛾ᡭᙜ䛺䛹㻌

(⮬ἲ 204-1)

⤥ᩱ㻌 㻌

ᇶᮏ⤥㻌

䝣䝹䝍䜲 㻌
䝮⫋ဨ㻌 㻌 㻌

㐌 38䡄45䡉㻌

㻝䚸༊ศ㻌 ົ㛫㻌

ᴾ
ᾂẆ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃСࡇỉಒᙲᴾ
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ᾃẆᐯ˳࢘ޅỉ੩క̊ᴾ ᴾ ίḤ૰ᾟᾆ῍ᾟᾀᾂὸᴾ
Ĭ ˯ˮƷ˄ƚᲢЭഭ੭ምǛᘍǘƳƍŴܖഭƷǈӒପŴྵנƷᎰئЎƷǈӒପᲣŵ
ĭ ˯ˮƷଞዅᲢࠝѮᎰՃ  ࠰ƝƱ  ӭଞዅƷƱƜǖ  ࠰ƝƱ  ӭଞዅƳƲᲣƷᚨܭŵ
Į ଞዅɥᨂƷᚨܭŵᲢዮѦႾƸܭႎȷᙀяႎಅѦǛƓƜƳƏʙѦᙀяՃƸٻҡИ˓ዅᲢ ኢ  ӭᲣᆉࡇưɥᨂǛܭǊǔ
 ƜƱǛʙ̊ƱƠƯኰʼƠƯƍǔƕŴƜǕǛਘٻᚐƠƯƢǂƯƷᎰƴɥᨂǛᚨƚƯƍǔᲣ
į ȜȸȊǹᲢ࢘  ƔஉᲣǛƶǜЈƢǔƨǊƴŴྵᘍ࠰ӓዮ᫇Ǜ  ƔஉưлƬƯƦǕƧǕૅዅƢǔŵ
İ ፯ѦưƸƳƍžπѪſƷܱŵᲢ࠰Ʒ˓ဇưᏡщܱᚰȷᢠᎋƱπѪƸǤǳȸȫưƸƳƍŵπ᩼ࠝѮưƸʴʙᨈƷᡫ
 ჷưž ࡇႸᲢ ࠰ႸᲣ˓ဇưƷžπѪſǛѐщ፯Ѧ҄ƠƯƍǔſ Ტè૰Ჯ ʴʙᨈᡫჷᲣ
ı ٰ˞ܓୗƳƲƷࡑഥᲢπ᩼ࠝѮᎰՃƷ˞ୗСࡇƴƋǘƤǔƨǊᲣŵ
Ĳ СࡇોദƷॖ፯ᲢπѦᎰئƴƓƚǔרሁרᘖࢳᢀƷܱྵᲣǛྸᚐƤƣŴɟʙಅƷʖምᄩ̬ᆉࡇƴƠƔᛐᜤƠƯƍƳƍŵ 
 Ტž᩼ദᙹᎰՃƷʴˑᝲዮ᫇Ʒ فưСࡇᚨᚘƠƨſ
Ტ# ᐯ˳Უ
Უ

ᲯŴᐯ˳࢘ޅƴǑǔ˯ƍவˑ੩ᅆƷᏑ
Ĭ ඥોദƷឯଓႸႎƷɟƭưƋǔžᎰѦዅȷרᘖƷҾЩƷᢘဇſƕ࢘ޅƴμƘྸᚐƞǕƯƍƳƍŵ ă žྵנƷᐮ᩼ 
 ࠝѮᎰՃƷʴˑᝲዮ᫇ᲯᲟǢȃȗƷርưСࡇᚨᚘƠƨŴƦǕˌɥƷ᫇ƸᝠƕᛐǊƳƍƩǖƏſ
Ტᐯ˳ʴʙᛢᲣ
ĭ ᩼ࠝѮᎰՃƷᎰѦܱ७ƕᛐᜤƞǕƯƍƳƍŴᛐᜤƠǑƏƱƠƳƍŵ᩼ࠝѮᎰՃƸࠝѮᎰՃưƸࣖݣưƖƳƍᧉݦᎰƴઃ
 ǘƬƯƍǔ ă žࠝѮᎰՃƷᎰѦᎰᝧƱƷרᘖǛƸƔƬƨኽௐŴ ኢ  ӭٻҡИ˓ዅ᫇ǛଞዅƷɥᨂƱƠƨſ
Ტᐯ
 ˳ʴʙᛢᲣ
Į ᎰѦƷό๖ƳᘍǍʴᏋǑǓžСࡇſǛΟέƢǔŵ ă žࠊൟƔǒƀ ࠰ڎኖƳƷƴƲƏƠƯƋƷ᩼ࠝѮᎰՃƸ
 ˴࠰᧓ǋƍƯƍǔƷƔᲹƁƱᚕǘǕǔƔǒžπѪſᙹܭƸᐲƠ૾Ƴƍſ
ᲢᲽᐯ˳ʴʙᛢᲣ
ŵᐯ˳Ƹžኺ᬴ǛᆢǜƩٻ
 ЏƳʴƩƔǒŴ˓ဇǛጮǓᡉƠƯƍǔſƱƳƥӒᛯưƖƳƍƷƔᲹ

ᾅẆ˳ׇʩฏởᜭ˟ឋբỉ௵ᴾ
Ṟᴾ ẐרᘖὉרሁࢳᢀẑỉܱྵᴾ
ᴾ ඥોദỉឯଓỉɟếỂẝỦẐᢘЏễவˑᄩ̬ẑỊẐ૾עπѦՃඥ ᵐᵒ வᴾ ᎰѦዅỉҾЩẆרᘖỉҾЩẑỆؕỀẪờỉỂẝỦẮểẆợẾềᴾ ᴾ
ᴾ ẐࠝѮᎰՃểӷಮỆ˄ẬẲࠝѮᎰՃӷಮỆଞዅẰẶỦẑầСࡇỉܦỂẝỦẮểửộẵᄩᛐẴỦẇᲢሁኢКؕแᎰѦᘙƴؕƮƔƳ
 ƍଞዅଞСᨂƸƓƜƳǘƳƍᲣᝠʙऴầӈẲẟễỤെ᨞ႎỆܱྵẴỦẮểửᄩᛐẴỦẇᴾ
ṟᴾ ᨽဇỉܭܤỉܱྵᴾ
ᴾ ṿẐૠ࠰ỆɟࡇỉẐπѪẑỊ᩼ӳྸỂẝỦẮểẇඥࢷỆấẟềờπѪỊ፯Ѧ҄ẰủềẟễẟẇẐπѪẑỊ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỆᨽဇɧܤᴾ
ᴾ ửẟẻẦẶỦẻẬỉॖԛẲẦễẟẇᴾ
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૾עπσ˳ׇỆݣẲềᢘЏễяᚕửᘍạẮểẇᴾ

ỉᄩ̬ầᘍỪủễẬủịễỤễẟẇẸỉẺỜỆ૾עπσ˳ׇỆݣẲềᢘЏễяᚕửᘍạểểờỆẆСࡇોദỆợụ࣏ᙲểễỦᝠเỆếẟ
ềỊẸỉᄩ̬ỆѐỜỦẮểẇộẺẆӲ૾עπσ˳ׇỆấẟề˞ୗСࡇỉૢͳӏỎᏋδ˞ಅሁỆ̞Ủவ̊ỉૢͳầᄩܱỆᘍỪủỦợạẆ

ʚẆʴᄩ̬ӏỎᨽဇỉܭܤửỦᚇໜẦỤẆπѦỉᢃփỊ˓ỉܭỜỉễẟࠝѮᎰՃửɶ࣎ểẲềẟỦẮểỆᦷỚẆ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇ
ᎰՃỆếẟềờẮỉᎋả૾ỆඝạợạẆࡽẨዓẨ˓ဇỉנụ૾ỉ౨᚛ửᘍạẮểẇᴾ
ɤẆྵᘍỉᐮႎ˓ဇᎰՃӏỎ᩼ࠝѮᎰՃẦỤ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃồỉᆆᘍỆ࢘ẺẾềỊẆɧМႩầဃẳỦẮểễẪᢘദễѮѦவˑ

ᴾ
ᾆẆӋᎋ૰ᴾ ᴾ Ẕ࠘˄˟ൿᜭẕᴾ
૾עπѦՃඥӏỎ૾עᐯඥỉɟᢿửોദẴỦඥࢷకỆݣẴỦ᧽࠘ൿᜭᴾ ᴾ ʚҗʋ࠰ׄஉҗɤଐᴾ ᴾ ӋᜭᨈዮѦۀՃ˟ᴾ
ẐࡅỊẆஜඥᘍỆ࢘ẺụẆ૾עπѦՃỉ˓ဇẆѮѦவˑɳỎỆᅦᅍӏỎМႩỉ̬ᜱሁỉᢘദửᄩ̬ẴỦẺỜẆഏỉʙỆếẟề
ẸỉܱྵỆѐỜỦỔẨỂẝỦẇᴾ
ɟẆ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃӏỎᐮႎ˓ဇᎰՃỉ˓ဇỆếẟềẆ૾עπσ˳ׇỆݣẲềႆЈẴỦᡫჷሁỆợụϐࡇỉ˓ဇầӧᏡỂẝỦᴾ
ଓửଢᅆẴỦẮểẇᴾ

ƍƔŵ

ŭ žࠝѮᎰՃӷಮƴ˄ƚȷଞዅſᲢžዮѦႾʙѦȞȋȥǢȫſƷᅆƢ൦แᲣƷܱǛСࡇܦƱƠƯŴᲢെ᨞ႎƴᲣોծƢǔǂƖưƸƳ

ŭ žࠝѮᎰՃӷಮƴ˄ƚȷଞዅſᲢžዮѦႾʙѦȞȋȥǢȫſƷᅆƢ൦แᲣƴӏƹƳƍໜƴƭƍƯƲƏᎋƑƯƍǔƔᲹ

ŭ ଞዅᲢϐࡇ˓ဇƷɥˮӭዅˮፗƮƚᲣƴɥᨂƕƋǔྸဌƸ˴ƔᲹ gዅgӭƕɥᨂƱƞǕǔྸဌ˴ƔᲹ

ŭ ᐮ᩼ࠝѮᎰՃƷϼᢀોծƴƢǔǋƷƴƳƬƯƍǔƔᲹ ࠝѮᎰՃƱƷרᘖȷೌᘖƴသॖƠƨСࡇᚨᚘƴƳƬƯƍǔƔᲹ

ŭ ʻׅƷСࡇોദƷႸႎŴឯଓƸƲƷǑƏƴྸᚐƠƯƍǔƔᲹ ʻׅƷ੩కƸСࡇોദƷႸႎŴឯଓƴƔƳƏǋƷƔᲹ

ᴾ ṿᴾ ẎᢠᎋሁỆợỦᏡщܱᚰỆợụဇᴾ ḵᴾ ᵏ Ầஉ᧓ỉவˑ˄Ẩဇ᧓ίᚾဇ᧓ὸửồềദࡸဇᴾ ḵᴾ Ẑʴʙᚸ̖ẑửồềẆᢠᴾ ᴾ
ᴾ ᎋሁỆợỦᏡщܱᚰỆợụϐࡇ˓ဇᴾ ḵᴾ ᎰѦὉᝧ˓ầợụ᭗ࡇễᎰỆݼẪẮểửЭ੩Ệଞዅẏᴾ
ᴾ ẮỉἇỶἁἽửૠࡇጮụᡉẲẺỉẼỆẆẝỤẺỜềૼᙹࣖѪᎍểӷẳἾἫἽỂẐπѪẑỆẦẬỦӳྸࣱỊễẟẇᴾ
ᴾ ૾עπѦՃඥ ᵏᵑ வẐሁӕৢẟỉҾЩẑί៲ЎởࣱКẆႎ̮வỆợỦࠀКỉᅠഥửܭỜềẟỦὸửਘٻᚐẲềẟỦẇᴾ
ᴾ ṿൟ᧓ỉἣὊἚὉஊᅈՃở˟ᅈỆݣẲềẐᅶờẮỉ˟ᅈỂẨẺẟỉỆẆỄạẲềẝỉʴỊ˴࠰ờẟềẟỦỉẦᾎẑễỄểᬔᰦễឋ
բửẴỦʴỊẟễẟẇẸủỊẐˁʙửẮễẲἋỿἽỴἕἩửᆢỮẻʴử˟ᅈỊ્ẰễẟẑểẟạᛐᜤầắẪ࢘ẺụЭỉẮểẻẦỤẇᐯ˳
Ịᐯ˳ỉ᩼ࠝѮᎰՃỉᎰѦỊᛡỂờẟếỂờỂẨỦợạễ᠉ẟˁʙễỉẦᾎᴾ ᴾ
ᴾ
żʩฏȷឋբƷȝǤȳȈŽᴾ
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ӫൿᜭẴỦẇẑᴾ

ׄẆஜඥᘍࢸẆᘍỉཞඞỆếẟềᛦ௹Ὁ౨᚛ửᘍẟẆẸỉኽௐỆؕỀẟề࣏ᙲễਜ਼ፗửᜒẵỦẮểẇẸỉᨥẆൟ᧓ỆấẬỦӷɟі
ӷɟỉᜭᛯỉਖ਼ᆆửදᙻẲẆπѦỆấẬỦӷɟіӷɟỉנụ૾ӏỎჺ᧓ѮѦỉ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỆ̞Ủዅ˄ỉנ
ụ૾ỆếẟềཎỆໜửፗẪẮểẇᴾ
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Ẕ૾עπѦՃඥẕᴾ

Ṳ˟ᚘ ࠰ࡇ˓ဇᎰՃСࡇ ỆẦẦỪỦඥࢷὉவˋὉᡫჷ ỉவ૨ᴾ



ᴾ
ṟஜᢿі˺ޅᴾ Ẑ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃСࡇỉݰλỆớẬẺჄஜᢿਃ࢘ᎍᜒࡈỂЈẰủẺឋբὉॖᙸểׅሉẑᴾ
ίᐯіἕἚẐ᩼ദᙹ ᵏᵎ ɢʴኵጢ҄ẑἇỶἚẦỤἒỸὅἿὊἛӧᏡὸᴾ
Ὁ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃСࡇỉݰλỆớẬẺჄஜᢿਃ࢘ᎍᜒࡈᾠὶᾐộểỜίਫ਼᠍༿ὸᴾ
ᴾ
Ṡμထ˟ầ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỆẦẦỪỦவ̊కᴾ
ίμထ˟ỉ ᵦᵮ ẦỤἒỸὅἿὊἛӧᏡὸᴾ ᴾ ᶕᶕᶕᵌᶘᶁᶉᵌᶍᶐᵌᶈᶎᵍᶆᶍᶓᶋᶓᵍᵐᵎᵏᵖᵎᵖᵐᵏᴾ
Ὁஜ૰ỉឯଓሁỆếẟềᴾ
ᴾ ὉẐṺṺထᵆᵇ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỉዅɨӏỎᝲဇࡰΝỆ᧙ẴỦவ̊ỉỶἳὊἊẑᴾ
ᴾ ὉẐṺṺထᵆᵇ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỉѮѦ᧓Ẇ˞ୗሁỆ᧙ẴỦᙹЩỉỶἳὊἊẑᴾ
ᴾ ὉẐ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃίἧἽἑỶἲὉἣὊἚἑỶἲὸỉѮѦவˑሁỉɟᚁẑᴾ
ᴾ ὉẔӋᎋẕṺṺထᵆᵇᎰՃỉዅɨỆ᧙ẴỦவ̊ᴾ
ᴾ ὉẔӋᎋẕṺṺထᵆᵇᎰՃỉѮѦ᧓Ẇ˞ୗሁỆ᧙ẴỦவ̊ᴾ

Ὁ૾עπѦՃඥӏỎ૾עᐯඥỉɟᢿửોദẴỦඥࢷỉᢃဇỆếẟềί ᵐᵗ ࠰ ᵔ உ ᵐᵖ ଐዮᘍπᇹ ᵖᵕ ӭὉዮᘍዅᇹ ᵑᵑ ӭὸᵮᵢᵤᴾ

ᇹ ᵏᵗᵏ ӭὉዮᘍܤᇹ ᵑᵖ ӭὸᵮᵢᵤᴾ

Ὁ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃСࡇỉݰλሁỆӼẬẺ࣏ᙲễแͳሁỆếẟềί ᵐᵗ ࠰ ᵖ உ ᵐᵑ ଐዮᘍπᇹ ᵏᵎᵐ ӭὉዮᘍዅᇹ ᵑᵗ ӭὉዮᘍڡᇹ ᵐᵒ ӭὉዮᘍᅦ

ᵏᵕ ӭὉዮᘍᅦᇹ ᵐᵏᵏ ӭὉዮᘍܤᇹ ᵒᵖ ӭὸᵮᵢᵤᴾ

Ὁ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃСࡇỉݰλሁỆӼẬẺʙѦϼྸἰἝἷỴἽỉોᚖỆếẟềί ᵑᵎ ࠰ ᵏᵎ உ ᵏᵖ ଐዮᘍπᇹ ᵏᵑᵓ ӭὉዮᘍዅᇹ ᵒᵗ ӭὉዮᘍڡᇹ

ᴾ
ṞዮѦႾᴾ ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỆẦẦỪỦ૰ᴾ ᴾ ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᶑᶍᶓᶋᶓᵌᶅᶍᵌᶈᶎᵍᶋᵿᶇᶌᵽᶑᶍᶑᶇᶉᶇᵍᶈᶇᶁᶆᶇᵽᶅᶗᶍᶓᶑᶃᶇᵍᶉᶍᶓᶋᶓᶇᶌᵽᶑᶃᶇᶂᶍᵍᶇᶌᶂᶃᶖᵌᶆᶒᶋᶊᴾ

Ẏᴾ ᴾ ૰ᴾ ẏᴾ
ᴾ
Ṳ ˟ ᚘ ࠰ ࡇ ˓ ဇ Ꮀ Ճ С ࡇ Ệ̞ ỦӋ ᎋ૰ ᴾ
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ẴỦẮểầỂẨỦẇᴾ

Ṳᇹҗɡவᴾ ᎰՃỉᎰỆഎՃửဃẳẺئӳỆấẟềỊẆ˓ԡೌᎍỊẆဇẆଞ˓Ẇᨀ˓ӍỊ᠃˓ỉẟẵủẦỉ૾ඥỆợụẆᎰՃử˓ԡ

Ẇᢘ࢘ễਜ਼ፗửᜒẳễẬủịễỤễẟẇᴾ
ί˓ဇỉఌஜؕแὸᴾ
Ṳᇹ ᵏᵓ வᴾ ᴾ ᎰՃỉ˓ဇỊẆẮỉඥࢷỉܭỜỦểẮỨỆợụẆӖ᬴ጚẆѮѦጚẸỉ˂ỉᏡщỉܱᚰỆؕẟềᘍỪễẬủịễỤễẟẇᴾ
ίዅɨẆѮѦ᧓Ẹỉ˂ỉѮѦவˑỉఌஜؕแὸᴾ

Ṳᇹ ᵏᵒ வᴾ ᴾ ૾עπσ˳ׇỊẆẮỉඥࢷỆؕẟềܭỜỤủẺዅɨẆѮѦ᧓Ẹỉ˂ỉѮѦவˑầᅈ˟ɟᑍỉऴѬỆᢘࣖẴỦợạỆẆ᨟

ίሁӕৢỉҾЩὸᴾ
Ṳᇹ ᵏᵑ வᴾ ᴾ ẴỔềൟỊẆẮỉඥࢷỉᢘဇỆếẟềẆሁỆӕụৢỪủễẬủịễỤẵẆʴᆔẆ̮வẆࣱКẆᅈ˟ႎ៲ЎᒉẲẪỊᧉע
ỆợếềẆӍỊᇹ ᵏᵔ வᇹᾈӭỆᙹܭẴỦئӳửᨊẪٳẆႎॖᙸᒉẲẪỊႎ̞᧙ޓỆợếềࠀКẰủềỊễỤễẟẇᴾ
ίऴѬᢘࣖỉҾЩὸᴾ

ρᴾ ཎ૾עܭᇌᘍඥʴỉࢫՃᴾ

ɤᴾ ᐮӍỊ᩼ࠝѮỉբẆӋɨẆᛦ௹ՃẆ֚ᚠՃӏỎẮủỤỉᎍỆแẵỦᎍỉᎰᴾ
ׄᴾ ૾עπσ˳ׇỉᧈẆᜭ˟ỉᜭᧈẸỉ˂૾עπσ˳ׇỉೞ᧙ỉᧈỉᅼỉᎰỂவ̊ỂਦܭẴỦờỉᴾ
ʞᴾ ᩼ࠝѮỉෞ᧸ׇՃӏỎ൦᧸ׇՃỉᎰᴾ

˂ẮủỆแẵỦờỉửԃớẇὸỉನՃỉᎰỂᐮӍỊ᩼ࠝѮỉờỉᴾ
ʚỉʚᴾ ᣃᢊࡅჄіۀՃ˟ỉۀՃỉᎰỂࠝѮỉờỉᴾ

ɟᴾ ˓ݼỆếẟềπᢠӍỊ૾עπσ˳ׇỉᜭ˟ỉᢠਫẆᜭൿᒉẲẪỊӷॖỆợỦẮểử࣏ᙲểẴỦᎰᴾ
ɟỉʚᴾ ૾עπփ˖ಅỉሥྸᎍӏỎ˖ಅׇỉ˖ಅᧈỉᎰᴾ
ʚᴾ ඥˋӍỊவ̊Ẇ૾עπσ˳ׇỉᙹЩᒉẲẪỊ૾עπσ˳ׇỉೞ᧙ỉܭỜỦᙹᆉỆᴾ ợụᚨẬỤủẺۀՃӏỎۀՃ˟ίݙᜭ˟Ẹỉ

ᾁᴾ ɟᑍᎰỊẆཎКᎰỆޓẴỦᎰˌٳỉɟЏỉᎰểẴỦẇᴾ
ᾂᴾ ཎКᎰỊẆഏỆਫ਼ậỦᎰểẴỦẇᴾ

ᴾ Ṳᇹɤவᴾ ૾עπѦՃί૾עπσ˳ׇӏỎཎ૾עܭᇌᘍඥʴί૾עᇌᘍඥʴඥίҗʞ࠰ඥࢷᇹႊҗοӭὸᇹʚவᇹ
ʚỆᙹܭẴỦཎ૾עܭᇌᘍඥʴửẟạẇˌɦӷẳẇὸỉẴỔềỉπѦՃửẟạẇˌɦӷẳẇὸỉᎰỊẆɟᑍᎰểཎКᎰểỆЎẬ
Ủẇᴾ
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ᴾ ᾆᴾ ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỆݣẴỦЭவỉᙹܭỉᢘဇỆếẟềỊẆӷவɶẐρஉẑểẝỦỉỊẆẐɟஉẑểẴỦẇᴾ ᲢӋᎋᲴᇹ  வ ᐮ

ᴾ ᾃᴾ ˓ԡೌᎍỊẆ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỉ˓ầᇹʚỆᙹܭẴỦ᧓ỆẺễẟئӳỆỊẆ࢘ᛆ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỉѮѦܱጚử
ᎋॾẲẺɥỂẆ࢘ᛆ᧓ỉርϋỆấẟềẆẸỉ˓ửૼẴỦẮểầỂẨỦẇᴾ
ᴾ ᾄᴾ ᇹɤỉᙹܭỊẆЭỉᙹܭỆợụ˓ửૼẴỦئӳỆếẟềแဇẴỦẇᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᴾ ᾅᴾ ˓ԡೌᎍỊẆ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỉဇӍỊ˓ỉૼỆ࢘ẺẾềỊẆᎰѦỉᘍỆ࣏ᙲẦếҗЎễ˓ửܭỜỦờỉểẲẆ
࣏ᙲˌɥỆჺẟ˓ửܭỜỦẮểỆợụẆဇӍỊ˓ỉૼửӒࣄẲềᘍạẮểỉễẟợạᣐॾẲễẬủịễỤễẟẇᴾ

ᴾ ʚᴾ ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇỉᎰửҩỜỦᎰՃỂẝẾềẆẸỉɟᡵ᧓࢘ẺụỉᡫࠝỉѮѦ᧓ầࠝѮѦửᙲẴỦᎰửҩỜỦᎰՃỉɟᡵ᧓࢘
ẺụỉᡫࠝỉѮѦ᧓ểӷɟỉ᧓ỂẝỦờỉᴾ
ᴾ ᾁᴾ ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỉ˓ỊẆẸỉဇỉଐẦỤӷଐỉޓẴỦ˟ᚘ࠰ࡇỉଐộỂỉ᧓ỉርϋỂ˓ԡೌᎍầܭỜỦẇᴾ
ᴾ ᾂᴾ ˓ԡೌᎍỊẆЭʚỉᙹܭỆợụ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃửဇẴỦئӳỆỊẆ࢘ᛆ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỆẸỉ˓ửଢᅆẲễẬủ
ịễỤễẟẇᴾ

ẟềẆϐỎẸỉᎰỆࣄẴỦئӳỆấẬỦᙲˑẆဇዓӏỎဇỉᨥỆấẬỦ៲ЎỆ᧙Ẳ࣏ᙲễʙửܭỜỦẮểầỂẨỦẇᴾ
ᴾ Ṳᇹʚҗʚவỉʚᴾ ഏỆਫ਼ậỦᎰՃίˌɦẮỉவỆấẟềẐ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃẑểẟạẇὸỉဇỊẆᇹҗɡவỉʚᇹɟӏỎᇹʚỉ
ᙹܭỆẦẦỪỤẵẆᇤʗᚾ᬴ӍỊᢠᎋỆợỦờỉểẴỦẇᴾ
ᴾ ɟᴾ ɟ˟ᚘ࠰ࡇửឬảễẟርϋỂፗẦủỦ᩼ࠝѮỉᎰίᇹʚҗοவỉʞᇹɟỆᙹܭẴỦჺ᧓ѮѦỉᎰửᨊẪẇὸίഏӭỆấẟ
ềẐ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇỉᎰẑểẟạẇὸửҩỜỦᎰՃỂẝẾềẆẸỉɟᡵ᧓࢘ẺụỉᡫࠝỉѮѦ᧓ầࠝѮѦửᙲẴỦᎰửҩỜỦᎰՃỉɟ
ᡵ᧓࢘ẺụỉᡫࠝỉѮѦ᧓ỆൔẲჺẟ᧓ỂẝỦờỉᴾ

ʗᚾ᬴ሁửᘍạπۀՃ˟ửፗẪ૾עπσ˳ׇỆấẟềỊẆπۀՃ˟ᙹЩẇˌɦẮỉራỆấẟềӷẳẇὸỂܭỜỦئӳỆỊẆᢠᎋ
ίᇤʗᚾ᬴ˌٳỉᏡщỉܱᚰỆؕỀẪᚾ᬴ửẟạẇˌɦӷẳẇὸỆợỦẮểửڳậễẟẇᴾ
ᾁᴾ ʴʙۀՃ˟ửፗẦễẟ૾עπσ˳ׇỆấẟềỊẆᎰՃỉဇỊẆᇤʗᚾ᬴ӍỊᢠᎋỆợỦờỉểẴỦẇᴾ
ᾂᴾ ʴʙۀՃ˟ίʴʙۀՃ˟ửፗẦễẟ૾עπσ˳ׇỆấẟềỊẆ˓ԡೌᎍểẴỦẇˌɦẮỉራỆấẟềẐʴʙۀՃ˟ሁẑểẟạẇὸỊẆദ
ࡸ˓ဇỆễẾềẝỦᎰỆݼẟềẟẺᎰՃầẆᎰСᒉẲẪỊܭૠỉોࡑӍỊʖምỉถݲỆؕỀẪࡑᎰӍỊᢅՃỆợụẸỉᎰửᩉủẺࢸỆấ

πѪƷ፯Ѧ˄ƚƳƠ


ᾁᴾ ʴʙۀՃ˟ίᇤʗᚾ᬴ሁửᘍạπۀՃ˟ửԃớẇˌɦẮỉራỆấẟềӷẳẇὸửፗẪ૾עπσ˳ׇỆấẟềỊẆʴʙۀՃ˟ỊẆЭ
ỉ˓ԡỉ૾ඥỉạẼỉẟẵủỆợỦỔẨẦỆếẟềỉɟᑍႎؕแửܭỜỦẮểầỂẨỦẇᴾ
Ṳᇹҗɡவỉʚᴾ ʴʙۀՃ˟ửፗẪ૾עπσ˳ׇỆấẟềỊẆᎰՃỉဇỊẆᇤʗᚾ᬴ỆợỦờỉểẴỦẇẺẻẲẆʴʙۀՃ˟ᙹЩίᇤ
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ᧈẆۀՃỉʙѦᧈޅӍۀՃ˟ᒉẲẪỊۀՃỉʙѦửᙀяẴỦᚡẸỉ˂ỉࠝѮᎰՃẸỉ˂୍ᡫ૾עπσ˳ׇỉࠝѮỉᎰՃɳỎỆ

ׄᴾ ୍ᡫ૾עπσ˳ׇỊẆவ̊ỂẆᇹɟỉᎍỉạẼ૾עπѦՃඥᇹʚҗʚவỉʚᇹɟᇹɟӭỆਫ਼ậỦᎰՃỆݣẲẆ࢘ử
ૅዅẴỦẮểầỂẨỦẇᴾ
ʞᴾ إᣛẆᝲဇࡰΝӏỎ࢘ỉ᫇ɳỎỆẸỉૅዅ૾ඥỊẆவ̊ỂẮủửܭỜễẬủịễỤễẟẇᴾ
Ṳᇹʚႊׄவᴾ ୍ᡫ૾עπσ˳ׇỊẆ୍ᡫ૾עπσ˳ׇỉᧈӏỎẸỉᙀяೞ᧙ẺỦࠝѮỉᎰՃẆۀՃ˟ỉࠝѮỉۀՃίᏋۀՃ
˟ỆẝếềỊẆᏋᧈὸẆࠝѮỉႳ௹ۀՃẆᜭ˟ỉʙѦᧈޅӍỊᚡᧈẆᚡẸỉ˂ỉࠝѮỉᎰՃẆۀՃ˟ỉʙѦᧈޅᒉẲẪỊᚡ

ӏỎᛦ௹˟ሁỉۀՃẸỉ˂ỉನՃẆݙۀᧉݦ௹˟ẆႳ௹ۀᧉݦՃẆ৲ᅚሥྸᎍẆᅚሥྸᎍẆᢠਫᧈẆ৲ᅚᇌ˟ʴẆᅚᇌ˟
ʴӏỎᢠਫᇌ˟ʴẸỉ˂୍ᡫ૾עπσ˳ׇỉ᩼ࠝѮỉᎰՃίჺ᧓ѮѦᎰՃӏỎ૾עπѦՃඥᇹʚҗʚவỉʚᇹɟᇹʚӭỆ
ਫ਼ậỦᎰՃửᨊẪẇίḤἧἽἑỶἲ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỉẮểὸᴾ ὸᴾ ỆݣẲẆإᣛửૅዅẲễẬủịễỤễẟẇᴾ
ʚᴾ ЭỉᎍỆݣẴỦإᣛỊẆẸỉѮѦଐૠỆࣖẳềẮủửૅዅẴỦẇẺẻẲẆவ̊ỂཎКỉܭỜửẲẺئӳỊẆẮỉᨂụỂễẟẇᴾ
ɤᴾ ᇹɟỉᎍỊẆᎰѦửᘍạẺỜᙲẴỦᝲဇỉࡰΝửӖẬỦẮểầỂẨỦẇᴾ

ᴾ ᾅᴾ ᴾ ᴾ ᎰՃỉዅɨẆѮѦ᧓Ẹỉ˂ỉѮѦவˑỊẆவ̊ỂܭỜỦẇᴾ
ᴾ
Ẕ  ૾עᐯඥ ẕᴾ
Ṳᇹʚႊɤவỉʚᴾ ୍ᡫ૾עπσ˳ׇỊẆẸỉۀՃ˟ỉ᩼ࠝѮỉۀՃẆ᩼ࠝѮỉႳ௹ۀՃẆᐯኣʗϼྸۀՃẆݙ௹˟Ẇݙᜭ˟

ᴾ ᾄᴾ ᴾ ᴾ ᎰՃỉѮѦ᧓Ẹỉ˂ᎰՃỉዅɨˌٳỉѮѦவˑửܭỜỦỆ࢘ếềỊẆӏỎ˂ỉ૾עπσ˳ׇỉᎰՃểỉ᧓ỆೌᘖửڂẲ
ễẟợạỆᢘ࢘ễᎋॾầỪủễẬủịễỤễẟẇᴾ

ᴾ ᾂᴾ ᴾ ᴾ ᎰՃỉዅɨỊẆဃᚘᝲɳỎỆӏỎ˂ỉ૾עπσ˳ׇỉᎰՃɳỎỆൟ᧓ʙಅỉࢼʙᎍỉዅɨẸỉ˂ỉʙऴửᎋॾẲềܭỜỤ
ủễẬủịễỤễẟẇᴾ
ᴾ ᾃᴾ ᴾ ᴾ ᎰՃỊẆ˂ỉᎰՃỉᎰửψỈỦئӳỆấẟềờẆẮủỆݣẲềዅɨửӖẬềỊễỤễẟẇᴾ

Ṳᇹ ᵐᵒ வᴾ ᴾ ᎰՃỉዅɨỊẆẸỉᎰѦểᝧ˓ỆࣖẵỦờỉỂễẬủịễỤễẟẇᴾ
ᴾ ᾁᴾ ᴾ ᴾ ЭỉᙹܭỉឯଓỊẆỂẨỦẻẬẴỚởẦỆᢋẰủễẬủịễỤễẟẇᴾ

ǇưࡨᧈƢǔƜƱƕưƖǔŵᲣᴾ

ƦƷᎰѦǛᑣڤƳጚưᘍƠƨƱƖƴദࡸဇƴƳǔǋƷƱƢǔŵƜƷئӳƴƓƍƯŴʴʙۀՃ˟ƸŴவˑ᧽ဇƷ᧓ǛᲫ࠰ƴᐱǔ

ዅ૰ȷ࢘ƷૅዅƴƭƍƯ⌏ࠝѮȷ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƴǑǔᢌƍƳƠ⌐


ႎ˓ဇӍƸ᩼ࠝѮᎰՃƷ˓ဇƷئӳǛᨊƖŴᎰՃƷဇƸŴƢǂƯவˑ᧽ƷǋƷƱƠŴƦƷᎰՃƕƦƷᎰƴƓƍƯᲰஉǛѮѦƠŴƦƷ᧓
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ᡫჷỉἯỶὅἚỆếẟềᴾ

ίᐯіऴ إᵐᵎᵏᵖ ᇹ ᵎᵎᵑᵑ ӭᴾ ᵐᵎᵏᵖ ࠰ᴾ ᵑ உᴾ ᵐᵖ ଐὸợụᙲኖᴾ

ӏỎࢼЭỉѮѦܱጚỆؕỀẨẆᙀΪẲợạểẴỦܫᎰỆ࣏ᙲểẰủỦᏡщỉܱᚰửᢘЏỆᘍạ࣏ᙲầẝỦẮểẇᴾ
ᾃᴾ ˓ԡೌᎍỊẆ᧓ಅѦᎰՃỉό๖ễʴʙሥྸửᄩ̬ẴỦẺỜẆ˓ʕỆᨥẲẆ᧓ಅѦᎰՃỆݣẲềᙹЩᇹᾃᾅவᇹᾁᇹᾁӭ
ӏỎᢃဇᡫჷᇹᾃᾅவ᧙̞ᇹᾂỉᙹܭỆợỦπѪỆợỤễẟဇỉஊễỄ࣏ᙲễऴإửᢘЏỆ੩̓ẴỦợạѐỜỦờỉểẴỦẮểẇᴾ
ᴾ
Ẕᡫჷᴾ Ẑ˓˄ᎰՃỉ˓ဇሁỆếẟềẑᴾ ዮᘍπᇹ ᵒᵒ ӭᴾ ዮᘍዅᇹᾀᵖ ӭᴾ  ᵑᵎ ࠰ ᵑ உ ᵐᵕ ଐẕᴾ

ᾀᴾ ˓ԡೌᎍỊẆ᧓ಅѦᎰՃửဇẴỦئӳỆấẟềẆʴʙᨈᙹЩᾇḘᾀᾁίˌɦẐᙹЩẑểẟạẇὸᇹᾃᾅவᇹᾁᇹᾁӭӏỎʴʙᨈᙹ
ЩᾇḘᾀᾁίᎰՃỉ˓βὸỉᢃဇỆếẟềίᾁᾀ࠰ᾂஉᾀᾇଐʴ˖ḘᾄᾂᾁẇˌɦẐᢃဇᡫჷẑểẟạẇὸᇹᾃᾅவ᧙̞ᇹᾂỆᙹܭẴỦئ
ӳỆỊπѪỆợỤễẟẮểầỂẨỦểẰủềẟỦầẆܼπѦՃඥίଯԧᾁᾁ࠰ඥࢷᇹᾀᾁӭὸỆܭỜỦሁӕৢỉҾЩӏỎ˓βỉఌ
ஜؕแίጚɼ፯ỉҾЩὸử៊ộảẆ˓ԡೌᎍỊẆẮủỤỉᙹܭỆợỦπѪỆợỤễẟဇỊẆӷɟỉᎍỆếẟềᡲዓᾁׅửᨂࡇểẴỦ
ợạѐỜỦờỉểẴỦẮểẇᴾ
ᾁᴾ ᙹЩᇹᾃᾅவᇹᾁᇹᾁӭỆਫ਼ậỦئӳỆᛆ࢘ẴỦờỉểẲềπѪửᘍỪễẟئӳỆỊẆӷӭӏỎᢃဇᡫჷᇹᾃᾅவ᧙̞ᇹᾂỆܭ
ỜỦئӳỆᛆ࢘ẴỦẮểỆếẟềẆ˓ԡೌᎍầӈദỆЙૺẴỦẮểẇᴾ
ᾂᴾ ˓ԡೌᎍỊẆᙹЩᇹᾃᾅவᇹᾁᇹᾁӭӏỎᢃဇᡫჷᇹᾃᾅவ᧙̞ᇹᾂỉᙹܭỆợụπѪỆợỤễẟဇửᘍạئӳỂẝẾềờẆ᩿

ᴾ ᧓ಅѦᎰՃỉဇỊẆʴʙᨈᙹЩᾇḘᾀᾁίᎰՃỉ˓βὸᇹᾃᾅவỉᙹܭỆؕỀẨẆ᩿ӏỎኺഭᚸܭẸỉ˂ỉᢘܯỉ૾ඥỆợỦ
ᏡщỉܱᚰửኺềᘍạểểờỆẆဇỆ࢘ẺẾềỊҾЩểẲềπѪửᘍạ࣏ᙲầẝỦểẰủềẟỦểẮỨỂẴầẆʻᑍẆɦᚡỉểấụẆСࡇ
ỉᢃဇỆ࢘ẺẾềỉသॖໜሁỆếẟềૢྸẲộẲẺỉỂẆᾁᾁ࠰ᾀஉᾀଐˌᨀẆɦᚡỉʙỆသॖỉɥẆСࡇỉᢘദễᢃဇử
ẾềẪẻẰẟẇᴾ

ჺ᧓ѮѦᎰՃӏỎ૾עπѦՃඥᇹʚҗʚவỉʚᇹɟᇹʚӭỆਫ਼ậỦᎰՃίḤἧἽἑỶἲ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃỉẮểὸỆݣẲẆዅ૰ӏ
ỎᝲửૅዅẲễẬủịễẟẇᴾ
ᴾ
Ẕᡫჷᴾ Ẑ᧓ಅѦᎰՃỉᢘЏễဇỆếẟềẑẕᴾ ᴾ ίᾁᾁ࠰ᾇஉᾀଐʴ˖ḘᾈᾆᾁὸίʴʙᨈʙѦዮޅʴᧈޅႆὸᴾ
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24

ᴾ

ᴾ

ĭ іܹ ă πѦܹᙀΝСࡇ ьλவˑᲢ૾עπѦՃܹᙀΝඥƴؕƮƘᲣ ૾עπѦՃσฎኵӳඥƱӷơவˑŵ
Į ᡚᎰ ă ᡚᎰ࢘Сࡇ
ьλவˑᲢᡚᎰ࢘ƴ᧙Ƣǔவ̊ᲢకᲣă Ӳᐯ˳ƷᡚᎰ࢘வ̊ŴܼπѦՃƸܼπѦՃᡚᎰ࢘ඥᲣ
ȷ˓ဇƕʙܱɥዒዓŵ
ȷȕȫǿǤȠᲢ ᧓  ЎᲣˌɥѮѦଐƕஉ  ଐˌɥƷஉƕࡽƖዓƍƯ  உǛឬƑǔŵ
ȷˌᨀǋȕȫǿǤȠѮѦƕᙲƢǔƱƞǕƯƍǔŵ
ȷᐮᎰՃƸ˓ဇ࢘ଐƔǒᢘဇᲢžࠝѮѦǛᙲƢǔᎰſƴݼƘӷவ̊ɥƷžᎰՃſƱˮፗƮƚǒǕǔᲣ
ŵ

ȷˌᨀǋȕȫǿǤȠѮѦƕᙲƢǔƱƞǕƯƍǔŵ
ȷᐮᎰՃƸ˓ဇ࢘ଐƔǒᢘဇᲢžࠝѮѦǛᙲƢǔᎰſƴݼƘӷඥɥƷžᎰՃſƱˮፗƮƚǒǕǔᲣ

ȷȕȫǿǤȠᲢ ᧓  ЎᲣˌɥѮѦଐƕஉ  ଐˌɥƷஉƕࡽƖዓƍƯ  உǛឬƑǔŵ

Ĭ ͤࡍ̬ᨖȷ࠰ ă ૾עπѦՃσฎСࡇ
ьλவˑᲢ૾עπѦՃσฎኵӳඥƴؕƮƘᲣ
ȷ˓ဇƕʙܱɥዒዓŵ

Ẕᡫჷᴾ Ẑ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃСࡇỉݰλሁỆ̞Ủ૾עπѦՃσฎẆπѦܹᙀΝӏỎᡚᎰ࢘ỉӕৢẟỆếẟềẑᴾ ỉಒᙲᴾ
ᵐᵎᵏᵖᵆᵑᵎᵇ࠰ᵑஉᵐᵕଐᴾ ዮѦႾᐯᘍޅπѦՃᢿπѦՃᛢ

ṟዅɨᴾ ᴾ ᴾ И˓ዅỉൿܭẆଞẆଞዅሁỆếẟềẆࠝѮᎰՃί˓ỉܭỜỉễẟࠝѮᎰՃẟỪỡỦẐദᙹᎰՃẑˌɦӷẳὸỆᢘဇẰủ
ỦؕแỆแẳềᢘЏỆᢃဇẴỦẮểẇᴾ
Ṡϐࡇỉ˓ဇᴾ ᴾ ᴾ ˓˄ᎰՃửϐࡇဇẴỦᨥỆờẆᇤʗᚾ᬴ộẺỊᢠᎋỆợỦᏡщܱᚰửኺẺɥỂ˓ဇẴỦẮểẇẮỉئӳẆኽௐể
ẲềϐࡇӷɟỉᎰỆ˓ဇẰủỦẮểỊڳậỤủễẟẇộẺẆϐࡇ˓ဇẴỦᨥỉዅɨỊẆࠝѮᎰՃỆᢘဇẰủỦؕแỆแẳềẆᎰѦኺ᬴
ሁỉᙲእửᎋॾẲềܭỜỦỔẨỂẝỦẮểẇᴾ

Ṟ˓˄ᎰՃСࡇỉဇᴾ ᴾ ᴾ ોദඥỉᘍử៊ộảẺẆᐮὉ᩼ࠝѮᎰՃỉ˓ဇఌਗỉᢘദ҄ỆˤẟẆႻ࢘ỉ᧓˓ဇẰủỦᎰՃ
ửݼẬỦỔẨಅѦỆࢼʙẴỦᎰỂẝụẆẦếẆᙐૠ࠰ỆỪẺỦ˓ᚨܭầӧᏡỂẝỦᎰầנ܍ẴỦẮểầଢỤẦỆễẾẺئӳỆỊẆᐮ
Ὁ᩼ࠝѮᎰՃСࡇỂỊễẪẆ˓˄ᎰՃСࡇỉᆢಊႎễဇử౨᚛ẴỦẮểẇᴾ
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ȷٻҡ ࣎ྸ  ٻҡܖഭưဇ  ӭ̷ьምŵஜࠊƷᎰѦኺ᬴Ʒǈᎋॾŵ
 ଞዅƸᲫኢ  ӭ̷ǇưᲮӭ̷ŵˌᨀ  ࠰ƴ  ӭ̷ŴᲫኢ  ӭ̷Ǜɥᨂŵ

ŨȕȫǿǤȠ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƷዅ૰൦แƸИӭዅᲢᲫኢᲫӭ̷ᲣǛؕᄽŵȑȸȈǿǤȠ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƸŴѮѦ᧓ૠ
ƴࣖơƯлᓳƠŵ
ŨᎰѦኺ᬴ሁƷᎋॾᲢܖഭȷЭഭȷଞዅᲣ
ȷʙѦᙀяĬ ᎰѦኺ᬴ሁƷᎋॾᲢܖഭȷЭഭȷଞዅᲣƠŵ
ȷʙѦᙀяĭ ஜࠊƷᎰѦኺ᬴ƷǈᎋॾŵଞዅƸᲫኢᲯӭ̷ǇưᲮӭ̷ŵ  
 ˌᨀŴᲫ࠰ƴᲫӭ̷ƱƠŴᲫኢᲳӭ̷Ǜɥᨂŵ

 ؏࢘ьምࢸᴽᲣǛଞዅɥᨂƱƢǔŵ

Ƃ᳇Ⴤࠊ ƃ

 ǋƬƺǒʙѦᙀяǍ˺ಅƷǈǛᘍƏƜƱƷƳƍǑƏƴදॖŵٻҡИ˓ዅ  ኢ
  ӭᲢᴽă؏ע࢘ьምࢸᴽᲣǛଞዅɥᨂƱƢǔŵ
ȷ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃ
 ಅѦᘍɥưȷβᚩǛ࣏ᙲƱƢǔǋƷŵჷᜤǍኺ᬴ǛǋƬƯ˓ဇƢǔᎰ  
 ưƸƳƍŵٻҡИ˓ዅ᫇ƴ  ࠰ǛьምƠƨ᫇  ኢ  ӭᲢᴽ ă  ע

Ũஉ᫇إᣛƴ؏ע࢘Ǜьምŵ
Ũإᣛ൦แƴɟܭƷɥᨂǛᚨƚǔŵ
Ũ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƷғЎ
ȷ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃ
 ܭႎᙀяႎಅѦƴࢼʙƢǔƱƱǋƴŴឪకሁǛᘍƏƜƱǛेܭƠƯƍǔŵ

Ƃ᳣Ⴤ ᲢᲣƃ
ŨȑȸȈǿǤȠưƷ˓ဇǛؕஜƱƢǔŵ

Š˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƴ᧙Ƣǔᐯ˳࢘ޅƷ੩కಒᙲ
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ʙѦᲽ
Ⴛᛩ
Ⴛᛩ
ႻᛩᲽ
ႻᛩᲾ































>ᲢࣱڡǻȳǿȸᧉݦՃƸƜƷˮፗƮƚᲣ
>
>ᲢࣱڡǻȳǿȸႻᛩՃƜƷˮፗƮƚᲣ
>
>

ƸٻҡИ˓  ኢ  ӭᲢ> Ǜ ᳢᳢ƢǔƱ>ᲣǛଞዅƷɥᨂƱƠŴƦǕƧǕƷғЎƝƱƴჄᐯƷᛦૢ᫇
ǛɥʈƤŵ
Ũᛦૢ᫇Ჴᛦૢ᫇Ƹ  ҥˮǛ> ƱƠƯŴʙѦƴƸᛦૢ᫇ƷɥʈƤƳƠŴʙѦƴƸ  ҥˮɥʈƤᲢ>Უ
ŴʙѦᲽƴ







ŨଞዅᲴྵᘍ᩼ࠝѮᎰᲢᡵ ᳢ѮѦ ᎰѦƴǑƬƯஉ᫇إᣛ᫇ƴࠀီƋǓᲣ
 ʙѦƷஉ᫇إᣛ >
 ʙѦ      >

˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƴƭƍƯƷ੩కϋܾᲢ ࠰  உ  ଐ ྚؖჄעπі৵ᘔᲣ
ŨИ˓ዅ˄ƚᲴ ኢ  ӭǛؕᄽƱƠƯŴЭഭ੭ምЎǛɥʈƤŵ

ಅ୍ӏਦݰ࢘ŴႻ࢘᫇Ǜૅዅŵ

Ƃ᳛Ⴤ ƃ
Ũ᩼ࠝѮᎰƸ܍ፗŴᐮᎰՃƸᎰƷᙸႺƠǛᘍƏŵ


Ƃ᳅ᳩჄ ᲢᲣƃ
Ũ ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƝƱƴπѪƕҾЩŴᎰƴǑǓ  ࠰᧓Ტ ׅᲣƸ᩼πѪŴᏡщܱᚰƷǈưϐࡇ˓ဇƢǔŵ
ŨЭഭ੭ምƸࠝѮᎰՃӷಮᘍƏŵƦǕƧǕƷᎰƴɥᨂᚨܭǛƓƜƳƍƦƷርưዅɨǛൿܭƢǔŵ
ŨȑȸȈǿǤȠ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƴǋŴ؏ע࢘ŴᡫѮ࢘ᲢᝲဇࡰΝᲣ
ŴཎഷѮѦ࢘ŴܿଐႺ࢘Ŵ᧓ٸѮѦ࢘Ŵᠾ

Ũ࢘ƸŴ * ࠰ᲬᲨᲰஉૅዅƴӼƚŴૅዅྙǛെ᨞ႎƴࡽƖɥƛŵ
ŨྵᘍƷᐮᎰȷ֚ᚠƷዅɨ൦แǛɦׅǔئӳƸŴ * ࠰ǇưŴྵᘍСࡇǛ  
 ᢘဇŵ
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Ƣǔŵ

  ੭ምƷݣᝋƸŴ᭗ҡˌࢸƷኺ᬴ƱƢǔƕŴβᚩᎰƷئӳƸβᚩӕࢽˌࢸŴИ˓ዅؕแƕɶҡƷئӳƸɶҡˌࢸƷኺ᬴Ʊ

Ź ᎰѦኺ᬴ሁƷኺ᬴࠰ૠƸŴദᙹᎰՃƴแơƯ੭ምǛᘍƏŵ

  ᎰѦƷኢƕИ˓ዅؕแƷɦˮƷኢƷئӳƸŴИ˓ዅؕแƷႺᡈɦˮƷӭዅǛɥᨂƱƢǔŵ

Ź ӭዅƷɥᨂƸŴؕᄽƱƳǔዅ૰ᘙƷИ˓ዅؕแƷӭዅƱƢǔŵ

ᲢҾЩŴƦƷᎰѦƷɶưஇǋɦˮƷኢƱƢǔᲣ

Ź ᎰѦƷኢƸŴؕᄽƱƳǔዅ૰ᘙƷሁኢКؕแᎰѦᘙǛ៊ǇƑƯൿܭƢǔŵ

Ũإᣛ᫇ƸŴǄƱǜƲƷᎰՃƕ Ჟ᳸ᲟƷࡽƖɦƛŵྵಅᎰƸ Ჟ᳸ᲟƷࡽƖɦƛŵ

ǔȷȷȷ ă ࢘ޅƸ  உ  ଐƷʩฏưٰ˞ƷዜਤǛᘙଢᲣ
ſ

Ƃ᳛Ⴤ ᲢᲣƃ

žዮѦႾƔǒƸŴ ࠰ࡇƷٰܓɟƸ᧓ྙ  ưૅዅƢǔǑƏࢍƘਦᅆƞǕƨſ
ž˞ୗСࡇƸπ᩼ࠝѮƱƋǘƤǔᲢྵנ᩼ࠝѮᎰՃƴɨƑƯƍǔ࠰ഏஊዅ˞ୗƱƸКƴ˄ɨƠƯƍǔٰ˞ܓୗƸࡑഥƢ

Ǣȃȗ
ŨƦƷ˂ʴʙᛢƷႆᚕᲴ
žСࡇોദƴƋƨǓŴᐮȷ᩼ࠝѮᎰՃƷʴˑᝲዮ᫇ƕྵᘍƷ ǢȃȗᆉࡇƴӓǇǔǑƏƴᚨܭƠƨŵƦǕˌɥưƸᝠ࢘
ޅƕᛐǊƳƍŵſ

è ᩼ࠝѮᎰՃˌٳƴ  ƔஉҥˮڎኖƷᐮᎰՃƕٶૠဇƞǕƯƍǔᲢྚؖჄƸ  வᐮႎ˓ဇᎰՃưƸƳƘŴჄᐯ
ƷଐŷᨽဇᎰՃƱˮፗƮƚᲣ
è ྵנƷ᩼ࠝѮᎰՃǛჄ੩కƲƓǓƴЭഭ੭ምƢǔƱٶƘƷᎰՃƕИ࠰ࡇƔǒ  ኢ  ӭƴˮፗƮƚǒǕǔŵǑƬƯˌᨀ
ƷଞዅƸƳƠŵ
Ũ࠰ӓᲴ ࠰ࡇƷ࠰ӓƸኖ ᲟƷɦƛŵྸဌƸٰܓɟƕנᎰ᧓ྙ  ƱƳǔƨǊŵ ࠰ࡇ࠰ӓƸኖ Ჟ

Ƹ  ҥˮŴႻᛩᲽƴƸ  ҥˮᲢ>ᲣɥʈƤሁȷȷȷȷŵ
ŨᎰѦғЎᲴʙѦȷႻᛩƴƦǕƧǕᲾғЎȷᲿғЎǛૼᚨŵ
Ũ؏ע࢘ᲴჄ؏ע࢘ Ƹإᣛ᫇ƴɥʈƤƢǔŵ
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28

Ũ᩼ࠝѮ֚ᚠᎰՃᲢྵ  ʴᲣǛʻࢸ  ࠰᧓ư  ถǛႸƴЪถƴѐǊǔŵ
Ტ உ  ଐ ࠊᘍᝠો᪃ਖ਼ᡶஜᢿ˟ᜭ Ӳ
ᢿޅƴ૾ᤆᡫჷᲣ


Ƃ᳥Ⴤᳯࠊ ƃ

ƛྙᲢኖŢᲟᲣǛᎋॾƠƯൿܭƢǔŵ

Ź ӭዅƷɥᨂƸŴИ˓ዅؕแƔǒ  ӭ̷Ტ ࠰ᲣƝƱƴɥˮƴᚨܭƢǔƜƱƱƠŴྵᘍإᣛ᫇ƕஉ᫇  ɢόƷᎰƷࡽƖɦ

ዅƷɥᨂؕแǑǓɥˮƴᚨܭƢǔƜƱƱƢǔŵ

Ź ྵᘍإᣛ᫇ƕஉ᫇  ɢόǛឬƑǔᎰƴƭƍƯƸŴҾЩŴᡫࠝƷᎰƴൔǂƯᎰѦƷᩊࡇǍࣱᧉݦƕ᭗ƍᎰƱƠƯŴӭ

όŴŢᲟᲣ

 ȷᠾʙՃŴအ২ՃŴᛦྸՃሁ ᆆᘍࢸᲢɥᨂᲣ
Ჴ-ᲫᲧᲭᲢɶҡИ˓ዅؕแᲣஉ᫇  ό ࠰᫇  όᲢŢ

ŢᲟᲣ

 ȷᩓᛅʩ੭ŴႳᙻՃሁ ᆆᘍࢸᲢɥᨂᲣᲴ-ᲫᲧᲱᲢɶҡИ˓ዅؕแᲣஉ᫇  ό ࠰᫇  όᲢŢ όŴ

 ȷᢃ᠃ٟ  ᆆᘍࢸᲢɥᨂᲣ
Ჴ-ᲫᲧᲫᲳᲢ᭗ҡИ˓ዅؕแᲣ உ᫇  ό ࠰᫇  όᲢŢ όŴŢᲟᲣ

żྵಅᎰŽ

żჃᜱࠖŽ ȷᆆᘍࢸᲢɥᨂᲣ
Ჴ,ᲬᲧᲯᲢჺ  ٻҡИ˓ዅؕแᲣ உ᫇  ό ࠰᫇  όᲢŢ όŴŢᲟᲣ

ż̬ͤࠖŽ
ȷᆆᘍࢸᲢɥᨂᲣ
Ჴ,ᲬᲧᲫᲫᲢٻҡИ˓ዅؕแᲣ உ᫇  ό ࠰᫇  όᲢᲥ όŴᲥᲟᲣ

ɥᨂƱƢǔ

  èٻҡИ˓ዅؕแƸ +ᲬᲧᲫƩƕŴᎰѦƷኢƕ  ኢƱƳǔƨǊŴ+ᲬᲧᲫƷႺᡈɦˮƱƳǔ  ኢƷӭዅᲢ+ᲫᲧᲬᲭᲣǛ

 ȷᆆᘍࢸᲢɥᨂᲣᲴ+ᲫᲧᲬᲭᲢٻҡИ˓ዅؕแèᲣஉ᫇  ό ࠰᫇  όᲢŢ όŴŢᲟᲣ

żྸܖၲඥٟŴٟŴ˺ಅၲඥٟŽ

żྎҔࠖŽ èྵᘍإᣛƕ  όǛឬƑǔƨǊКᡦૢྸ

 ȷᆆᘍࢸᲢɥᨂᲴ#ᲫᲧᲬᲯᲢٻҡИ˓ዅؕแᲣ  உ᫇  ό  ࠰᫇  όᲢŢ όŴŢᲟᲣ

 ȷྵᘍᲴஉ᫇  ό  ࠰᫇  ό

żᘍᎰŽ
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ȷȕȫǿǤȠ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƴݣƠŴឬᢅѮѦ࢘Ŵ˞ଐዅŴٸѮ࢘ӏƼ؏ע࢘ƴƭƍƯࠝѮᎰՃƷӕৢƍƱӷಮƴ
ૅዅŵ
ȷȑȸȈǿǤȠ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƴݣƠƯƸŴឬᢅѮѦ࢘Ŵ˞ଐዅӏƼٸѮ࢘ƴแơƨ࢘Ⴛ࢘᫇ǛإᣛƱƠƯૅዅŵ
ǇƨŴɟᢿƷᎰǛᨊƍƯŴ؏ע࢘ƴแơƨ࢘Ⴛ࢘᫇ǛإᣛƱƠƯૅዅŵ
Ũ࢘

ኺ᬴ǛӒପƠƨӭዅǛьምƠƯŴዅ૰ȷإᣛ᫇ǛൿܭƢǔŵƜƷئӳŴ੭ምƴƸŴࠝѮᎰՃƱӷಮƷ૾ඥưᘍƏƜƱƱƠŴ
੭ምྙƸ  лƱƢǔŵ
Ũᜂ࢘

ȷ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƷዅ૰ȷإᣛ᫇ƴƭƍƯƸŴҾЩƱƠƯࠝѮᎰՃƷƍƣǕƔƷዅ૰ᘙǛᢘဇƠƯൿܭƢǔŵ
ȷኺ᬴ьምƴƭƍƯƸŴϐࡇƷ˓ဇƴƓƍƯŴ˓ԡೌᎍƕ࣏ᙲƱЙૺƢǔᎰƕƋǔئӳƴƸŴЭ࠰ࡇƷ˓ဇƴƓƚǔᎰѦ

Ũዅ૰ᘙ
ȷ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƴᢘဇƢǔዅ૰ᘙƸŴࠝѮᎰՃƱӷಮƱƢǔŵ
Ũዅ૰ȷإᣛ᫇ƷൿܭƴƭƍƯ

ẔிʮཎКғᴾ ᵐᵎᵏᵖᵏᵎᵐᵐẕᴾ ᴾ
ғᧈ˟ƔǒཎғᡲᲢ ཎКғƷᎰՃኵӳƷᡲዂኵጢᲣƴݣƠƯ੩కŵ

ǤȠᎰՃƴƸᡚᎰ࢘ૅዅŴ࠰  ޓǇưƷᎰՃƴƭƍƯƸஉ᫇إᣛƴɥʈƤƠƯฌምŵ


ŨଞዅᲴ࠰  ӭଞዅ
ŨଞዅɥᨂᲴ ኢ  ӭᲢ ࠰ǇưଞዅƋǓᲣăྵᘍࠗנዅǛИ࠰ƱƠƯૼƨƴ  ࠰ƷଞዅǛᘍƏŵ
Ũ࢘Ჴᡵ  ଐˌɥѮѦᎰՃƴѮѠ࢘ЎǛԃǊƯૅዅăѮѠ࢘Ⴛ࢘᫇ǛᨊƖŴƢǂƯƷᎰՃƴૅዅŴྵנƷૅዅݣ
ᝋᎍƸྵዅ̬ᨦƢǔŵ
ŨᡚᎰ࢘Ჴஉ  ଐˌɥѮѦƕ  உǛឬƑǔǋƷƴᡚᎰঀіᲢѮዓ࠰ૠƴǑǓଐዅ  ଐЎ᳸ ଐЎᲣǛૅዅăȕȫǿ


Ƃ᳣Ⴤ᳀ᳯࠊ ƃ
ŨИ˓ዅᲴྵᘍưǋࠝѮᎰՃƷИӭዅǛɥׅǔ
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Ũ࢘ᲢȜȸȊǹᲣᲴࠝѮƷૅዅஉૠǛૅዅƢǔŵ
Ũ˞ୗᲴྵנƷ˞ୗСࡇǛؕஜƱƢǔŵ

ŨϐࡇƷ˓ဇᲴӧᏡƱƢǔŵƨƩƠŴᲯ࠰ኺᢅƸˌᨀᲭ࠰ƝƱƴπѪǛܱƢǔŵ
ŨѮѦ᧓Ჴ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƸμƯȑȸȈǿǤȠƱƢǔŵᲢࠝѮᎰՃƷ  ǛឬƑƳƍርϋᲣ
ŨإᣛᲴࠝѮᎰՃƱแႎᢃဇᲢዅ૰ᘙƷᢘဇŴЭഭ੭ምᲣǛ៊ǇƑƨᚨܭƱƢǔŵ ࠰ࡇƴࡽƖዓƖѮѦƢǔᎍƸŴҾ
ЩŴྵᘍ൦แƱƢǔŵ
ŨᡫѮᝲᲴࠝѮᎰՃƷᡫѮ࢘᫇ǛɥᨂƴŴࠝѮᎰՃƱӷಮƴૅዅƢǔŵ


Ƃ᳂᳣Ⴤ  ƃ
Ũ˓ᲴᲫ࠰ˌϋ

ƂிʮᣃᲢᲣƃ
Ũᚘ  ࠰ǇưƸ᩼πѪưᏡщܱᚰƴǑǔϐࡇ˓ဇŴ ࠰ႸƴƭƍƯƸπѪᢠᎋŵ

ŨإᣛૅዅǛஉ᫇СƔǒƢǂƯଐ᫇СǇƨƸዅСƴƢǔŵ
Ũவ̊ƴƓƍƯŴᎰᆔƝƱƴإᣛƷɥᨂǛ᫇ᲢኢưƸƳƍᲣưᚨܭƢǔŵ
Ũإᣛؕஜ᫇ƷьምᲢଞዅᙸӳƍᲣǛኺ᬴࠰ૠᲭ࠰Цǈưᚨܭŵ
Ũ᧓ٳѮѦ࢘ьምǛ ᳸ ƷርƱƢǔŵ

ŨᡚᎰ࢘
ȷȕȫǿǤȠ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƴݣƠŴؕஜႎƴƸࠝѮᎰՃƷ୍ᡫᡚᎰƷئӳƷӕৢƍǛӷಮƴૅዅŵ

Ƃ᳃ᳱჄ᳣ထᲢᲣƃ
ŨƢǂƯƷ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃǛȑȸȈǿǤȠƱƢǔŵ

ȷҾЩƱƠƯŴ˓ƕᲰஉˌɥƷ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃƴݣƠૅዅŵ
ȷ࢘᫇Ʒምܭȷૅዅ૾ඥሁƴƭƍƯƸŴҾЩƱƠƯࠝѮᎰՃƷӕৢƍƱӷಮƱƢǔƕŴૅዅஉૠƴƭƍƯƸᲫ࠰᧓Ʒኺᢅ
᧓ǛᚨƚŴെ᨞ႎƴࡽƖɥƛǔŵᲢݰλ࠰ࡇƸŴࠝѮᎰՃƷ࢘ƷૅዅஉૠƴᲬЎƷᲫǛʈơƯࢽƨஉૠᲣ
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ஂ႐ᕷ㆟᭶ᐃ ᕝ㎶⨾ಙ୍⯡㉁ၥࠕィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࠖࡘ࠸࡚ࡢ⟅ᘚ᭩
 
ࠐ㸰␒㸦ᕝ㎶⨾ಙ㆟ဨ㸧ィᖺᗘ௵⏝⫋ဨไᗘࡣࠊ⮫ࠊ㠀ᖖ⫋ဨࡢฎ㐝ᨵၿᏳᐃ㞠
⏝ࡢ☜ಖ࡞ࡿไᗘࡍࡁࠋᆅ᪉බົဨἲཬࡧᆅ᪉⮬ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࡀ
ᖺ㸳᭶᪥ྍỴᡂ❧ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢἲᨵṇࡼࡗ࡚ࠊ⮬య࡛ാࡃ⮫ࠊ㠀ᖖ➼⫋ဨ
ࡢከᩘࡣࠊ᪂ࡓ࡞୍⯡⫋⮫ࠊ㠀ᖖ⫋ဨ࡛࠶ࡿィᖺᗘ௵⏝⫋ဨ⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ
࡞ࡾࡲࡍࠋ㞠⏝⥅⥆ṇつ⫋ဨࡢᆒ⾮ࢆồࡵࡿἲᨵṇࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓไᗘタィࡀ
ᚲせ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ⮫ࠊ㠀ᖖ⫋ဨࡢฎ㐝ࡀᨵၿࡉࢀࠊാࡁࡀ࠸ᕼᮃࢆᣢࡗ࡚ാࡃ
ࡇࡀ࡛ࡁࠊᏳᐃ㞠⏝ࡘ࡞ࡀࡾࠊࡦ࠸࡚ࡣᕷẸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿไᗘ࡞ࡿ
ࡢᮇᚅࡽࠊḟࡢ㡯┠ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧⮫ࠊ㠀ᖖ⫋ဨࡢ㓄⨨≧ἣࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊ⥲ົ┬ࡣᖺᗘ୰௵⏝ࡋࡓ⮫ࠊ
㠀ᖖ⫋ဨࡢ≧ἣᐇែㄪᰝࡢᐇࢆ㏻▱ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖺᗘ୰௵ᮇࡸົ㛫ࡢ⏫༢
ࢃࡽࡎࠊఱேࡢ᪉ࡀ⮫ࠊ㠀ᖖ⫋ဨࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡓࡢ࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
ἲᨵṇᚋィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡢᑐ㇟⪅ᩘࡣఱே࡞ࡿࡢ࠾ఛ࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧ィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡢ⤥య⣔ࡣࡢࡼ࠺᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࡢ⤥య⣔
ࡢ㐪࠸ࢆ࠾♧ࡋࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸱㸧ィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡢఇᬤࠊ⫱ඣఇᴗ➼ࡣࡢࡼ࠺᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࡢఇ
ᬤࠊ⫱ඣఇᴗ➼ࡢ㐪࠸ࢆ࠾♧ࡋࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸲㸧⌧ᅾࡢ⮫ࠊ㠀ᖖ⫋ဨࡀ᪂ไᗘࡼࡗ࡚ࠊ≉ู⫋㠀ᖖ⫋ဨィᖺᗘ௵⏝⫋ဨ
ศࢀࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ௵⏝࣮ࣝࣝࡣࡢࡼ࠺᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦㸳㸧ィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡋ࡚ࡢ᥇⏝ࡲࡓࡣ᭦᪂ࡢ⫋ົ⤒㦂ࡢせ⣲ࢆ⪃៖ࡋࡓึ௵⤥
ࡢ᱁ࡸ᪼⤥ไᗘࡘ࠸࡚ࡢࡼ࠺᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࡢ᥇⏝ࠊ᭦᪂ࡢ㐪
࠸ࢆ࠾♧ࡋࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸴㸧ィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡣࠊࣇࣝࢱ࣒⫋ဨࣃ࣮ࢺࢱ࣒⫋ဨࡢ㸰㏻ࡾࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ົ㛫ࠊ⤥ࠊࡑࡢᡭᙜ࡞ࡢ㐪࠸ࢆ࠾ఛ࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸦㸵㸧ࣇࣝࢱ࣒⫋ဨࣃ࣮ࢺࢱ࣒⫋ဨࡣࠊᮏேࡢᕼᮃࡼࡾ㑅ᢥ࡛ࡁࡿไᗘ࡛࠶ࡿ
ࡁ⪃࠼ࡲࡍࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⌮ゎ࡛ࡼ࠸ࡢ࠾ఛ࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸦㸶㸧ᖺ㸲᭶ࡽࡢᐇྥࡅ࡚ࠊไᗘࡢ᮲࡞ලయⓗ࡞ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡘ࠸࡚
࠾ఛ࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ࠐ⥲ົ㒊㛗 㡯┠㸲ࡢࡈ㉁ၥᑐࡋࡲࡋ࡚㡰ḟࡈ⟅ᘚ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧ᖹᡂᖺᗘᮏᕷ࠾࠸࡚⮫ࠊ㠀ᖖ⫋ဨࡋ࡚ാ࠸ࡓ᪉ࡣࠊᆅ᪉බົဨἲ➨㸱
᮲➨㸱㡯➨㸱ྕࢆ௵⏝᰿ᣐࡋࡓ≉ู⫋㠀ᖖ⫋ဨࡀேࠊᆅ᪉බົဨἲ➨᮲➨㸳㡯
ࢆ௵⏝᰿ᣐࡋࡓ⮫ⓗ௵⏝⫋ဨࡀேࠊྜィ࡛ே࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᖹᡂᖺ
ᗘ୰ࡢ⮫ࠊ㠀ᖖ⫋ဨᩘࢆᇶ♏ࡋࡓἲᨵṇᚋࡢィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡢᑐ㇟⪅ᩘࡣே
ぢ㎸ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ

31
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㸦㸰㸧ィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡢ⤥ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ⥲ົ┬ࡢ࣐ࢽࣗࣝᇶ࡙ࡁࠊᖖ⫋ဨ
ࡢึ௵⤥ࢆୖ㝈㢠ࡋ࡚⫋ဨಶࠎ⤥ᩱࢆ᱁ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ᳨ウࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡇ
ࡽࠊ⫋✀ࡈ୍ᚊ⤥ࡲࡓࡣ᪥⤥➼ࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᅾࡢሗ㓘ࡸ㈤㔠ẚࠊ⫋
ဨಶࠎ⤥ᩱࡀ␗࡞ࡿⅬ࡛㐪࠸ࡀฟ࡚ࡃࡿぢ㎸ࡳ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
㸦㸱㸧⌧ᅾᮏᕷ࠾ࡅࡿ⮫ࠊ㠀ᖖ⫋ဨࡢఇᬤࠊఇᴗไᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊẼఇᬤࡸ⫱ඣ
ఇᴗ➼ࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣẼఇᬤ➼ࢆྵࡵࠊᖖ
⫋ဨࡢไᗘ㏆࡙ࡅࡿࡇࢆ᳨ウࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡇࡽࠊ⌧ᅾࡢఇᬤࠊఇᴗไᗘ
ࡼࡾᣑࡍࡿࡶࡢ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸲㸧ᅇࡢἲᨵṇࡼࡾᆅ᪉බົဨἲ➨㸱᮲➨㸱㡯➨㸱ྕࡢ≉ู⫋㠀ᖖ⫋ဨࡢ௵⏝せ
௳ࡀཝ᱁ࡉࢀࡓࡇࢁ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋලయⓗࡣᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑⤒㦂➼ࢆ᭷ࡋࠊຓゝࠊㄪ
ᰝࠊデ᩿➼ࢆ⾜࠺⫋ࠊ࠸ࢃࡺࡿປാᛶࡢప࠸⫋㝈ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡇ
ࡽࠊᨵṇᚋࡢ௵⏝せ௳ヱᙜࡋ࡞࠸≉ู⫋㠀ᖖ⫋ဨࡢከࡃࡣィᖺᗘ௵⏝⫋ဨ⛣⾜
ࡍࡿࡶࡢぢ㎸ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸳㸧ィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡢ᥇⏝ࠊ᭦᪂ࡢ⤥ᩱࡢ᱁ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᖖ⫋ဨࡢึ௵⤥
Ỵᐃᇶ‽ࡸ᪼⤥ࡢไᗘࡢᶒ⾮ࢆ⪃៖ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡇࡽࠊ୍ᚊ⤥
➼ࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᅾࡢไᗘẚࠊᖖ⫋ဨࡢ⤥ไᗘࡢ⪃࠼᪉㏆࡙ࡃぢ㎸ࡳ࡛ࡈࡊ
࠸ࡲࡍࠋ
㸦㸴㸧ึࡵࠊົ㛫ࡘ࠸࡚࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡀࠊࣇࣝࢱ࣒⫋ဨࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ㸯᪥ᙜ
ࡓࡾ㸵㛫ศࠊ㐌㸳᪥ࠊ㐌㛫ศࡢົᑐࡋࠊࣃ࣮ࢺࢱ࣒⫋ဨࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ
㐌㛫ศࡼࡾ▷࠸ົ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ḟࠊ⤥ᩱཬࡧࡑࡢᡭᙜࡘ࠸࡚࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡀࠊࣇࣝࢱ࣒⫋ဨࠊࣃ࣮ࢺࢱ࣒⫋
ဨࡶᖖ⫋ဨྠᵝ⤥ᩱࠊᆅᇦᡭᙜࠊ㏻ᡭᙜࠊᮇᮎᡭᙜཬࡧ㛫እົᡭᙜࢆᨭ
⤥ࡍࡿࡇࢆ᳨ウࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊࣃ࣮ࢺࢱ࣒⫋ဨࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊࣇࣝࢱ࣒
⫋ဨࡢ⤥ᩱ➼ࢆᇶ♏ࡋࠊົ㛫ᛂࡌ࡚ᨭ⤥ࡍࡿࡇࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡈࡊ࠸
ࡲࡍࠋ
㸦㸵㸧ィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡢເ㞟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᴗົෆᐜࡸົ㛫ࡈᐇࡍࡿࡇ
ࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᛂເ⪅ࡀࣇࣝࢱ࣒ࣃ࣮ࢺࢱ࣒ࢆ㑅ࡿไᗘ࡛࠶ࡿ⪃
࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸶㸧ᮏᕷ࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂᖺᗘୖ༙ᮇᅜࠊ┴༠㆟ࢆ㔜ࡡࠊᇸ⋢┴ඹྠ࡛ィᖺ
ᗘ௵⏝⫋ဨไᗘࡢᑟධྥࡅࡓࣔࢹࣝᴗࢆᐇ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࡇࡢࣔࢹࣝᴗࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊไᗘࡢタィࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ⌧Ⅼ࡛ලయⓗ࡞ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ࠾
♧ࡋࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࡀࠊᖹᡂᖺᗘࠊᖺᗘ୰᮲➼ࡢᩚഛࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂᖺࠊ
ᖺ㸲᭶ࡽࡢไᗘࡢᐇྥࡅົࢆ㐍ࡵ࡚ࡲ࠸ࡾࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㉁ၥ㸦୍ၥ୍⟅᪉ᘧ㸧
ࠐ㸰␒㸦ᕝ㎶⨾ಙ㆟ဨ㸧 ィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡘ࠸࡚ᗄࡘ⪺ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸
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ࡲࡍࠋࡲࡎࠊᅇࡢἲᨵṇࡢ㊃᪨࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡘࡲࡾ⮬యࡢ⮫ࠊ㠀ᖖ⫋ဨࡢ
ฎ㐝ࡀἲࡢ㇂㛫⨨ࢀ࡚ࠊ⚾ࡽࡍࢀࡤຎᝏ࡞ປാ⎔ቃ⨨ࢀ࡚࠸ࡓࠊࡑ࠺࠸࠺ࡩ
࠺ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋᅇࡑࡢᨵၿ⤖ࡧࡘࡅࡿࡓࡵࡢἲᨵṇࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ
㎶ࡢࡲࡎㄆ㆑ࡘ࠸࡚☜ㄆࡉࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠐ⥲ົ㒊㛗㸦㓇ᕳᗣ⮳㸧 ⚾ࡶࡶࡈ㉁ၥ⪅ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓෆᐜ࡛ྠࡌࡔ࠸࠺ࡩ࠺
⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᆅ᪉බົဨࡢ⮫⫋ဨࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ࡛ே࠸ࡿ࠸࠺ࡩ࠺ゝࢃ
ࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢฎ㐝ࡀࠊ࠼ࡤ㐺ṇ࡞௵⏝ࠊົ᮲௳ࡢ☜ಖࡀ࡞࡞࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸
࠸࠺ࡼ࠺࡞≧ἣࡽࠊᅇࡢᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࡓ࠸࠺ࡩ࠺⚾ࡶࡶ⪃࠼࡚ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࠐ㸰␒㸦ᕝ㎶⨾ಙ㆟ဨ㸧 ࡑࡢࡇࢆஂ႐ᕷ࠾࠸࡚ࠊࡲࡎࡇࢀࡣ᮲࡛Ỵࡵࡿࢃࡅ࡛ࡍ
ࡽࠊࡑࡢࡇࢆࡐࡦࡶ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡶ࠺୍ࡘࠊᅇฟࡉࢀࡓ
᭱ึࡢ⟅ᘚ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᇶᮏⓗࣇࣝࢱ࣒ࣃ࣮ࢺࢱ࣒ࡘ࠸࡚ࡣᮏேࡢᕼᮃ
࡛㑅ࡿ࠸࠺ࡩ࠺ゝࢃࢀࡲࡋࡓࠋ⤖ᯝⓗ㑅ࡿሙྜ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᕷࡀฟࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠊࡘࡲࡾᅇࡢィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡢࡋ࡚࡛ࡍࠋ࠼ࡤᕷẸㄢࡢ❆ཱྀ࡛࠶ࡿࠊ
ࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶᮏⓗࡣࣃ࣮ࢺࢱ࣒ࣇࣝࢱ࣒ࡢࡑ࠺࠸ࡗࡓ⫋✀ࢆ
ྠ⨨ࡃࡢࠋ࠼ࡤᕷẸㄢ࡛ᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࡅࢀࡶࠊࣃ࣮ࢺࢱ࣒ࡋ࠶ࡾࡲࡏࢇࡼ
ࠊࣇࣝࢱ࣒ࡋ࠶ࡾࡲࡏࢇࡼࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡞ࡢࠊ୧᪉⨨ࡅࡿࡢࠊࡑࢀࡘ
࠸࡚ࡲࡎ☜ㄆࡉࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠐ⥲ົ㒊㛗㸦㓇ᕳᗣ⮳㸧 ࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣࠊ୧᪉⪃࠼ࡽࢀࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋཎㄢࡢ࠺
ㄪᩚࢆࡋ࡞ࡀࡽ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠐ㸰␒㸦ᕝ㎶⨾ಙ㆟ဨ㸧 ࡑ࠺ࡋࡲࡍࠊ⌧ᅾ⮫ࠊ㠀ᖖࡢ⫋ဨࡢ᪉ࡀാ࠸࡚࠸ࡿ⫋
ሙ࠾࠸࡚ࡣࠊᇶᮏⓗࡣࣃ࣮ࢺࢱ࣒ࣇࣝࢱ࣒ࠊࡑࡢ㸰ࡘࡢົᙧែࡀ࠶ࡿ࠸࠺
ࡩ࠺⌮ゎࡋ࡚ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋ
ࠐ⥲ົ㒊㛗㸦㓇ᕳᗣ⮳㸧 ࡑ࠺࠸࠺⫋ሙࡣᙜ↛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࠐ㸰␒㸦ᕝ㎶⨾ಙ㆟ဨ㸧 ࠶⮫ࠊ㠀ᖖ≉ู⫋࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ᪉ࡀே࠸࡚ࠊᑐ㇟
⪅ࡀே࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⣙ேࡢ᪉ࡣ㠀ᖖ≉ู⫋ࡢ࠺࡛ᑐᛂࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡞
ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࠐ⥲ົ㒊㛗㸦㓇ᕳᗣ⮳㸧 ṧࡾࡢேࡄࡽ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ู⫋ࡢ㠀ᖖ⫋ဨ࠸࠺ࡇ
࡛⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠐ㸰␒㸦ᕝ㎶⨾ಙ㆟ဨ㸧 ⌧ᅾ㠀ᖖ≉ู⫋ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿேࡓࡕࡀィᖺᗘ௵⏝⫋
ဨࢃࡿࡢࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊලయⓗ࡞ࢆ♧ࡋ࡚ࠊࡇࡢ⫋ሙࡣィᖺᗘ
௵⏝⫋ဨࢃࡾࡲࡍࡼ࠸࠺ࡇࠊᗄࡘࢆ♧ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠐ⥲ົ㒊㛗㸦㓇ᕳᗣ⮳㸧 ࡞࡞࠸࠺࠶ࢀ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ≉ู⫋ࡢ㠀ᖖ
ࡢ⫋ဨ࡛࠶ࡿேࡀィᖺᗘ௵⏝⫋ဨ࠸ࡃࡔࢁ࠺࠸࠺ࡢࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ࠼ࡤ㏻
ᣦᑟဨࠊ⎔ቃಖࡢᕠどဨࠊᕷẸ㎰ᅬࡢᣦᑟဨࡉࢇෆ⫋┦ㄯဨࡉࢇࠊࡇࢀࡽࡘ࠸࡚
ࡣ≉ู⫋㠀ᖖ⫋ဨࡽィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡢ࠺⛣⾜ࡍࡿ࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚ࡈࡊ࠸ࡲ
ࡍࠋ
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ࠐ㸰␒㸦ᕝ㎶⨾ಙ㆟ဨ㸧 ࡑ࠺ࡋࡲࡍࠊ࠼ࡤ㏻ᣦᑟဨࡢ᪉ᕠどဨࡢ᪉ᣦᑟ
ဨࡢ᪉࡞ࡿࠊᇶᮏⓗࡣࣇࣝࢱ࣒࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࣃ࣮ࢺࢱ࣒࠸࠺ࠊࡑ࠺
࠸࠺ぢ᪉࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࣇࣝࢱ࣒ࡢィᖺᗘ௵⏝⫋ဨ࡛ാ࠸࡚࠸
ࡿ᪉ࡢᑐ㇟࠸࠺ࡢࡣ⌧ᅾࡢ⮫⫋ဨࡢࡳ࡛ࠊ㠀ᖖ≉ู⫋ࡢ᪉ࡽࣇࣝࢱ࣒࠸ࡃ
࠸࠺⫋✀࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
ࠐ⥲ົ㒊㛗㸦㓇ᕳᗣ⮳㸧 ኻ♩ࡋࡲࡋࡓࠋࡢ≉ู⫋ࡢ࠺ࡶࣇࣝࢱ࣒ࡀ࠸ࡿ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ㞠⏝ࡢ᮲௳ࡼࡗ࡚ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊࢣ࣮ࢫ࣭ࣂ࣭ࢣ
࣮ࢫࡔ࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࠐ㸰␒㸦ᕝ㎶⨾ಙ㆟ဨ㸧 ࣇࣝࢱ࣒⫋ဨࠊࣃ࣮ࢺࢱ࣒⫋ဨࡘ࠸࡚ࡶ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ
ᇶᮏⓗࡢṇつ⫋ဨྠࡌࡼ࠺ఇᬤ➼ࡣయྠᵝࡢࡶࡢࡋ࡚⟅ᘚࢆཷࡅࡓࡢ࡛ࡍࡅ
ࢀࡶࠊࡑࡢ⌮ゎ࡛࠸࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ࠐ⥲ົ㒊㛗㸦㓇ᕳᗣ⮳㸧 ࡓࡔ࠸ࡲ᮲ࢆྵࡵ࡚ไᗘタィࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊ⚾
ࡶࡣࡑࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚⪃࠼࡚ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࠐ㸰␒㸦ᕝ㎶⨾ಙ㆟ဨ㸧 ࠶ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊィᖺᗘ௵⏝⫋ဨ࠸࠺ࡢࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡇࢀ
ࡣἲᚊୖࡢྡ๓࡛࠶ࡗ࡚ࠊ᮲ࡼࡗ࡚ኚ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ
ࡇࡣ᳨ウࡉࢀࡲࡍࠋ
ࠐ⥲ົ㒊㛗㸦㓇ᕳᗣ⮳㸧 ⌧ᅾ᮲ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿẁ㝵࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡲࡔࡑࡢ㎶ࡘ࠸࡚ࡣ
ヲࡋࡃࡣ᳨ウࡋ࡚ࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ
ࠐ㸰␒㸦ᕝ㎶⨾ಙ㆟ဨ㸧 ࢃࡾࡲࡋࡓࠋࡓࡔࠊ⥲ົ┬ࡢ୰࡛ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ୰࡛ࡣࠊ
ࣃ࣮ࢺࢱ࣒ࣇࣝࢱ࣒ࡢ⫋ဨࡢⱝᖸࡢ᱁ᕪ➼ࠎࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚
⥲ົ┬ࡀࢆฟࡋࡓࡋ࡚ࡶࠊ᮲࡛ᆒ➼࡛ࡸࡿ࠸࠺ࡇࡣྍ⬟࡞ࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ
ࡇࡣᆒ➼㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࠐ⥲ົ㒊㛗㸦㓇ᕳᗣ⮳㸧 ࡑࡢ㎶ࡢไᗘタィࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡽ᳨ウࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ
ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠐ㸰␒㸦ᕝ㎶⨾ಙ㆟ဨ㸧 ࡐࡦࡶࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡛ᮇᚅࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࠶㸳␒
ࡢ᭱ప㈤㔠ࡢ㛵ಀ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢᆒ➼ᚅ㐝ࡢ㛵ಀࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ⮫ࠊ㠀ᖖ⫋ဨཬ
ࡧ௵ᮇࡘࡁ⫋ဨࡢ௵⏝➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺࡢ⥲ົ┬㏻▱࡛ࡣ㏻㈝⏝ࡸ㛫እࡘ࠸࡚
ࡢ㐺ษ࡞ྲྀࡾᢅ࠸ࠊ㐺ษ࡞✵ⓑᮇ㛫ࡢṇࠊ⫱ඣ࡞ྛ✀ఇᬤไᗘࡢᩚഛࠊᴗົ◊ಟࡢ
ᐇࠊ௵ᮇࡘࡁ⫋ဨࡢ㈤㔠㛵ࡋ࡚ࡣ᪼⤥ࡸ⤒㦂➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྕ⤥ࡢỴᐃࡶྍ⬟ࡍࡿ࡞
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特集 ② 公開セミナー

2019年度地方財政計画と
自治体財政
地方自治総合研究所

菅原 敏夫

この特集は2019年２月２日に行われた公開セミナー「2019年度地方財政計画と自治体財政」
の記録です。録音データをもとに自治研センター事務局が編集したもので、文責は事務局にあり
ます。

浪江理事長 皆さん、お世話になります。国の全
体予算がどうなっていくのか、地方自治体、また
私たちの生活がどうなっていくのか。そういうこ
とを学習しながら今後の私たちの政策なり、ある
いは生活をどうしていくのか考える。そういう場
としてこの時期に毎年行っています。
しかし、残念なことに政府の統計にごまかしが
あることが明らかになってきました。ここ何年か
じゃなくて、かなり前からごまかしが続いている
といいます。政府の統計というのは、国の今の状

36

態がどういう状況にあるのかをはっきり表して、

してもらって、下の子の洋服を買い替えたい。そ

今後どういう政策が必要なのか。そのためにお金

したら、下の子120センチなくて、うそをついて

がどれだけかかるか、税金がどれだけ集まるか、

いて、110センチの洋服がまだ着られたんですね。

そのためには優先順位でどこを優先にお金を使っ

それなのに120センチの洋服を買うと決めても、

ていくのかということも議論されなければならな

まったく無駄になってしまう。

い。そのことの根本が間違っていたというのです

これからの話をされる 一つ一つの財政のこと

から「どうするんのよ」というのが私の気持ちで

は非常に大事です。それは根本的に国の状態が明

す。例えば子どもが上の子が身長150センチにな

らかになっていないと「なんだよ」ということに

りました。下の子は120センチになりました。去

なってしまいますので、地方自治体からも、もっ

年の洋服では下の子は110センチの洋服ですから、

と声を上げて国の姿勢を正していくことが大事な

多分着られないだろう。上の子にはちょっと我慢

んじゃないかなっていうふうに思っています。大
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変、怒った話で申し訳ないんですけど、あいさつ

かけて読んでいくわけですけですが、さいたまの

終わります。

予算も、かつ国の予算も、奇妙な形で膨らんでい
て、水膨れしている。もうちょっと言いますと、

今日、強調したいこと
―奇妙に膨らむ予算・消費増税

�

�

大変欺瞞の多い分かりにくい予算になっていま
す。今年こそ、目を凝らしてそうしたその膨らん
でいる原因を調べて共有していきたいと思うんで

菅原 ２月に入って、ちょっと温かくなったよう

す。今年は自治体も国も、あるいは地方財政全体

な気がするんですが、今日お招きいただいてあり

も、いかにも膨らんでいる。欺くような形で膨ら

がとうございます。浪江理事長をはじめ、埼玉県

んでいる。こんなことは私の結構長い人生の中で

自治研センターの皆さんには、大変お世話になっ

も、珍しいぐらい特徴があるというか、問題の多

ています。また今年も皆さんの前でお話しするこ

い予算、地方財政の見通しになっているというこ

とができて、励みになっております。どうぞよろ

とを、まず最初に申し上げたいと思います。

しくお願いします。レジュメを用意してまいりま

それからもう１点、問題提起しておきたいです、

した。それから、今日の朝刊（さいたま市予算案

消費税のことです。ちょうどこの時期、私どもの

に関する報道：朝日・毎日）を用意していただき

ところにも、雑誌が来ています。『月刊自治研２

ましたので、触れられれば、そのことに触れたい

月号』は「19年度予算のポイント」となっている。

と思います。ちょっと話始める前に、今日、強調

もう一つ、『生活経済政策研究』これも予算の特

したいことを１点、２点お話しして、それで本論

集号で両方とも私なんかよりもずっと偉い先生方

に入りたいと思います。

が書いてらっしゃる。これはどっかで探して読ん

強調点の１点は、毎年のセミナーですが、今年

でいただきたいと思います。両方とも、リベラル

は例年よりちょっと早い。それなので、いつもで

側からの予算の批判的な見方になっていますが、

すと大体、さいたま市の予算とか、埼玉県は結構

読んでみて、一つ奇妙な特徴があるのに気が付き

ゆっくりしていて間に合わないことが多いんです

ました。それは消費税のことです。
『月刊自治研』

けれども、できるだけ早く、具体的な自治体の予

に消費税っていう題名の論文が掲載されているの

算が出たところで、なるたけそれについてお話を

ですが、両方とも消費税に対する批判っていうの

するっていうことを考えてきました。今年は、こ

が一言もないんです。それは多分、井手英策さん

の用意していただいたプリントで分かりますよう

の『幸福の増税論』というのがある。去年の11月

に、さいたま市の予算が埼玉県内で一番早いので

に出てます。この増税論というのは「再配分の財

すが、昨日です。それで、もちろんレジュメに間

源を消費税に求めよ」ということをはっきり書い

に合わないし、それから昨夜、内容が分かったの

ています。「消費税に反対するのは、格差の是正

で調べてみましたが、気の利いたことが言えるほ

に反対することであり、バカなやつなんじゃない

ど深くは調べることはできませんでした。私も、

かって書いてある」のでそれがだいぶ効いたらし

今、浦和駅で新聞を買って、出ているなというふ

くて、消費税がいいってことは書いてあるんだけ

うに思ったわけです。これを見るとさいたま市の

ど、上げるべきだって書いてある。上げたのちっ

予算が一般会計、特別会計合わせて１兆円を初め

ていいますか、上げることによってどういう問題

て超えましたという。国の予算が100兆円ですか

が起こるのか。本当に上げていいのかっていうの

ら、きりが良くてちょうど100分の１ぐらいにな

は、とうとうその議論からなくなってしまったん

っているわけです。この予算を、これから時間を

です。

37
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私は根っからの消費税反対派です。というのは

井手さんと個人的に友人ですから、心苦しいんで

別に高邁な理論があるわけじゃなくて、大学で経

すが、「あなたの言うことは受け入れられない」

済学を勉強して、その間で読んだものは全て「間

と私は、思っているし、彼にもそうは伝えている。

接税は悪い」と書いてあった。アダムスミスの

そういっても私の何倍も影響力が大きいので、と

『国富論』にも間接税は悪いと書いてあるんです。

りわけ今度の10月１日からの消費税増税で起こる

デヴィッド・リカードの本にも間接税は悪いと書

ことなら、それによって組み替えられている財源

いてある。もちろんマルクスも間接税は悪いと書

っていうのは、やっぱりちょっといただけないじ

いてあって、マルクスは同時代に、『間接税と労

ゃないかということを、本論の最後のほうにお伝

働者階級』っていう本を書いて、反対している。

えしたいというふうに思います。

岩波文庫にあったんですけども、なぜかいつの間

レジュメをご覧になってください。

にか絶版になっています。それで、ここのところ
の趨勢はやっぱり、「消費税仕方がないじゃない

「2019年度自治体予算」と書いてあって、そう

か」から、消費税でこそやるべきだっていうとこ

いう表題にしたんですから、始めのもくろみでは、

ろの人が、私が生きている半世紀ぐらいで、そう

今年は統一自治体選挙があるので、みんな早めに

いう人たちが増えてしまった。例えば消費税が良

予算を発表して、早めに議会を得て選挙で頑張ろ

かったとしても、
「今度の10パーセントの増税で、

うというふうになるだろうというふうに思ってい

どういうことが起こるのか」というのをもうちょ

たんです。ちょっと様子が違っていまして、国会

っと考えたほうがいいんじゃないかという、その

が始まったのが28日からです。例年よりもちょっ

問題点に関して残念ながら触れられてない。僕は

と遅いです。最初は１月４日召集っていう説さえ

埼玉自治研センター

2019 年度自治体予算
公益財団法人地方自治総合研究所（委嘱）菅原敏夫
2019 年２月２日（土）
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あって、参議院選挙があるんだからみんな忙しい

の部分っていうのは、地方交付税を通じて、自治

んだなと思っていたんですが、いつの間にか、４

体のほうに流れるので、それが決まらない限り、

日じゃなくて１月28日の国会召集っていう、例年

国の予算が固まらないのです。それで、その地方

でも最近では非常に遅い。本当は急がなきゃいけ

交付税を要求するほうは総務大臣で、なるたけ少

ないのに遅いわけですね。どうもプーチンさんに

なく渡したいというのが財務大臣で、最後にどう

会う時間作るために、国会が、外遊のために遅く

してもそこのところだけは、すり合わせをし、妥

なっている。

協をしなければ決まらないっていうことになって

自治体の予算はトップバッターが１月25日で東

います。毎年必ず、各大臣、厚労大臣、文科大臣、

京都、それから同じ日に横浜市、それから千葉県

各大臣がずっと折衝するんですが、最後の最後に

が記者発表で、その辺がスタートですね。特徴は

総務大臣と財務大臣が、一応会って、事務方がそ

ここに書かれているとおりです。やっぱり、いろ

こまで練り上げてきますが、最後の大臣折衝とい

んなその社会保障の経費が増えて、予算規模が大

うのがあって予算が決まるんです。これは単に儀

きくなったっていうのは共通の特徴です。東京の

式だという以上に、そこの枠組みがきちんとオー

場合はオリンピック関連の経費が結構、今や多く

ソライズされないと、国の予算が決まらない。従

なってますので、そういう非常に特殊な要因もあ

って自治体の予算も出発できない。 私は、去年

るかもしれませんけども、今年は膨らんでいる予

の12月21日に行われた総務大臣と財務大臣の話し

算です。先ほど、最初に申し上げましたように、

合いで自治体の予算の枠組みとどういうことが重

なんで膨らんでいるのかっていうことが非常に重

点になるのかが決まったというふうに考えていま

要なのでその点を見ていきたいと思います。

す。ですから、どんなことが話し合われて、何が

それで、まず目次を見ていってください。こん

問題だったのかということは19年度の自治体の予

なことを申し上げるつもりです。はじめにってい

算を見る点からも非常に重要なので、少しだけで

うのを書きまして、２番目からは19年度地方財政

すけども詳しくお話ししたいと思います。

対策。言葉の説明いりません。地方財政対策って

その内容で、一番大きな特徴だったのは、財源

いうのは、去年12月の21日、政府の予算ができた

不足額の縮小。つまり自治体というのはずっと万

ときに政府が自治体にどれだけお金を配ります。

年財源不足ですけども。その財源不足が縮小して、

だからそれを参考にして、自治体は予算編成をし

驚くべきことに地方自治体、全部の財政の単年度

てくださいっていうのを、地方財政対策と申しま

の赤字は今年なくなりました。ちょっと信じられ

すが。国の予算が決まったら、地方交付税を中心

ないかもしれませんけど。もし、自治体がどっか

とする自治体の、国からの財源っていうのは決ま

で赤字だというんだったら、それは飲み食いのし

りますよっていう、そういう話です。これは12月

過ぎとか浪費ですね。その計算上の単年度の赤字

21日時点で固まったものは何なのかっていうこと

は今年はなしです。10年ぶりです。

を後で中身を見ていきたいと思います。

だけど「そんなこといったって信じられない。

それを見るために、いい方法がありまして。国

どっかごまかしがあるのでは」と思われるかもし

の予算、国全体の予算って、どうやって決まるの

れませんが、そっちのほうが正しいですが、ごま

かといいますと、最後の最後に閣議決定の前です

かしがあるわけでなく、計算の上では真実。単年

ね。各大臣が折衝した最後の最後に財務大臣と総

度の赤字はなくなったけれども、これまで累積し

務大臣が折衝します。これ毎年。そこでOKが出

ている赤字のほうは、さらに増えた。だから赤字

たら国の予算が固まる。つまり国の予算のかなり

が解消したといっても何もおめでたいことはなく
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て、累積しているほうの残高は順調に増えてしま

いまして。それが先ほどちょっとだけ申し上げま

っているわけです。こうした状況がなんなんで起

したけども、１月25日、この日が東京都の予算が

きるのかを考えてみたいと思うんです。それが一

発表された日で、朝から総務省に全国から、例え

つ。

ば埼玉県の財政課長とさいたま市の財政課長が呼

次に、今年の最大の話題は幼保無償化です。こ

びだされ、書類をもらってきた。内容が９番目の

れは、もちろん皆さん、いろいろ議論に参加なさ

予算編成上の留意事項ということで、それも分か

っているでしょうが、これを実現するために最大

る範囲で入れておきました。さいたま市を除く市

の努力があって、幼保無償化の筋を考えると、こ

町村と市町村議会にそのコピーをもう送っている

れは消費税の使い道。これまでは社会保障に使う

んです。だから、役所に行かれたら議会事務局に

っていうことが法律で決められていますから、他

届いているでしょう、それを見ることができます。

に使えないんです。消費税の使い道を拡大すると

もう届いているでしょうその内容を少しかいつま

いうので、幼保無償化が出てきたんです。逆にい

んでお話しするっていうことにしたいと思いま

うと、幼保無償化というのを実現するためには是

す。

が非でも消費税を増税しなきゃいけないというこ
とになって、すごく結びついているわけです。ど
んな仕組みで結びついているかということは後で
また内容をお話ししたい。
それから６番目にローマ字で書いてあるソサエ

はじめに。年の初めぐらいに総務省がいろんな
所へ行って解説をしたり、会議に出たりします。

ティ5.0というのが霞ヶ関かいわいで、はやって

総務省の企画課の幹部クラスの担当者が、「今年

おりまして、解説する必要もないものですけれど

の知財対策は100点満点の出来だ」と自慢したと

も、知らない言葉があったりすると気になるので、

聞きました。そう言われて「何がそんなに良いん

ちょっとソサエティ5.0っていうので、どういう

だ」と私は思いました。もちろんそんなことは信

議論が始まるか。ついこの間までＡＩとか言って

じられない。
「え、この世でそんな100点満点の知

いましたが、今度はソサエティ5.0です。それか

財対策があるのか。どの点をしてそうなのか」と

らほとんどから騒ぎですけども７番目に「森林環

いうのを確かめない限り笑ってられないというふ

境税」です。「森林環境税」を取った後で「森林

うに私は思いました。そのため、見ていって、こ

環境譲与税」というのが、皆さんの、全ての自治

ういう形になるというのには、私も一つだけ明確

体に来ます。森林があってもなくても。木が１本

な原因を指摘できます。これは今年が亥年だから

も生えてなくても来ます。「森林環境譲与税」と

です。年賀状みたいな話ですけど。亥年というの

いうのは、どういう性格でどうなっているのか。

はいうまでもなく、12年に１回回ってきて参議院

それから下水道、水道はそのコンセッション方式

選挙と統一地方選挙が同じ年にある。参議院選挙

だというので、去年の秋の臨時国会で水道法が改

は３年に１回。統一自治体選挙４年に１回ありま

正されました。その旗振り役であった浜松市が、

すから、３と４の最小公倍数12、12年に１回は参

当分、水道のコンセッションはやらないって言っ

議院選挙と統一自治体選挙が同じ年にあって、統

てハシゴを外されたみたいですけども、。下水道

一自治体選挙が４月で参議院選挙は７月ですか

のほうは着々と進んでいますので、その点につい

ら、すごく接近してある。

て。
ここから下は、大急ぎで組み入れたものでござ

40

亥年なので膨らんだ予算？

その亥年の予算は、どうしても政治的な理由で
膨らむのです。12年前も24年前もそうだったです。
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だからこれは法則です。亥年は、ちゃんと、しっ

参議院選挙が荒れまして。郵政造反組が復党した

かり見ないとだまされちゃう。調べてみましたら

とか、岡山の片山虎之助という、もともと自治官

12年前も単年度の赤字は０になりました。しかし、

僚、総務官僚ですけども、それが岡山選挙区で姫

それは瞬間風速で、その後、死ぬほど赤字が増え

井さんっていう刺客に負けた。それで今は維新に

た。今年もそうです。瞬間風速で自治体全体の単

行ってしまった。それからそのときに話題になっ

年度の赤字は解消しますが、これは翌年からまた

たのは消えた統計問題ならぬ、消えた年金問題で

加速度的に増えるのはその仕組みからいって火を

した。それから閣僚の不祥事が相次ぎまして、そ

見るより明らかです。そうすると、亥年はやっぱ

れは悲劇的な話ですけども松岡農林水産大臣が自

り政治的配慮のオンパレードになってしまうの

殺した。その後に、農林水産大臣になった赤城さ

で、
「本当に必要なのはどれで」
「政治的な見てく

んって若い大臣ですけども、ばんそうこう貼って

れだけの話」は何なのかを見極める必要がある。

出てきちゃって、みんな愕然としたというのがあ

198通常国会っていうのは１月28日に、今週招集

りました。そんなことが重なって自民党は参議院

されて、会期が150日で会期末は６月23日かな。

で37、1989年以来の敗北。1955年結党以来、第１

だからもう会期延長とかっていうのはないです。

党の座を滑り落ちた。そしてこの年の8月には安

会期延長はないから、難しい話は一切出てこない。

倍さんもおなか痛くなっちゃって退陣です。この

早めに終わろう。

通常国会のときの陣容は、総務大臣が菅さんでし

例えば、ここさいたま市ですけれども、議会が

た。官房長官は塩崎さん。沖縄男女共同参画担当

もうそろそろ始まっていますか、始まって、３月

大臣が高市さん。防衛大臣、小池さんでしたね。

の半ばぐらいにもう終わっちゃいます。時間ない

厚生労働大臣は、女性は産む機械だっていうふう

ですよ。だからうるさいこと言わない。どうして

に言って批判を浴びた柳沢さん。外務大臣、麻生

も議論が深まらないというのが、この亥年の。並

さんで、なんだあまり変わってないじゃないかと

行していい加減な予算を作るというのを、「いい

いう感じですけども、第１次安倍政権でした。ち

加減な予算を作っているんじゃないか」と疑いの

ょっと時間の関係であと省略しましょうね。

目でそれぞれの自治体の予算を見ていただきたい
というふうに思います。歴史は繰り返すとしたら、

地方交付税、地方税収両方が増えた？

前回の亥年はどうだったのかっていうのは、さっ
き昔の話で申し上げました。2019から12を引いて

さて、本論中の本論、地方財政対策っていうの

2007年でしたね。2007年、たかだか12年前ですか

はどうだったのかということです。

らご記憶の方も多いと思います。そのときも首相

下の表を見てください。

は安倍さんでした。第1次安倍内閣です。それで

これは、地方交付税の2010年度から19年度まで

（参考）地方交付税の推移（単位兆円）
年度西暦

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

地方交付税

16.9

17.4

17.5

17.1

16.9

16.8

16.7

16.3

16.0

16.2
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表を作りました、上が年度です。地方交付税がど

らくりがあります。税収は、例えば埼玉県内でも

のぐらい配られたかを見てみますと、2010年度は

さいたま市があって、川越市があって、それぞれ

16兆9000億円でした。それから2011年、12年まで

増えたところあり、減ったことあるでしょう。ご

は、地方交付税が増えたんですが、2013年から交

自分のところ確認して。日本全体でいって、どこ

付税は減り始めまして７年目ですね。６年間減り

で税収が増えたかっていうと、もういうまでもな

続けて、そして19年度には、ほんのちょっとだけ

いですね。減ったところもあります。でも増えた

増えて、16.2兆円になるだろう。７年ぶりに交付

ところは決まっていて、東京都で増えている。だ

税が増えました。自慢したくなりますよね。ずー

から税収全体が増えているという、半分以上は東

っと減っていたのに、どうですか。アベノミクス

京都の税収が増えた。そうすると税収全体が増え

のおかげで、自治体に交付税をたくさん配れるよ

たように見えるわけです。だけども、東京都は交

うになりました。それでなんで反対するの。そう

付税をもらってないので、交付税のほうは税収が

いう話ですね。7年ぶりの交付税増です。とはい

減っているほうに合わせて出すから、東京都の税

っても2010年度だって、16兆9000億円だったのに、

収は増えたけれども、それは交付税に影響ないの

19年度は、16兆2000億円ですから、10年度の水準

で、交付税は今までどおりか、プラスアルファで

にさえ達してないんです。とにかく７年ぶりに増

配られる。単純にそういうトリックがある、東京

えたことは確かですね。増えたのでどうだと。あ

都が頑張ったからなんです。

りがたいだろう。これが一つです。
もう一つ増えたものがあります。地方税収が増

えた分は国が取り上げて、地方交付税に入れてし

えました。皆さん、すぐ気付かれるように、自治

まう。東京都が頑張ると地方交付税増えるんです。

体の予算というのは、最初に自分の地方税収を当

総務省が自慢したからくりが二つあって、実は税

てて、足りなかったら地方交付税をもらってくる

収が増えているのは、東京都が増えている。交付

仕組みです。それで全国ほぼ一般財源は同じにな

税が増えているのは、東京都から取り上げたのを

るので、市民の皆さんは安心して暮らしてくださ

交付税に入れたから。そうだったのかっていうの

いというのが地方交付税の制度です。だから地方

で総務省が頑張ったことは一つもないです。だか

税収、住民税とか法人住民税、こういうものが増

ら東京都の財源が回ってきたから、交付税は増え

えたら、地方交付税減るわけでしょう。本当に算

ています。一つ一つの自治体においても、ちょっ

数です。こっちが増えたら、こっち減りますよっ

と増え気味だと思います。少なくとも減らなくて

て書いてある、だから当然減るはずです。今年に

良かった。それは小池さんに足を向けて寝られな

限っては、地方税収も増えました、地方交付税も

いという話で、それを継続するっていう話になっ

増えましたっていう。あり得ない。理屈ではあり

ている。それから税収が増えたといっても、うち

得ないことが起こったので、総務省の官僚、自慢

は増えてない。そうでしょうね。そういう仕組み

したくなる。神様のおかげみたいな話です。理屈

の中で、一応自治体が自由に使える一般財源総額

ではそうならないのに。

は、東京都の財源を取り上げたこともあり、東京

そんなことっていうのは普通に起こらないよう

都の税収が増えた。交付税にそれが影響しなかっ

に、からくりがあるに決まっています。総務省が

たこともあり。東京都以外はみんな、ハッピーと

頑張ったわけでも、アベノミクスのおかげでもな

いうことになって、しかしこれは安倍さんの努力

くて、仕掛けは簡単です。普通でいくと地方交付

でも、総務大臣の努力でもないわけですね。

� � � �

税も減り、税収は横ばいぐらいです。一つだけか
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2023年まではご安心ください、皆さんの住民税は
上がりません。上がらないけども、配るだけ配る。
太っ腹だよね。まだ税金取ってないのに、自治体

一つ一つは細かいものですけど、幾つかいっとき

のほうに配るだけ配る。森林がなくなっちゃうの

ます。額は小さいですけども「森林環境譲与税」

で一刻も急ぐからだというけど、税金は2024年か

というのが来ます。「森林環境譲与税」まだ法律

ら取りますが、なんか板張りの公民館造るために

が25日に出たばっかりで、まだ決まってないから

その前に配るって何だろう。それは、政治的な理

仮称です。先ほど申しましたが、これは必ずすべ

由しかないです。早めに、少額といえども、とに

ての自治体に来ます。木が1本もなくても来ます。

かくお金配ってあげるから文句言うなという話で

そういうことで「森林環境譲与税」の金額のうち、

すね。実をいうともっと理由は悪くて。2023年ま

３割は人口割で来る。残りは森林面積など。人口

では実は、所得税のほうに皆さんご承知のように

割で来るので、東京なんか人口が多いのでたくさ

「復興税」というのがあります。これを終わりに

ん「森林環境譲与税」が来ます。東京にも千代田

するのは悔しいというので、それを所得税から変

区にも来る。さいたま市にももちろん来る。

えて住民税から取ることにして、それを「復興住

じゃあ、その「森林環境税」を取られるのは誰

民税？」というと、
「もういいんじゃないかって」

か。森林環境譲与税は国は一銭も取らないで、全

みんな言うでしょう。そこで環境保護派も納得す

部自治体に来るんですけどもそれは誰が取られる

るように森林に使いますよと「森林環境税」と単

のか。市民一人一人、住民税に1000円乗っけて取

に看板を書き換えただけ。それで24年から取るけ

られる。今、市県民税合わせて5000円ですが、そ

ども、選挙もあるんだからお金配ろうというので、

れが6000円になる。住民税で取っておいて、それ

ちょっとだけ増えているというのがあります。こ

を「森林環境譲与税」として、もう一度ばらまく、

れは大犯罪ということではないですが、ばかげて

いってこいで、なんかよく分からないけど住民税

いる話ですね。

に上乗せです。
これは純粋にもらったというよりも、住民税を
出したのが、使い道が決まって森林に使いなさい
ってくる。だけどメニュー見ると、間伐をしなさ

幼保無償化で今年度は増えるが
20年度からは自治体負担増

いとか。そういうことが書いてあって、これだな

それからもう一つ、これは実額で相当増えたの

と思ったのは、木材の使用の奨励。埼玉県もやっ

が、10月１日から始める幼児教育無償化でかかる、

てますが、県産材を使いましょう。それで例えば

そのお金は全額国が半年分だけは負担しますとい

さいたま市は住民1人当たり均等割りで1000円取

う。だから半年分は自治体から出ていくお金はな

って、それが森林環境税になって、今度できる公

くて、国からもらうお金だけなので、純粋に増え

民館を板張りにしようとか。そういうのに使って。

ます。だから森林環境税で増えて、幼児教育無償

あとでもうちょっと詳しい話ありますけども。こ

化で自治体のおなかは傷まない。市民も住民税払

れって、やる必要ありますかね。

わない。だけども、国からお金が来るということ

お金増えたって、住民から取っておいて、ただ

になっています。森林環境税というのは、もとも

配るだけだからお金、増えないんじゃないかと思

とはばかげた話なので、これは無視してもいいか

われるかもしれませんがそうじゃない。23年まで

もしれないけど、幼保無償化というのは、もちろ

は、住民税上がらないんです。2023年ですよ。

んかなり大きな影響を与えるので、真面目に考え
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ないといけない。これは半年分だけ国が出します

さん使っちゃう。だって、お客さんから預かった

よ。半年過ぎたらどうなるのか「当たり前じゃな

と言われているけれども、金庫の中に多めに入っ

いですか、自治体も負担する」という。なぜ半年

たお金が残っている。やっぱり使いたくなっちゃ

だけかというと、消費税が10月１日に上がるけれ

う。だから消費税は、税金の中でも最も支払いが

ども、皆さんもご経験するように、10月１日お買

欠けている税金のうちの一つです。半端じゃない

い物すれば、皆さん、買ったときにもう10パーセ

額が納入されていない。お客さんから預かってい

ントです。今まで８パーセントだったのに、消費

るのに、途中から八百屋が売れなくなって、つぶ

税込みで10パーセントになりますから、皆さんは

れちゃったとしたら、消費税、税務署に持って行

お店に行ったら、消費税を10月１日からは増やし

こうと思っても、持って行けない。そういう遅延、

て払います。

延滞、不納っていうのが一番多いのは消費税。消

ところがその消費税は、しばらくお店の中にと

費税は仕組みの中に、源泉徴収されるサラリーマ

どまっているんです。消費税法を見ますと、10月

ンとは違って、
「預かったけど使いこんでしまう」

１日以後から始まる会計年度となっていて、会計

危険が潜んでいます。だから10月１日消費税上が

年度っていうのは、お店や工場や会社は会計年度

ったとしても、税収入ってこないので、半年分は

それぞれ違いますから、しばらくお店の中に残る。

国が負担します。半年分。さっき言いましたよう

たとえば八百屋さんで買い物して、10パーセント

に半年過ぎたら、ちゃんとルールに従って、使っ

払って、その夕方には税務署に入っていることは

てくださいね。

ないわけです。しばらくお店の金庫にあって、と

下の表をご覧ください。

きどき使っちゃう人がいいます。いや、結構たく
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を使う財源に関しては、こういうルールにしてい

来年度以降の自治体の負担を一つの表にしたもの

ます。国が３分の２、自治体が３分の１。国が３

です。一番右の端のほうが19年度所要額と書いて

分の１、都道府県、市町村は６分の１としましょ

ありますけども。全体で幼保無償化に伴って、

うというふうに決めています。

3882億円いるわけです。それを半々にしますと、

ところがこれ６分の１じゃないじゃないです

国が1532億円負担。市町村は1584、本来だったら

か。４分の１に負担が増えています。10パーセン

こういう負担になるはずだった19年度で。これ半

トのうちの地方消費税はこれまでの取り分より少

年分。一番右端のほう、黒い太枠、都道府県766

ないし、地方交付税の取り分も少ないです。10パ

と市町村の1584は国が変わって、支払いますから

ーセントに上げたことによって、国のほうがもう

皆さんは１円も出す必要ありませんというのが、

かる。儲かるというか取り分は多くなる。それな

この黒枠の意味です。

のに負担は、今まで６分の１だったのが、４分の

今年は、ですから負担０です。市町村、都道府

１に増えるわけです。どうして誰もこれを主張・

県、両方とも０です。だけどもその左側にいって、

指摘しないしないのかな。消費税を使うというこ

本来の財源負担割合は、つまり半年過ぎて、20年

とに伴って、もう地方分権だとか全部飛んじゃう

度になったらオリンピックが来るだけじゃなく

という話です。負担を自治体につけ回しする。取

て、負担も来ます。保育、幼稚園の私立の場合に

り分は国のほうが多いのに、これ最悪の方法でし

はかかる無償化によって国や自治体が出さなきゃ

ょう。だから、幼保無償化がいいとか悪いという

いけない額の、国が２分の１、都道府県が４分の

ことと別に、どうやってそれを負担するとスムー

１、市町村が４分の１。公立の保育の、あるいは

ズにいくのかっていうことが、一つは半年分面倒

公立の幼稚園の場合には10分の10、市町村が全額

見ますよっていうのでごまかされ。その上ゴール

負担します。

デンルールだった３分の２、６分の１、６分の１

ですからこれを除くと、国が２分の１、都道府

っていうルールも踏みにじられる。現在も介護と

県４分の１、市町村４分の１、国と地方が１対１

か、医療の充実に関しては、３分の２、６分の１

です。どっかで聞いたことある負担だから、嫌だ

のルールで行われています。それなのに、保育園

けどしょうがないかっていうふうに思われるかも

だとか、幼稚園だとか入ってきたら、２分の１、

しれませんが、私は「これはものすごく大きな問

４分の１、４分の１にしてしまう。

題をはらんでいる」と思います。というのは、こ

これはその、国は、始めからこれを押しつけよ

れに国は消費税を使います。自治体も地方消費税

うとしたんです。だけどあまりにも反対が多いし、

を使います。消費税を国は使い、地方消費税でこ

これまで消費税に賛成していた人も反対に回りそ

の分を負担するのが自治体です。早い話が、既に

うな気配だったので、まず引っ込めた。半年分は

地方消費税だけで足りないわけです。なおかつ、

国が面倒みる。もう一つ、こっそり、この負担の

消費税の使い道っていうのは法律で社会保障の国

割合を来年度になってもう変えちゃいますよって

だったら、４経費に使うって書いてあります。他

いうのを忍び込ませた。一番反対したのは全国市

に使えない。消費税と地方消費税の使い道は法律

町村会、市長会ですね。全国知事会も反対しまし

で決まっていますけれども、国と自治体の負担の

た。国の政策でやりたくもないって変ですけども、

割合も決まっています。なぜかというと消費税は

保育園の4歳から５歳だけを無償化するのは筋が

国のほうが取り分すごく多くて、地方消費税少な

通らないじゃないか。だからうちは、そんなこと

いです。２割弱かな、今でも。ですから、消費税

負担しませんよ。やりたいなら国でやってくださ

45

特集2_レイアウト 1 2019/03/26 12:14 ページ 46

いって言ったけども、あの手、この手で説得され

折衝して、帰ってきて記者会見した。これが役に

て、この負担まで飲んでしまいました。全国市長

立つなと思ったのは、国の予算を決めるとき、何

会も反対しきれなかった。この全国市長会の「子

がテーマになってきたのかを「総務大臣が「こう

ども・子育て検討会議」座長は、埼玉県の首長さ

いうことがテーマでした。だからこういうふうに

んですよね。松本さん（和光市長）。松本さんが

主張しました、結果こうなりました。総務省が頑

これを飲まされた。本当は最悪でも、３分の２、

張ったんだから、自治体の人も頑張ってね」とい

６分の１、６分の１。消費税の使い道はそういう

う話が必ず出てきますので、そこで必ず網羅的に

ルールがあるから。

論点が明確になる。総務大臣、あるいは総務省の

これまで、保育所は国、２分の１、４分の１、
４分の１で行われた子育て支援とか、そういうこ

見解も明らかになるので、毎年便利にしています。
それで石田真敏さんという方が総務大臣です。

とが行われてきたので、４分の１、４分の１でよ

石和歌山県出身で、無派閥だけど、当然ながら二

いように見えますけども、地方消費税を使うとい

階派だ。海南市長をやっているので、一応自治体

うのであれば、そのルールは国２対自治体１。国

のことも分かっているはずの人です。もう７期で

が前倒しで決めた政策で、なおかつ消費税を使う

すけども、多分、初めて入閣。

って決めたのも国だから、本当、松本市長はここ
で頑張って、せめて６分の１と言うべきだったで

まず、一般財源総額につきましては、地方団体

すね。彼もそこに問題があるのは気が付いている。

が安定的な財政運営を行えるよう、前年度を0.6

だけど、やっぱり押しきれたという話になってい

兆円上回る62.7兆円程度を確保することができ

ます。（和光市長松本武洋氏は『月刊自治研２月

ました。

号に』｢幼保無償化にともなう自治体負担問題の
経緯と問題点｣を寄稿している）
ということで、そうすると純粋に国負担分、半
年負担分なんていうのは、自治体の予算に乗っか
っちゃうわけですよ。増えるに決まっているじゃ
ないですか。だけど、これは半年間の幻です。来
年からはこれまで以上に、多く負担することにな
ります。それは問題です。

その中でも、地方交付税総額につきましては、
前年度を0.2兆円上回る16.2兆円程度を確保いた
しました。増額は平成24年度以来、７年ぶりで
あります。
」
（菅原解説）・一般財源総額というのは、大まか
にいうと
地方税＋地方交付税のこと。
つまり
一般財源＝地方税＋地方交付税

財務大臣折衝後の総務大臣記者会見

一般財源−地方税＝地方交付税

初めのところで申し上げましたが、私は、自治

であり、一般財源（自治体の一般行政必要額）

体の来年度の予算を見るとき、一番便利なのは、

が同じなら地方税が増えれば地方交付税は減

12月の総務大臣と財務大臣の折衝の後に記者会見

る。地方税と地方交付税は逆の動きをする。

が行われる、毎年、これ決まりです。この会見で

19年度は地方税も地方交付税も両方増えると

「こういうことで折衝して「地財対策」のポイン

いう普段は起こらないことが起こるという予定。

トはこういうことでした。総務大臣としてはこう

まことにおめでたい年になるというのだ。こんな

いう主張をして、こういうふうにまとまりました」

おめでたいことには当然からくりがある。

と会見をするのが通例です。去年の12月18日朝に
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都が稼ぎ出す。東京都は不交付団体なので、東京

いうことがありますという２点ぐらい指摘いたし

都の増収は交付税を減らさなくてすむ。第二にそ

ましたが。先ほど申し上げまとおりです。

の稼ぎの一部分を地方法人税として取り上げて交
付税に算入するので、交付税は増える。第三に税
収増だけでなく特例交付金（自動車税・軽自動車
税減収補てん分）、臨時交付金（幼児教育無償化
国負担分）などを増やして一般財源を膨らます。
第四に経済成長の伸びを高めに計算し税収増があ

財源不足解消？
臨財債は返すためだけに借りる
もう一つ、財源不足額の縮小で、次のように言
っている。

たかもあるかのように予想する。
一般の市町村からいうと、特例・臨時交付金は
減ったものを元に戻す、幼保無償化で出て行くも

4．財源不足額の縮小
◎「2．財源不足額の縮小

のを国の負担にする（半年分だけ）というので行

また、地方の財源不足は6.2兆円から4.4兆円に

って来いなので影響がない。東京都から分けても

縮小いたしました。折半対象の財源不足について

らった分は純粋に増収になるので、東京都には悪

は解消することができました。併せて、臨時財政

いがその分は得になる。まあ、オリンピックもあ

対策債の発行額を、前年度から0.7兆円減の3.3兆

って、東京はさらにいい目を見るのだから我慢し

円とするなど、地方財政の健全化を進めることが

てよ、というのが本音だろう。本質的におめでた

できました。
」

いことは一つもないのだが、本当に景気がこのま

（菅原解説）一般的な方法で計算した自治体の行

ま上向き続けてくれるのならいいことなのだが、

政必要経費は国が財源を保証すべきであり、地方

これはどう見ても数字合わせ。見せかけのおめで

交付税はそのためにある。社会保障経費の増加な

たさに終わるのではないか。

ど交付税でも足りなくなることがあれば（地方財
源不足額）、その額が多額に上る時には交付税率

何を自慢したいか、まず、一般財源総額につい

を変更して交付税を増やして不足額を解消すべき

ては、地方団体が安定的な、前年度0.6兆円を上

だということが交付税法に書いてある。つまり国

回る62.7兆円程度確保することができました。一

の責任で解消することが法律の要件だ。しかしな

般財源というのは地方税収と交付税を足したも

い袖は振れない。これ以上国税を交付税原資とし

の。その中で地方交付税、下線は、大事だなと思

て自治体に渡すわけにはいかないし、消費税も今

うところに下線を引きました。地方交付税総額も

度は地方の取り分の割合を減らすほどだ。2001

前年度0.2兆円上回る16.2兆円程度、確保いたしま

年度から自治体は総務省に言いくるめられて、折

した。増額は平成24年度以来７年ぶりであります。

半ルールという無理を飲まされた。交付税でも埋

この下は私の文章です。一般財源総額ってどうい

めきれない（本来なら交付税の原資を増やして対

う意味があるんですかということを書いて、本当

応すべき）財源不足を折半対象財源不足といい、

はその、普通の算数の式からいえば、税も地方交

不足額の半分ずつ、半分を国は赤字国債を発行し

付税、両方増えるなんていうことはないです。だ

て対応し、残り半分を自治体が「臨時財政対策債」

けども、ちょうど真ん中あたり、第一に地方税収

を発行して負担するという「折半ルール」を決め

の増収のかなりを東京都が稼ぎ出して、それを地

た。臨時財政対策債は本来国が負担すべきものを

方交付税に還元がないので、税収は増えて、地方

自治体がとりあえず自分で借金をして賄うものだ

交付税は少なくても減らない。実際には増えたと

から、その元利償還は全額、（国が交付税の大幅
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な引き上げに踏み切ったら）交付税で配って補償

れ、臨財債って赤字のために発行しているよね。

するという建前だ。（しかし誰もこんなことは信

今年赤字にならないなら、臨財債発行できないじ

じていない。国税の半分を越えるほどのもの額が

ゃないの。」ところが、皆さんの自治体の予算に

地方に渡されるなんてよっぽどおめでたい人以外

は臨財債って書いてある。交付税が足りないとか、

信じない。騙されているか、信じているふりをし

何とかが足りないので立て替え払いでそのために

ているだけだ。
）

出す臨財債は今年０です。あり得ません。ところ

財源不足があったなら折半ルールは生きてい

が、今までに借りたやつを銀行に返さなきゃいけ

る。国と自治体半々の負担だ。ところが、1960

ない。でも現金はないので臨財債を借ります。皆

年代以降初めて2019年度「折半対象の財源不足

さんの自治体に計上される臨財債は市のために使

については解消することができました。」という

う臨財債は０です。だけども銀行に返すための臨

ことになった。国はこの分赤字国債で負担する分

財債は発行します。だから全額返済のための臨財

はなくなった。ところが自治体は臨時財政対策債

債です。「だから銀行のために借りるわけ。銀行

を3.3兆円も負担する。やっぱり騙されていたの

は返してもらえるわ、借りてもらえるで、そうい

だ。交付税が足りないから臨時財政対策債で借り

うことでもしないと銀行がつぶれちゃうかもしれ

てとりあえずまかなう、というのではなしに、交

ません。」ということで、返すための臨財債だけ

付税を増やして自治体に返すことをしないで、そ

しか発行できないという非常に特殊な予算になっ

の分も自治体が借金をしてまかなうということに

ています。 これまで皆さん、いや、臨財債って

切り替えてしまったのだ。19年度の臨時財政対

いうのは国がちゃんと返してくれるから安全、だ

策債はすべて借金の返済のための借金である。臨

から、借りたほうが得だと言っていたけど、とう

時財政対策債の借入残高は約50兆円ある。これ

とう馬脚を現した。使う先がないのに返済のため

を少しずつ自前で返していくことになるのは必定

に借りなきゃいけない。返済って国がやってくれ

だ。

るはずじゃなかったの。それも自治体が自分で借
金してやっているんだということが、もうはっき

折半対象財源っていうのは自治体の単年度の赤

り分かる年になりました。

字っていうことですね。これは解消しました。だ

もう一度言いますけども、市民が使うための借

けど、財源不足あるじゃないかっていう質問出る

金は0で、臨財債の場合。銀行に返すためにする

かもしれません。なぜ財源が不足しているかって

借金は3兆円を超えるということです。大体、臨

いうと、単年度の赤字は解消したけれどもこれま

財債って今50兆円ぐらい残高があるんです。これ

で積み上げてきた赤字は、もちろん解消してない

はだから、自治体に返してもくれないからね。踏

ので、それの利息を払ったり、お金を返したりす

み倒しちゃうんじゃないかな。

るっていうのはもちろんその分は足りない。今年

幼保無償化について

使う分については大丈夫だけど、返したり、利息

48

を払ったりする分は丸々赤字になります、そうい

5．幼保無償化

う話ですね。

◎「3．幼児教育の無償化

それで申し上げたいことは今、一言、二言で言

幼児教育の無償化につきましては、平成31年

ったことです。皆さん、それぞれの市町村の2019

度は、地方負担分について臨時交付金により措置

年度予算見てください。「臨時財政対策債」を幾

することとし、全額国費により対応することとし

ら幾ら発行しますという予算が出てきます。「あ

ました。
」
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（菅原解説）総務省は一貫して「幼児教育の無償

には幼児教育の無償化ですね。それで大事なこと

化」という言葉を使って「幼・保無償化」と言わ

はさっきお示ししたとおりで。半年分だけは国費

ない。保育の無償化とはとてもいえなくて、幼児

で全額負担します。しかし、半年が過ぎたらこれ

教育の無償化に該当部分だけ付き合ったという気

まで以上の割合で負担しなきゃいけないというこ

持ちなのだろうか。ともあれ、財源措置は次のよ

とになります。それは気を付けましょうねという

うに決められた。全国市長会との間にはかなりの

ことを強調しておきます。

やりとりがあった。
幼児教育の無償化については、消費税率10%
への引上け
゙による増収分の使い道を見直すことに
より、必要な財源を確保。ただし、19年度（初
年度）は、消費税率引上げに伴う地方の増収か
゙僅

すべてひも付き補助金と借金で賄う
防災・減災事業
もう一つ、今度の予算の特徴となるのは、

かて
゙あることから、地方負担分（2,349億円）を
措置する臨時交付金（子ども・子育て支援臨時交

◎「5．防災・減災、国土強靱化のための緊急対

付金（仮称））を創設し、全額国費により対応。

策

20年度（２年目）以降の幼児教育の無償化に係

歳出につきましては、「防災・減災、国土強靱

る地方負担については、 地方財政計画の歳出に

化のための３カ年緊急対策」に係る事業費1.2兆

全額計上し、一般財源総額を増額確保。その上て
゙、

円を地方財政計画に計上するとともに、地方団体

個別団体の地方交付税の算定に当たっても、地方

が単独事業として実施する防災インフラの整備を

負担の全額を基準財政需要額に算入するととも

推進するため、新たに「緊急自然災害防止対策事

に、地方消費税の増収分の全額を基準財政収入額

業費」0.3兆円を計上することとしました。
」

に算入。また、幼児教育の無償化の実施に当たっ

これは新たな公共事業の出現だ。

て、19年度（初年度）及び20年度（２年目）の
導入時に必要な事務費については、全額国費によ

防災減災、国土強靭化のための緊急対策で。こ

る負担とする。さらに、新たに無償化の対象とな

れが今年大々的に出てきました。なんといっても

る認可外保育施設等に係る事務費については、経

防災減災っていう、あるいは国土強靭化というと、

過措置期間（〜23年度）に係る費用相当額を、

借金するのに反対な議員も反対できないだろうと

引き続き、全額国費で負担するべく手当て、とい

いうふうに読んで、国土強靭化というあおりの言

うこととなった。

葉を出して財源は全額借金です。起債充当率100
パーセントと後ろに書いてあります。この強靭化

総務省の文章を見てみますと、全て「幼児教育

３カ年計画のポイントは二つあって、一つは財源

の無償化」と書いてあって、「保」が全部抜けて

が全額借金になっている。もう一つは、国の補助

います。総務省として「保育」は別に無償化した

金が付いたものには充ててよい。そうでないもの

っていうつもりはないな。幼児教育は無償化する

については、ちょっとだけ充ててよい。国が補助

けど、保育は、幼稚園の年齢に関しては無償化す

金を出すような大規模な減災事業、防災事業につ

るけれども、例えば０歳児とか、１歳児とか、２

いては、自治体もお付き合いをして借金をしてや

歳児とかっていうのは、これまでと同じ。ただ負

って良い。ただし単独事業についてはほんのちょ

担の軽減が入ってはいますが、「幼保無償」と僕

っとだけ。ですからこれは使い道を最初に国が決

は言っていますけど、本当はというか、総務省的

めています。そういう話なので自治体は決められ
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る範囲は、極端に狭いわけですね。確かに防災減

Society5.0は地方に大きな影響を与えます。

災、必要でしょう。国土強靭も必要かもしれない

地方にもその認識を浸透させていかなければなり

けども、少なくともそれを３年間で借りて、なお

ません。そのためには、新たな革新的技術の実装

かつ補助事業が中心で行うように、わざわざ制度

例等を地方と共有していく必要があります。

設計してるいのが特徴です。だからこれは、補助

こうしたことを踏まえ、地域力強化に向けた省

事業に飛び付くかどうかということに関してもい

内横断的な推進組織として本部を立ち上げたとこ

ろいろ判断しなきゃいけないでしょう。議会はそ

ろ で あ り 、 20日 の 第 1回 会 合 に お き ま し て

ういう判断を、限度額を定める議決をしなきゃい

「Society5．0時代の地方」をキーワードとした、

けないので、議会が判断するでしょう。結局、純

その基本的に考え方等について取りまとめる「地

粋に増えた公共事業はこれだけなので、公共事業

域力強化プラン」を発表する予定であります。

は防災減災って名前を付けないと公共事業できな

今後この本部を、取組みを進める「エンジン」

い。これまでの公共事業の無駄とかっていうのを、

として機能させ、持続可能な地域社会の実現に向

少しブラッシュアップしないとなかなか反対でき

け、取組みを推進していきたいと考えております。

ないということになってくるかと思います。

私からは、以上であります。
」

そろそろ時間なくなってきましたので、ソサエ
ティ5.0っていうのはあまりにもばかばかしいの

ソサエティ1.0っていうのが実はあった、狩猟

ですが、疑問に思うことソサエティ5.0って言っ

社会。2.0っていうのもあって、農耕社会。3.0は

たって誰も分からないと大臣自ら認めています。

工業社会。そしてソサエティ4.0は情報社会で、

だけど、総務省の中にも研究会立ち上げ、政府は

今度は新たな目指す社会がソサエティ5.0狩猟、

みんなこれからソサエティ5.0って言うという話

濃厚、工業、情報、そして未来ということになっ

をしていますので、言葉の定義ぐらい書いておき

ている。付き合う必要ないと思いますが一応、言

ました。

葉の説明を書いておきました。

6．Society5.0
（注：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空
間（現実空間）を高度に融合させたシステムによ
り、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人
間中心の社会（Society）

新聞記者の疑問は
「東京都知事の批判にどう答える」
総務大臣が「私からは以上であります」と言っ
て、その後、記者が質問しています。

狩猟社会（Society 1.0）
、農耕社会（Society 2.0）
、
工業社会（Society 3.0）
、情報社会（Society 4.0）

○偏在是正措置を巡る東京都知事の批判

に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技

問：３問お伺いします。１問目が、先週、来年度

術基本計画において我が国が目指すべき未来社会

の与党税制改正大綱がまとまりまして、新たな偏

の姿として初めて提唱されました。
）

在是正策についても盛り込まれたんですけれど
も、新たな是正策について、東京都の小池知事が、

「
【総務省地域力強化戦略本部（1）
】
続きまして、12月20日、私を本部長とする
「総務省地域力強化戦略本部」の第１回を開催す
ることとしています。
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地方分権の真逆をいく措置で、地方分権は死んだ
と発言し厳しく批判しました。大臣に対しても、
何度も面会を要請しても未だに返事がないと不満
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の発言について大臣の受け止めをお願いします。

に文句があるって小池さんが「菅官房長官に会い

答：与党税制調査会で精力的な議論をいただいた

たいと言っていたのに面会が実現してない」と質

結果、ご承知のように、「特別法人事業税」及び

問したんです。そしたら総務大臣は、「いや、全

「特別法人事業譲与税」仮称でありますけれども、

員と会うことできませんから時間ないので」とい

創設という、新たな偏在是正措置を盛り込んだ、

うことが書いてある。ただ、肝心なことはあまり

平成31年度与党税制改正大綱が取りまとめられ

書いてないです。

たところであります。
この新たな措置は、経済社会構造の変化等を踏
まえて、県内総生産の分布状況と比較して、大都
市部に地方法人課税の税収が集中する、その構造

沖縄普天間基地移設と住民投票。
総務相は？

的な課題に対処するというものでありまして、非

それから、地方財政に関係なくても米軍の普天

常に意義のあるもの、都市・地方を通じた安定的

間飛行場の移設を巡っての住民投票のことについ

な地方税財政基盤の構築に資する措置であって、

てどう思うか聞いています。

非常に意義のあるものと考えています。
一部国税化という形式的な側面を取り上げて批

○米軍普天間飛行場移設を巡る住民投票

判されておりますけれども、実質的に地方分権を

問：沖縄の米軍普天間飛行場の移設を巡る県民投

進めるためには、地方税の充実確保と、税源の偏

票のことでお伺いしたいことがあります。沖縄県

在性が小さくて税収が安定的な地方税体系の構築

は地方自治法の特例で、投開票などの事務を市町

というのは、これは必要でございます。そういう

村にさせることとしていますけれども、一部の沖

ことをご理解いただきたいというふうに思いま

縄県の市町村では反発をして、議会で関連予算を

す。

認めないといった動きが見られます。

それから、小池知事からの面会要望が実現しな

その件について、県のほうでは、これは義務的

かった点につきましては、実は全国の知事さんと

経費だから、市町村の長が再議しなければならな

か、市町村長さんから多くの面会要望をいただい

いという主張をしていますけれども、市町村の方

ている中で日程調整した結果であり、ご理解いた

では義務ではないといった反論もありまして、地

だきたいと思います。

方自治法の解釈を巡っても県と市町村と対立して

お会いできない知事さん、市町村長さんも多く

いる状況があります。この点について、地方自治

おられて、非常に申し訳ないなと思っております。

法を所管する総務省として、大臣としてはどう受
けていらっしゃいますでしょうか。

新聞記者はどういうことを疑問に思っているだ

答：地方自治法の第252条の17の２では、都道

ろう。それについて総務大臣はどう答えるのか。

府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部

そうするとこれを見れば、新聞記者はこういう質

を、条例の定めるところにより、市町村が処理す

問していくんだ。この程度なのかっていうことも、

ることとすることができるとされているわけであ

これを見ていくとよく分かる。

りまして、いまお尋ねの件については、この「条

私と同じで。「税収増えた、交付税増えたとい

例による事務処理特例制度」により、沖縄県の定

うが、それは東京都から引っ剥がしただけじゃな

める条例で県民投票に係る事務のうち、投開票の

いの」「それ問題じゃないですか」とさすが記者

事務等を市町村が処理することとしようとするも

聞いた。「それは東京都から引っ剥がして、それ

のと承知をいたしております。
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この条例に規定する投開票の事務等が、市町村

ととされているわけであります。

の義務に当たるかどうかは、沖縄県の定める条例

全体として地方税財源がしっかり確保されると

の解釈の問題でございまして、総務省としてはコ

共に、長年の懸案事項であった車体課税の見直し

メントを差し控えたいと思っています。

について、「最終的な結論とする」とされたもの
であって、地方六団体、自動車業界の双方から評

財政には関係ないようなことについても、はぐ

価をいただいたと承知しています。

らかしていますが答えています。今、国と地方の
係争処理委員会が開かれていて、総務省が人間の

次は、車体課税ですね。これも１にも、２にも

鎖で包囲されているっていうようなことも起こっ

トヨタのためにやる減税ですから、自治体に迷惑

ていますから。これは係争処理委員会のテーマで

かけられないというので、それを特例交付金で配

もあります。

るということ。
というようなことで、肝心なのは幼保無償化の

車体課税はトヨタのため？

ところですから、その半年分、国費はどのぐらい
かかるのか。自治体はその分のお金が来て、膨ら

○車体課税の見直しに対する受け止め、評価

んじゃいます。だけど来年度からは、倍返しの負

問： 2019年度の与党税制改正大綱に、自動車税

担が来ますという話を理解していただければ結構

の抜本的な引き下げをはじめ、懸案だった車体課

です。

税の見直しが今回織り込まれました。結果として
は、地方財源に穴を開けない形で議論は収束した
ように見えますけれども、改めて大臣の受け止め

７．森林環境譲与税と下水道事業
森林環境税はお金だけ来ることは決まったが、

と評価をお聞かせください。

事業の中身がよく見えない。森林環境譲与税（仮

答：今回、税制改正では車体課税ですね、これは

称）を財源として実施する森林整備等 200億円

非常に大きな問題であったと思いますけれども、

（皆増）程度しか分からない。個々の自治体の使

自動車業界からのご要望、そしてまた、地方から

い方を見ておかなければならない。

の要望、そういう中で双方のバランスを取った調

それに比べると、水道・下水道事業の広域化等

整が必要とされておりましたけれども、私はそう

の推進は動きがあるかも知れない。水道法は昨年

いう方向にいったのではないかというふうに思っ

の臨時国会で改正されたが、ここでは、下水道に

ております。

関する研究会の中間報告について紹介しておこ

まずは、自動車税の恒久減税を実現し、国内自

う。昨年12月の14日に中間報告書が公表された。

動車市場の活性化を図るということ、それから、
エコカー減税等の見直しや、国から地方への税源

「下水道財政のあり方に関する研究会」中間報

移譲のように、減収に見合った地方税財源を確保

告書によれば、小規模下水道事業（集落排水施設

するということができた、こんなふうに考えてお

等）では、過疎化、節水、職員数減、処理場更新

ります。様々な観点からバランスが取られた改正

期に直面、一般会計からの繰入額増大 などの課

になったと考えております。

題が考えられ、処理区域内人口密度の高い公共下

また、保有課税の軽減に加え、消費税引き上げ

52

水道の課題として、法定耐用年数超過の施設増大、

からの１年間ということですけれども、環境性能

大量更新期に早晩直面し、広域化・民間活用が必

割について、需要平準化対策をしっかり講じるこ

要となると述べている。そのために、喫緊の経営
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改革が必要であると。
今後の具体的な取組方策としてあげられている
のは、
１．広域化・共同化の推進：管渠を接続し、汚
水処理場を統合する方策が最も効率的。国庫補助
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業費 の増大が懸念されており、ストックマネジ
メントにより事業費の平準化、計画的な長寿命化
事業の実 施や、将来必要となる更新費用も踏ま
えた適切な使用料の設定に努めるべき。
などという主張が並べられている。

が拡充されたことも踏まえ、推進のための地財措
置を拡充すべき（接続管渠、市町村内事業も対象

下水道事業に関してはまだそんなに動いてない

化等）。市町村間の統合が最も効率的だが、調整

です。例えば、浜松市は水道のコンセッションは、

に難航するケースが多い。都道府県の調整が重要

理解が得られないのでやらないとついこの間発表

であり、地財措置等も配慮すべき。

しました。包括委託の形で始まっていますので。

２．最適化 ：人口推計等も十分踏まえ、下水

国交省の中に研究会があって、下ので。これ水道

道、集落排水、浄化槽等の汚水処理方式から、地

財政のあり方に関する研究会っていうのがあっ

域の実情に応じ た効率的な整備手法の選択を検

て、中間報告を急いで、昨年末出しました。その

討すべき。

内容を、一応コンパクトに書いてありますから想

３．ICTの利活用：ICT関連技術の進歩は著し
く、処理場の遠隔監視等、ICTを利活用した維持

像されるような内容ですからご覧になってくださ
い。

管理の効率化が進捗。広域化に資するICTの地財
措置を拡充する等一層の推進を検討すべき。
４．民間活用：包括委託、PFI、コンセッショ

１月25日財政課長会議

ン等が普及してきており、地域の実情を踏まえ積

１月25日に先ほど申しました財政課長会議とい

極的に導入を検討す べき。なお、地財措置は直

うものが開かれて、袋一杯分の資料を渡されて、

営とPFI方式で同等の措置を実施。

議会事務局も行きます。市役所も行きます。それ

民間への共同発注（遠隔監視、維持管理、保守
点検、修繕等）について、技術の進歩により、i）
複数の汚水処理事業、ii）汚水処理事業と水道等

ぞれ。必要があったら、どうぞこれご覧になって
ください。
この１月25日の式次第。

の異分野の事業、iii）複数の地方公共団体の事 業、
等の例も増えてきていることから、その積極的な

全国都道府県財政課長・
市町村担当課長合同会議日程

検討を推進すべき。
５．公営企業会計の適用等：公営企業会計の適

平成31年１月25日（金）

用が、広域化の検討の大前提となるケースが多く、

中央合同庁舎第２号館講堂（地下２階）

早急な着手が必要。

開会 10：00

流域下水道の法適化、人口３万人以上の下水
道・簡易水道事業の法適化により、他の事業の法

１ 挨拶 自治財政局長 10：00～10：10
２

６．適切なストックマネジメントに基づく老朽
化対策：現在、耐用年数超過施設の更新率は極め
て低い。今後、大量更新期を迎えるが、膨大な事

財政

課長 10：10～10：30

適化も取り組みやすくなってきており、取組を促
進すべき。

平成31年度地方財政対策等について

３

平成31年度普通交付税等について

交付税

課長 10：30～10：45
４ 地方公共団体の財政運営等について 財務調
査課長 10：45～11：00
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５

各府省の主要施策等について

調整課長

平成31年度地方債計画等について

地方債

22

平成31年度自治大学校研修概要について

自治大学校教務部長16：20～16：25

課長 11：20~11：35
７

消防庁総

務課長 16：10～16：20

11：00～11：20
６

21 消防防災行政の諸課題について

平成31年度の地方公営企業の運営等につい

23 プレミアム付商品券事業について

内閣官

て 公営企業課長 11：35～11：55

房プレミアム付商品券施策推進室内閣参事官

（休憩） 11：55～13：00

16：25～16：35

地方公共団体金融機構の平成31年度業務概

24 平成31年度における地方創生関連予算等に

要について 地方公共団体金融機構経営企画部

ついて 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部

長 13：00～13：10

事務局内閣参事官 16：35～16：45

８

９

平成31年度地方税制改正等について

自治

閉会 16：45

税務局企画課長 13：10～13：30
10 マイナンバー制度の推進について

内閣官

10時開始。財政局長10分あいさつ。次２がメイ

房番号制度推進室内閣参事官 13：30～13：

ンテーマで、３、４あたりが重要なテーマであと

35

は個別の話になります。

11 マイナンバー制度と住民基本台帳制度につ
いて 住民制度課長 13：35～13：50

全国都道府県財政課長・

12 基礎自治体を取り巻く現状と課題について
市町村課長 13：50～14：00

平成31年１月25日（金）

13 平成30年度の地域力創造グループの施策等
について①

地域政策課長

14：00～14：

20

資料１ 平成31年度地方財政対策のポイント
資料２ 平成31年度地方財政対策の概要
資料３

14 平成31年度の地域力創造グループの施策等
について②

地域自立応援課14：20～14：

平成31年度の地方財政の見通し・予算

編成上の留意事項等について
資料４ 公共施設等の適正管理の推進について

40

資料５ 財務調査課関係資料

（休憩）14：40～14：50

資料６ 主要施策関係資料

15

地方公務員制度について

公務員課長

14：50～15：10
進等について 福利課長 15：10～15：20
17 地方行政の諸課題について 15：20～15：
35
18

資料７ 地方債関係資料
資料８ 地方公営企業等関係資料

16 地方公務員共済制度の運営、安全衛生の推

資料９

地方公共団体金融機構平成31年度業務

概要
資料10 平成31年度地方税制改正（案）につい
て

地方行革等について

行政経営支援室長

15：35～15：45
19 平成31年度の地域力創造グループの施策等
について③ 15：45～16：05
20 平成31年度の地域力創造グループの施策等
について④ 16：05～16：10

54

市町村担当課長合同会議配付資料一覧

資料11 平成31年度地方税制改正・地方税務行
政の運営に当たっての留意事項等について
資料12 地方税制参考資料
資料13 マイナンバー制度の推進について
資料14 マイナンバー制度と住民基本台帳制度
について
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降は関連することいろんなこと公開されていま
す。一応、この会議に配られた資料です。＊資料

資料16 地域力創造グループの施策等について
①

３について当日のレジュメには掲載してありまし
たが紙面の都合上今回は掲載しません。必要な方

資料17 地域力創造グループの施策等について
②

はウェブから入手するか自治研センターにお問い
合わせください。

資料18 公務員部関係資料
資料19 行政課関係資料

最後に菅原講師の問題意識・税制の
膨張と幼保無償化

資料20 地方行革等について
資料21 地域力創造グループの施策等について
③

19年度地財計画は、
「臨時交付金」
、
「特例交付

資料22 地域力創造グループの施策等について
④

金」
、
「森林環境譲与税」など新たな財源によって
膨らんでいる。幼児教育の無償化財源は最初の半

資料23 消防庁関係資料

年だけの全額国費負担なのであり（事務費につい

資料24 平成31年度自治大学校研修概要につい

ては２年間）
、2020年度からは、国１/２、都道

て

府県１/４、市町村１/４の負担ルールが適用され

資料25 プレミアム付商品券事業について

る。これまでの税と社会保障の一体改革における

資料26 平成31年度における地方創生関連予算

消費税・地方消費税の社会保障の充実分に関する

等について

負担割合は、国２、地方１であったことを考えれ

＊資料３として、
「平成31年度の地方財政の見通

ば、地方負担分が大きくなる。消費税10％時に

し・予算編成上の留意事項等について」が配付さ

は（国）消費税からの地方交付税への算入割合も

れた。同時にwebでも公開されているのでそちら

下がることなどを考え合わせれば、地方負担は確

から参照されたい

実に増える。全国市長会はもう少し頑張るべきだ
ったのではないだろうか。

資料１、１、２、３は公開されています。４以

質

疑

（講演終了）

応

答

質問Ａ 最後の問題意識、こいつは大事だなって

菅原 消費税の特徴のうちの一つですが、消費税

私は思いました。このことと合わせて、地方自治

は経済的な取引に何でもかかるっていうのが特徴

体は消費者ですよね。いろんなものを買って。税

の一つ。何でもかかる。だから公平です。ところ

金の中から消費税も払う、これでごまかされると

が、二つのカテゴリーにかからない。一つは労働

いう話ありました。それと合わせて、消費税分の

にかからない。賃金にかからない。皆さんが売っ

負担がまた私たち市民の税金から、市の財政の中

ているのは（経済学の用語でいう必要もないです

から増える。そういうことが問題だなって、合わ

が）労働力商品を売っているわけです。本当は消

せて思います。それを指摘してもらえればと思い

費税乗っけて、使用者は給料を払うのが大前提の

ます。

ルールです。そうでしょう。もし、これが労働サ
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ービスを、例えばマッサージをしてもらうという

ったら嫌だよね。

のでしたら、消費税が乗ってマッサージしてもら

同じ仕組みは介護でもそうです。けど、介護は

うでしょう。だからマッサージ師はそれで消費税

あんまりレントゲンとか買わないから、影響大き

を乗っけて請求しますが、労働者はそういうこと

くないかもしれないけど、包帯を買ったりすれば、

しない。なぜなのかというのは財務省の資料を見

もちろん同じことが起こっています。若干、その

ても書いてないです。国会で「これ、問題じゃな

主張がないわけじゃないけど、お医者さんほどじ

いか」と第１次安倍内閣のとき質問がありました。

ゃない。

それは「労働者は自分の生活の中で物を買うとき

労働者の賃金とそれから非課税の部分である最

は消費税を乗っけたものを払っているのに、安倍

大の労務の社会診療報酬は消費税のアキレス腱で

さん、あなたのところの事務所で働いている労働

す。だから本当に消費税がいいのなら、それもや

者は消費税乗っからないものを賃金でもらって、

るべきです。だけど労働者にあなたはご飯食べる

その中から消費税を払っている。これって問題じ

のに消費税分多く払っているから、給料もその分、

ゃないですかと」安倍さんに質問した。これは実

多くします。消費税分をかけてお払いしますって

をいうと本質的な問題ですよ。消費税って、特有

1人もいない。それで、その賃上げがあったの、

の偏りがあるじゃないかっていうことです。消費

なかったのっていうのは、理論として本質的な欠

税を乗っけて払ってもらわないと、負担ばかりす

陥というところです。

ることになる。安倍さんのところの事務所で働い

これまで消費税が、支払い義務がない事業者の

てもそうですよねと聞いたら、安倍さんが答えて

益税っていうのは、つまり小さいところをいじめ

「消費税分も考えて賃上げするように努めてまい

る必要ないと思いますが、最大の問題です。でも、

りたいと思います。」消費税分を払っても損にな

益税に預かれないのが賃金です。それで、だから

らないように。減らないようにというふうに、安

２つの非課税は大問題です。これは消費税って仕

倍さん自身も答えています。

組みそれ自身が欠陥をはらんでいるから、そうい

今年の中医協、中央医療協議会の最大の問題は
社会保険料に消費税を乗っけてくれとお医者さん

うことになると思います。本当に負担すべき人に
消費税の恩恵がいってないということです。

が言っている。消費税導入してお医者さんに行っ
たら領収書もらって、消費税８パーセントとは書

質問者Ｂ 臨時財政対策債の話、最初にあったと

いてないでしょう。これ非課税ですね。社会保険

思います。借り換えで臨時対策債。だんだん、発

診療は非課税。だけどお医者さんは社会保険診療

行額が少なくなっていって、うちの町も下手する

報酬もらって、それで聴診器を買う、レントゲン

と不交付団体になって返済財源０になる。

を買う、レントゲン買うとき消費税払わなきゃい

56

けないのでお医者さんは損しています。中医協は

菅原 そういうこと。だから残高で見るしかなく

ここが最大の問題で診療報酬に妊婦加算だけじゃ

て。残高50兆円。これは総務省が返してくれるの

なくて、消費税加算もしています。だけど賄いき

か自分で返すのか決めてないけれども、自治体が

れないっていうので日本医師会の最大の主張は

返すことになるでしょう。不交付団体では借り換

「診療報酬に消費税をかけてくれ」と、だけど、

えをする財源も出さないっていうことだから、も

それは一般には理解しがたい主張です。それがお

ちろん自分のとこから市民の税金を使って返して

医者さんの今年の最大の主張です。病院に行った

います。もう返しています。自分の税金の中から

ら、消費税を含めて、高くなっちゃうから普通だ

集めた税金の中から返して行く。誰も国も面倒見
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てくれてないのはもう火を見るよりも明らかで

年度以降は特定財源でなく交付税で見ることにな

す。悲劇的なのは途中で交付団体から不交付にな

りました。一番影響を受けるのは幼稚園なので、

ったところは、「それはおまえ、もうちょっと考

幼稚園の国が出す基準額を見て、月謝をそこまで

えてから発行すれば良かったんじゃないの」とい

は取るというふうに、普通するよね。つまり、保

う話なんですけども、かわいそうです。もちろん。

護者のほうには負担がいかないわけだから、そし

だから本当は、そんなばかなことはしないでしょ

たら額面だけでもギリギリでいきましょうという

うっていうのは、総務省の考え方ですけども。23

ふうに。お高い幼稚園はそうはならないですけど。

区以外はみんなばかなんです。
質問者Ｅ 先ほど、消費税の話でちょっと話が出
質問者Ｃ 先ほどの幼保、幼児教育無償化のとこ

たんですけども。民間委託の関係で消費税のこと

ろで、施設型給付、公立は10分の10という表示が

と関係して、例えば、市民は給食費を払うときに

ありますよね。市町村のところに。他は、私立だ

消費税分というふうになるのはいわゆる材料費だ

ったら４分の１と。これは施設の新設とかに関わ

けですよね。民間委託しているところと、直接雇

るっていうことじゃなくて運営ですよね。 公立

用で直接職員がやってるところに委託すると、市

には全く国は金を出さないということですか。

役所の持ち出し、労賃が一緒だっていうふうにフ
ラットにすれば、持ち出す消費税は民間委託して

菅原 ええ。一般財源化されたので、交付税では

いるほうが高くつくんですよね。消費税分が入る

計算してあげます。だけど補助金、現金では全然

という病院なんかもそうなんです。病院で例えば、

来ませんよ。だから10分の10ですね。だけど、交

診療と、ME機器なんかをたくさん買うと、消費

付税って別に現金で来るわけじゃないので役所の

税分が大変で、機械化すればするほど病院経営が

雰囲気としては全部負担させられているなという

火だるまになっちゃう。それは実は、民間委託で、

感じになると思います。 だから全額を交付税で

いろんなふうに維持課だとか、栄養課だとか、い

やっているような団体、ないですけども。もしそ

ろんなところに民間委託するとその分の消費税分

うだとしたら、交付税が面倒見てくれましたとい

だけでもすごいお金になって、結局民間委託の労

う気持ちになるかもしれませんけども。普通の市

働者については、委託料を下げるという競争性を

だったら財政担当者は「自分で賄っているよ」と

高めて、二重に適正な価格ではなくて、二重に消

いう感じがすると思います。

費税分をかぶせるような形でいくというふうな。
そこら辺の構造があるということだけ、 それと

質問者Ｄ 保育の無償化について、私の中でも混

もう一つ、問題になっているのは、会計年度任用

乱しているのは、国の公定価格の保育料がありま

職員制度を巡って各自治体で非常に困っているの

す。それより持ち出し分になるということでいう

が、地方交付税措置がどのぐらいされるんだろう

と、それでも入ってくるお金は公定価格。保育料

かということと、その給与費、今までは臨時職員

より、民間保育料は増収ということになりますよ

という人たちの予算上の項目が物件費だったの

ね。それで変な言い方すると、それで何となく交

が、今度人件費に変えていかなくちゃいけない。

付税、ちょっと増えたかなと思うと、それ足して

給与費に変えていかなくちゃならないという問題

公立保育園のほうでやれという話。

があって。そこら辺のまず明確になってないとい
うことで、非常に地方自治体が苦労しているらし

菅原 なります。そういうことになりますね。20

いんですけども、そこら辺についても情報があれ
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ば教えていただければと思います。

のところのホテルに、あんまりは泊まらないだろ
う」なので、それはあるかもしれないけど、直接

菅原 年の初めの段階で、定員管理計画が出てい

で一番成功したのは森林課税だったんです。これ

て、それで常勤換算した、常勤職員の換算した数

現在、先ほどの森林環境税じゃなくて、もともと

字が出ていて、結構19年度増えています。増えた

現在かなり多数の都道府県でやっていて。今まで

理由は何ですかっていうことです。それは「会計

自治体がそうやって自分たちで増税をしているの

年度任用職員制度は賃金だから」。だけど、皆さ

を、名前、看板だけ国税にして、あと配りましょ

んが思っているほどそれは増えていません。何が

うっていうのは、そもそも良くなかった。私、今、

増えているのかというと児相の職員の定数をだい

横浜に住んでますが、横浜、神奈川県が森林環境

ぶ増やした。増えてるように見えるけれども、そ

税っていうのはあります。横浜市がみどり税って

んなに大したことありませんでした。だけど、そ

いう名前の住民税に付加する。道志村から水をも

れこそ根拠はなんで、実際には何人ぐらい見込ん

らっているので、そこに木を植えようみたいなこ

でいるかっていうのは、ちょっとこの中では分か

と。今度、国税で森林環境税。僕は三重課税。止

らなかったですね。それに関わるというか、おお

めてくれと言いたい。それは自分たちの努力で神

むね分かり始めるのが地方交付税法の改正案が出

奈川県も、横浜市もそうやって、市民。じゃあ、

てきたときなので、実際の額が分かるのは６月で

全部集めて人口とか。つまり神奈川県から集まっ

す。

たのは神奈川県で使うんじゃないんですよ。全部
一緒にして、森林面積で分けちゃうわけだから。

質問者Ｆ 10年ぐらい先、どういうふうになるの
かっていうのを見ながら、さっき言ったように例

「ちょっと問題ね」というのが平気で行われてい
ることのほうが怖い感じですね。

えば臨財債の問題や市長会などが自治体でそれぞ

それから難しいほうのご質問で。私は大体、予

れ独自に賦課課税をやりましょうみたいな話が出

想するとき、星占いか干支なので。干支で起こる

てきています。それは地方財政計画というかっち

ことは必ず起こる。2007年は本当に、だけど翌年

りした計画と、うまくすり合うのかどうなのかっ

の秋にはリーマンショックで元の子もなくなるぐ

ていうところを含みながら、どういうふうに捉え

らい。そして株式市場もその経済も、かなり循環

ていったらいいのかっていうことをお伺いした

的なことが、当然なので。正確に12年に一遍かど

い。

うか分からないけども、それは干支で動いてます。
世の中は。亥当たるって、絶対。というぐらい。

菅原 そうですね。２番目の独自課税とかという

12年と24年とかって当たりますよ。

ふうに関しては、本当に個々の状況で一般的な傾
向があるわけではない。ですから一般的には総務
省としては、できればかぶるようなものはとにか
く許可もしないし、やめてくれということ。横浜
市の馬券税とか、それから神奈川県の企業税とか
っていうのは、よってたかってつぶされた。ホテ
ル課税、自治体でやるのはちょっと無理かな。可
能性があるのは、税源がありそうな東京で１万円
以上のホテルかな。というのは「市民は別に自分
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「九条俳句訴訟」東京高裁判決確定

「公平・公正・中立」を根拠に表現活動の制限はできない！
財）埼玉県地方自治研究センター 理事

江野本 啓子

１ はじめに
梅雨空に「九条守れ」の女性デモ
この俳句がさいたま市立三橋公民館の公民館だ
よりに不掲載となったのは2014年６月25日。理由
はこの俳句が政治的であり、公民館の公平・中立
に反するというものでした。作者・句会、報道で
知った市民らは公民館との話し合いを重ねてきま
したが、公民館は見解を変えず、作者はやむなく
2015年６月25日、さいたま地裁に提訴しました。
2017年10月13日、俳句不掲載は違法、としてさ
いたま市に損害倍書を命じるさいたま地裁判が出
されました。2018年５月18日、一審に続き俳句不
掲載は違法とする東京高裁判決が出されました。

２ 最高裁待ちではなく現場解決を

そして2018年12月20日付けで最高裁は原告とさい

原告と「九条俳句」市民応援団は、高裁判決直

たま市双方の上告を棄却。東京高裁判決が確定し

後に俳句掲載と謝罪、再発防止を求めてさいたま

ました。2019年１月31日、さいたま市は判決確定

市に申し入れ、話し合いを続けて来ました。上告

を受けて作者に謝罪し、公民館だより２月号に俳

はしましたが最高裁待ちではなく、あくまで早期

句を掲載しました。実に、事件から４年７ヵ月、

の現場解決をめざしました。しかし、市側は「思

提訴から３年７ヵ月が経ちました。

想、信条を理由に不掲載としたわけではない。不

「埼玉自治研」に「九条俳句」事件について寄

公正な取扱いはしていない」「公民館だよりは公

稿するのは今回で３回目になります。2016年３月

正性・公平性が求められる。世論が分かれている

号に事件発生から提訴に至るまで、2018年９月号

一方の意見だけは載せられない」とこれまでの主

に一審・二審判決を受けて上告するまでを掲載し

張を繰り返し、最高裁の判断を待つ姿勢を崩しま

ました。本稿では、その後の取り組みの経過と九

せんでした。

条俳句訴訟で勝ち取ったもの、今後の課題につい
て報告します。

市の頑なな主張を崩すためには世論を味方につ
けるしかありません。市民応援団は、市との話し
合いを継続しながら様々な取り組みを重ね、掲載
を迫りました。
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３ 年内解決に向けて全力投球
11月14日（火）は、
「
『九条俳句』掲載を求める
市民集会」
。過去最高の250人が参加し、全国から
寄せられた「１万人署名」14000筆余りがステー
ジに積み上げられました。メインゲストの佐高信
さんは、「俳句は庶民の心意気みたいなものが一
番凝縮して表れている、反権力の武器。だから権
力は恐れる」と指摘し、俳句弾圧事件に触れなが
９・２「九条俳句」上告から今何を！市民集会

ら金子兜太さんや俳人西東三鬼、川柳作家鶴彬を
紹介されました。笑いの中に政権批判を交え、核
心を衝いたお話に会場は大いに盛り上がりまし

９月２日（日）に、元上智大学教授の田島泰彦

た。

さん、立教大学名誉教授の門奈直樹さん、社会教

また、永田浩三さんは、「公民館は日本の戦後

育推進全国協議会委員長の谷岡重則さんをゲスト

の民主主義と憲法を伝える地域センターだった。

スピーカーにむかえ、
「
『九条俳句』上告から今何

表現の守護者であれこそすれ弾圧者であってはな

を！市民集会」を開催。田島さんは、「表現の自

らない」と。檻の俳句館長のマブソン青眼さん

由に何が大事か。発信した情報を市民や社会にき

（フランス出身の俳人）からはビデオメッセージ

ちんと伝えること。それには検閲させないことだ。

が寄せられました。埼玉弁護士会人権擁護委員会

九条俳句問題で最も重要なことは原状に復させる

の「決定書（勧告）」や、社会教育関係４団体に

こと」と指摘し、市民応援団の今後の取り組みに

よる「『学習の自由と公民館』に関する教育研究

期待を寄せられました。応援団武内代表からは

団体等連絡会議の見解」、記者会見を行った表現

「11.14『九条俳句』掲載を求める市民集会」
、
「１

者声明などの報告があり、高裁判決以降の動きを

万人署名」の行動提起があり、年内解決にむけ全

共有しました。「１万人署名」は11月16日、１次

力投球を確認しました。

集約した12000筆（作業完了分）を作者とともに

また、鎌田慧さん（ルポライター）ら７人によ

細田真由美教育長に提出しました。

って呼びかけられた「『九条俳句』表現者声明
小さな一句の尊厳を守るため、『九条俳句』の検
閲に抗議し、『公民館だより』への掲載を求めま
す」がスタート。表現者声明の賛同人は、文学関

４ 急転直下の展開
その後も「１万人署名」が全国から寄せられる

係者やメディア関係者など83人にのぼりました。

中、２次集約した署名を何としても市長に提出し

11.14集会の前段で佐高信さん（評論家）
、永田浩

ようと、12月21日に署名提出と、昼休みの庁舎前

三さん（武蔵大学教授）ら４人による記者会見が

５・７・５スタンディングを計画しました。早朝

行われ、「九条俳句」不掲載の問題点を指摘し、

から登庁する市職員にチラシを配り、スタンディ

掲載を求めてアピールしました。新聞各紙に報じ

ングを予告。昼休み、思い思いの俳句・川柳を書

られました。

いたメッセージボードを持った参加者が集り、そ
の数は50人に。市役所前の歩道に整列し、メッセ
ージボードを掲げました。話題の「チコちゃんに
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叱られる」に因んだ、「清水さん（市長名）掲載

蔵美術大学教授）は、「市民の手による自発的な

しないと チコちゃんに叱られる」など、どれも

公共文化形成」と題した講演を行い、「政治的中

ユニークなメッセージばかり。チコちゃんの被り

立を根拠に公共施設の貸し出し拒否や後援拒否と

物も登場して下校途中の子どもたちや道行く人の

いう傾向に歯止めをかけた」と九条俳句訴訟を評

関心を呼びました。最後に庁舎の前庭を一周して

価し、「政治的関心・議論は民主主義の担い手と

アピールしました。

して必要な基礎体力であり、民主主義の土台は自

この日は12月議会最終日。議会終了後、市長は

由な表現が行き渡っていること。公の施設、特に

各会派室に挨拶し、市長室に戻ってくると見込ん

公民館はそのための重要な役割を果たすもの」と

で、7600筆余の署名（累計２万55筆）を届けに市

指摘。最後に、声を上げ続けることが、次の時代

長室へ。ところが市長は市長室に戻らず、面会を

への責任であると結ばれました。

めぐって秘書課職員と交渉している最中、最高裁

原告からはこの間の支援に感謝が述べられ、

棄却の一報が入りました。予想していなかった事

「長く苦しい時もあったが、闘って本当良かった。

態に大騒ぎとなり、教育長の「真摯に受け止める」

私の生涯の宝」とあいさつされ、100人を超える

との発言もあって、市長への提出は断念して２次

参加者から大きな拍手が送られました。

集約署名も教育長に提出しました。
それから３日後の12月25日、市長・教育長宛に、
①謝罪と「九条俳句」の掲載、従来どおり句会が

５ 最高裁決定で勝ち取ったものは

提出する俳句を公民館だよりに掲載すること。②

最高裁決定によって東京高裁判決が確定しまし

再発防止の具体策を講じることを申し入れ、年末

た。この訴訟で勝ち取ることができたのは以下の

ぎりぎりの28日に教育長名で謝罪と掲載、研修強

４点だと考えられています。

化の回答書を受け取りました。

① 大人の学習権

１月28日には、勝訴確定を報告し、残された課

これまでも学校教育との関係で子どもの学

題を共有するため、「九条俳句」報告市民集会を

習権は指摘されてきましたが、
「大人の学習権」

開催しました。メインゲストの志田陽子さん（武

については、今回はじめて「基本的人権であ

2018年５月18日

東京高裁勝利判決
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り、これを社会教育法が保障している」と判

について不公正に扱うことを禁じたもので、

示されました。控訴審判決はこう述べていま

九条俳句訴訟で勝ち取った最も重要なものと

す。
「学習権は、憲法26条に基づき、国民各自

考えられています。

が、一個の人間として、また、一市民として、
成長、発達し、事故の人格を完成、実現する

「中立、公平、公正」とは、本来行政を縛

ために必要な学習をする権利」として、
「社会

る規範のはずですが、市民の自由を制限する

教育法‥‥の各規定は、‥‥大人の学習権を

根拠に使われる事態が頻発しています。
「九条

保障する趣旨のものである」としました。

俳句」事件もその１つでした。控訴審判決は

② 公民館の法的役割

「‥‥原告の思想、信条を理由に、これまで他

図書館の法的役割については、船橋図書館

の住民が著作した秀句の取り扱いと異なる不

事件最高裁判決が明らかにしていますが、今

公正な取り扱いをしたもので、これによって

回はこれを踏まえて公民館の法的役割を明確

第１審原告の上記人格的利益を違法に侵害し

にしました。控訴審判決は、社会教育法の各

たものというべきである」とし、
「‥‥ある事

条項や地方自治法244条３項を引用し、「公民

柄に関して意見の対立があることを理由に、

館は、住民の教養の向上、生活文化の振興、

公民館がその事柄に関する意見を含む住民の

社会福祉の増進に寄与すること等を目的とす

学習成果をすべて本件たよりの掲載から排除

る公的な場」としました。公的な場としての

することは、そのような意見を含まない他の

公民館の性質を論じた初めての判決だと言わ

住民の学習成果の発表行為と比較して不公正

れています。

な取り扱いとして許されないというべきであ

③ 公民館職員の義務
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④ 中立、公平、公正

る」とし、本来あるべき「公正」概念を明確

控訴審判決は、②の公民館の法的役割を受

にしました。この判決は、行政が用いる「中

けて、公民館職員の義務についても明確にし

立・公平・公正」という根拠が市民の学習・

ました。「公民館職員は、公民館が上記の目

表現活動を制約する根拠にならないことを判

的・役割を果たせるように、住民の公民館の

示したもので、この判断内容は公民館だけに

利用を通じた社会教育活動の実現につき、こ

とどまらず他の教育施設や集会施設での市民

れを公正に取り扱うべき職務上の義務を負う」

活動にも当てはまるものです。

としました。さらに、
「公民館の職員が、住民

以上みてきたように、九条俳句訴訟は画期的な

の公民館の利用を通じた社会教育活動の一環

判決でした。しかし、課題も残されました。 原

としてなされた学習成果の発表行為につき、

告が、
「九条俳句」訴訟で求めたものは、①200万

その思想、信条を理由に他の住民と比較して

円の損害賠償と②「梅雨空に『九条守れ』の女性

不公正な取扱いをしたときは、その学習成果

デモ」を公民館だよりに掲載することでした。残

を発表した住民の思想の自由、表現の自由が

念ながら掲載請求は、一審、二審とも認められま

憲法上保障された基本的人権であり、最大限

せんでした。掲載について、俳句会と公民館職員

尊重されるべきであることからすると、当該

との間で一定の合意はあったと認定されたもの

住民の人格的利益を侵害するものとして国家

の、裁判で請求できる法的な権利とはいえない、

賠償法上違法となるというべきである」とし

との判断でした。

ました。公民館職員の職務上の注意義務が明

また、原告が主張した「表現の自由」侵害につ

確となり、行政が住民の学習成果の発表行為

いても、「表現の自由」の問題ではない、と判断
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されました。表現の自由が保障される表現行為で

戦後の民主化の中で、憲法を学ぶ場として構想さ

あるかどうかは、公民館だよりへの掲載請求権が

れ、市町村が設置してきました。その役割は、憲

なければならない、と結論付けています。

法や教育基本法、社会教育法に一貫して流れてい
る「学ぶ権利」の保障です。
公民館職員と利用者が一緒に育ちあいながら本

６ 今後の課題

来の公民館を取り戻していくことができれば、

高裁判決確定を受けて、原告と応援団は①謝罪

「禍を転じて福となす」です。公民館について考

と「九条俳句」の掲載、従来どおり句会が提出す

えようと始まった公民館カフェ（みんカフェ）を

る俳句を公民館だよりに掲載すること。②再発防

通じて職員と市民の協働が始まることを願ってい

止の具体策を講じることを申し入れました。謝罪

ます。

と掲載は、すでに実現しましたが、今後の俳句掲

原告は４年半を重く長い時間だったと振り返り

載と再発防止策については本稿入稿時点では不透

ました。ともに歩んでき市民にとっても様々な課

明です。

題を抱えながら裁判に傾注してきた時間は決して

また、市民応援団では、事件がなぜ起きたのか、

軽くはありません。しかし一方で、裁判を通して、

何が問題だったのか、責任はどこにあるのかをき

新しいことに出会い、学ぶ喜びを感じてきたこと

ちんと検証するよう求めています。それ抜きに再

も事実です。裁判そのものが社会教育でした。そ

発防止策を考えることはできないと思うからで

して、おかしいことはおかしいと声を上げること、

す。

権利を行使することがいかに大事かを実証できた
ことは何より嬉しいことです。

細田教育長

原告・作者に謝罪

九条俳句事件は不幸なできごとではありました
が、改めて公民館の役割や公民館運動に目を向け
るきっかけとなりました。問われたのは市の社会
教育行政の姿勢だけでなく、公民館の管理運営を
行政に任せっきりで無料で使える貸館として便利
に使ってきた市民の側も問われています。
裁判を闘う過程で、公民館の設置理念や社会教育
法の精神について学習したり、先進自治体の公民
館や公民館だよりを調査してきました。公民館は、
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 ࡣࡌࡵ
᪥ᮏࡢேཱྀῶᑡࡀᛴ⃭㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ᪥ᮏࡢ⥲ேཱྀࡣᖺᅜໃㄪᰝࡼࡿ൨ேࡽᖺࡣ
ே࡞ࡿ᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦ᅜ❧♫ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࠕ᪥ᮏᑗ᮶᥎ィேཱྀ㸦ᖹᡂᖺ᥎ィ㸧ࠖ
ࡼࡾ㸧
ྛ⮬యࡣࠊ㐣ཤࡢࡼ࠺ࠊேཱྀࡀቑຍࡋࠊẖᖺቑຍࡍࡿᕷ⛯ධࢆᇶ┙ࠊᕷẸࡢⓙࡉࢇࡽせᮃࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊ
ࡑࢀࡽࢆࡓࡔࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᚋࡣேཱྀࡀῶᑡࡋࠊẖᖺࡢධࡀῶᑡࡍࡿࡓࡵࠊᴗࡢྲྀᤞ㑅ᢥࡀᚲ㡲࡞ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㧗㱋ࡼࡿ♫
ಖ㞀㈝ࡢቑຍࠊࣂࣈࣝᮇᘓタࡋࡓබඹタࡢ⪁ᮙၥ㢟➼ࡢ㔜ㄢ㢟ࡶ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋබົဨࡗ࡚ࡣ
ᮍ᭮᭷ࡢ≧ἣࡢ୰࡛ࠊ㐍ࢇ࡛⾜࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋ
ᅜⓗ࡞ὶࢀྠᵝࠊᮏᕷ࠾࠸࡚ࡶࠊேཱྀῶᑡࡼࡿᕷ⛯ධࡢῶᑡࠊ㧗㱋ࡼࡿ♫ಖ㞀㛵ಀ⤒㈝
ࡢቑຍ࡞㈈ᨻぢ㏻ࡋࡣཝࡋ࠸ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊ⌧≧࡛ࡢᙜᕷࡢ㈈ᨻ≧ἣࡣࠊᅜࡢ㢮ఝᅋయẚ
ࡿ༴ᶵⓗ࡛࠶ࡿࡲ࡛ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸≧ἣ࡛ࡍࠋ㸦ᅗ㸯㸧ࡑࡢࡓࡵࠊ⫋ဨࡢ㈈ᨻ≧ἣᑐࡍࡿព㆑ࡣప࠸ࡲࡲ࡛
ࡍࠋ  
ࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣᑗ᮶ࠊ㈈ᨻ≧ἣࡀᝏࡋࠊᕷẸࡗ࡚ࡣࠊ⛯㔠ࡸ⏝ᩱࡢ್ୖࡆࠊྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࡢపୗࢆᘬࡁ㉳
ࡇࡋࡲࡍࠋ㈈ᨻ≧ἣࡢᝏ࡛వἼࢆཷࡅࡿࡢࡣᕷẸࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᮏᕷ୍⯡ィࡢṓฟ⥲㢠㸦ᖺỴ⟬
⣙൨㸧ࡢ࠺ࡕ㸣ࡢ⣙൨ࢆ༨ࡵࡿே௳㈝ࡶࠊᙜ↛๐ῶᅽຊࡀࡾࡲࡍࠋ⫋ဨࡗ࡚ࡶேࡈ࡛
ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ⌧≧┠ࢆ⫼ࡅࠊࡇࢀࡽࡢ㈇ᢸࢆඛ㏦ࡾࡍࡿࡇ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ᖺࠊᖺࠊᖺࠊఱᖺࡓࡗ࡚ࡶఫࢇ࡛ࡼࡗࡓᛮࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡲࡕࡍࡿࡣࠊ⮬యࡋ࡚ࠊᮏᙜᚲ
せ࡞ᴗࢆຠ⋡ⓗ⾜࠺᩿ࡢດຊࢆ⥆ࡅ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡲࡎࡣࠊࡑ࠺⪃࠼࡚ࡃࢀࡿ⫋
ဨ࣭ᕷẸࢆቑࡸࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡀ⮬ศࡓࡕࡢ㌟ศࡢಖ㞀ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ⪃࠼ࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ࠊࠊ⮬ศࡓࡕ࡛ࡁࡿࡇࡣఱࢆ⪃࠼ࠊⱝᡭ⫋ဨ㸦➹⪅ࡣᖺṓ࡛ࡍࠋⱝᡭ࡛࠸࠸
࡛ࡋࡻ࠺㸽㸧ࡀయ࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᴗࢆ⤂ࡋࡲࡍࠋ
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ᅗ㸯㸦ᗈሗࡁࡓࡶᖺ᭶ྕࡼࡾᢤ⢋㸧
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 㹉㹍㸿㹑ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
㸦㸯㸧⏬ពᅗ࣭ㄌ⏕ࡲ࡛
๓㏙ࡋࡓ࠾ࡾࠊᚋࡣࡲ࡛௨ୖ㞴ࡋ࠸≧ἣࡢ୰࡛ࠊᮏᙜᚲせ࡞ᴗࢆຠ⋡ⓗ⾜࠺ດຊࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃᚲ
せࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡋࡋࠊ⫋ဨᩘࡢ๐ῶࡀ㐍ࡳ࡞ࡀࡽࠊᴗົ㔞ࡀῶࡽ࡞࠸⌧≧࡛ࡣࠊ᪥ࠎࡢᴗົ㏣ࢃࢀࠊᢏ⬟ࡸព
㆑ࡢྥୖࡃ㛫ࢆ⮬ࡽ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡼ࠺ឤࡌࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᖺᩘᅇ⮬ࡽࡢ᪥ࠎࡢᴗົࢆぢ┤ࡋࠊᢏ⬟ࡸព㆑ࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿᶵࠊຮᙉࢆ㛤ദࡋࡓ࠸⪃࠼ࡲ
ࡋࡓࠋࡑࡢពྥࢆᙜᕷ㸦ᮏᕷ㸧ᇸ⋢┴ᱩᕝᕷ㸦ᮏᕷࡢ㞄ᕷ㸧ࡢྠୡ௦㸦௦㸧ࡢ⫋ဨ⤌ྜᇳ⾜ጤဨ⏦
ࡋฟࡓࡇࢁࠊᐇ⌧ࡋࡓࡢࡀ㹉㹍㸿㹑㸦.LWDPRWR2NHJDZD$IWHU6L[㸧࡛ࡍࠋ
ྡ⛠ࡢពᅗࡣࠊ୧ᕷࡢ㢌ᩥᏐࠊ㛫እࡢຮᙉ࡛࠶ࡿࡇࡀศࡿࡼ࠺ࠊࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡣබົဨࡶ᪤ᡂᴫ
ᛕࢆ㹉㹍㸿㹑㸦ࡇࢃࡋ࡚㸧ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺࠸ࢆ㎸ࡵ࡚ࠕ㹉㹍㸿㹑ࠖࡋࡲࡋࡓࠋ


㸦㸰㸧ᐇᚋ
ⱝᡭࡽ୰ሀ⫋ဨࡀ㠃ⓑ࠸ᛮ࠼ࡿㅮ₇ෆᐜࠊཧຍࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡞ࠊ୧ᕷࡢ⤌ྜဨ࡛㆟ㄽࢆ㔜ࡡࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ᖺ᭶ࠊ➨㸯ᅇ┠ࡢㅮᖌࡋ࡚ࠊ㛗ᓮ┴ᖹᡞᕷࢆࠕࡩࡿࡉ⣡⛯ᅜ㸯ࠖᢲࡋୖࡆࡓ㯮℩ၨẶࢆ
㏄࠼ࠊ࠾ⲔⳫᏊࢆ⏝ពࡋ࡚ࡢ㣧㣗ࡢ⮬⏤ࡸ⮬⏤ᖍ࡞ཧຍࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࢆసࡾࠊᐇࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝࠊ➨㸯ᅇ┠ㅮ₇ࡣ୧ᕷࡽேࢆ㉸࠼ࡿཧຍ⪅ࢆ㞟ࡵࡿࡇࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋண⟬ࢮࣟࡽࠊ୍ே࡛ࣃ
ࣥࣇࣞࢵࢺࢆసࡾฟࡍࡇࡽጞࡲࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡞ࢆ⤂࠸ࡓࡔࡁࠊࠕබົဨࡋ࡚ࠊఱࡀࡋࡓ࠸ࡢࠊᑗ᮶ࡢ
ࣅࢪࣙࣥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࠖ࡞ព㆑ྥୖ࠸ࡘ࡞ࡀࡿゝⴥ่⃭ࢆࡶࡽ࠺ຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ➨㸰ᅇ┠ࡣࠊᖺ᭶ࠊⱝᡭ⫋ဨࡀ≉Ẽ࡞ࡿ࠸࠺ࠕබົဨࡢ࠾㔠ࠖࢆࢸ࣮࣐ࠊࠕ⮬యࡢࢩ࣮ࣜ
ࢬ࣭㈈ᨻㄢࡢࢩࢦࢺࠖࡸࠕ࠾ᙺᡤࡢ័ࢀ࡞࠸ィᏛࠖ࡞ࡢⴭ᭩ࢆᣢࡘࠊᇸ⋢┴ᡤἑᕷࡢᯘㄔẶࢆㅮᖌ࠾ᣍࡁࡋ
ࡲࡋࡓࠋࠕ⤒῭ࠖࠊࠕ㈨⏘㐠⏝ࠖࠊࠕᢞ㈨ࠖ࠸ࡗࡓ㈼ࡃ⏕ࡁᢤ࠸࡚࠸ࡃࡓࡵࡢヰࢆ㞧ㄯ➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ࠾ヰࡋ࠸
ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊẸ㛫ಖ㝤♫࣭ࣁ࢘ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡢ᪉ࡶ࠾ᣍࡁࡋࠊࣛࣇࣉࣛࣥࡢ㔜せᛶࡸࠊᐙ࡙ࡃࡾࡢ⛎ジ
࡞ࡶㅮ₇ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ➨㸰ᅇ┠ࡶேࢆ㉸࠼ࡿཧຍ⪅ࢆ㞟ࡵࡿࡇࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ
 ᚋࡶࠊᢏ⬟ࡸព㆑ࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡾࠊࡉࡽ⫋ဨࡽ࠺࠸ࡗࡓෆᐜࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢆࡼࡃ᳨ウࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ➨㸱ᅇ┠ࡣᖺ᭶ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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ࡢࡼ࠺࡞ࡍࡿࠊ㆟ㄽࡢᵝᏊ

➨ᅇ┠.2$6ࡢᵝᏊ





























➨㸯ᅇ┠࿌▱⏝ࢳࣛࢩ

➨㸰ᅇ┠࿌▱⏝ࢳࣛࢩ
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 ㈈ᨻ≧ἣఏ࠼ࡿ࣐ࣥࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
㸦㸯㸧⏬ពᅗ࣭ㄌ⏕ࡲ࡛
ཝࡋ࠸㈈ᨻ≧ἣࡢ୰࡛ࠊ⫋ဨ࣭ᕷẸࡀ୍࡞ࡗ࡚ࡇࡢ㞴ᒁࢆࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࡣࠊࡲࡎ⌧≧ᑐࡍࡿ▱㆑⌮
ࡢඹ᭷ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
ࡲ࡛ࡶ㈈ᨻ≧ἣࡣᗈሗࡢ≉㞟ࡸᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊᙜࡓࡾ㞀ࡾࡢ࡞࠸ᐇࢆ࿘▱ࡍࡿ
ࡲࡾࠊᕷࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡍࡇࡶ࡛ࡁࡎࠊᕷẸࡢⓙࡉࢇࡣࡶࡕࢁࢇࠊ⫋ဨࡶ⯆ࢆᣢࡗ࡚ㄞࢇ࡛࠸ࡓࡔࡅࡿࡶࡢ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᅜⓗࡶ⮬యࡢ㈈ᨻ≧ἣࡣཝࡋࡉࢆቑࡋࠊከࡃࡢ⮬య࡛ྠᵝࡢㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊ
Ỵ⟬ࡸண⟬࠸ࡗࡓ㈈ᨻ≧ἣࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࡣᑡ࡞ࡃࠊ୍ࡘࡢ࡞ࢀࡤ࠸࠺ᛮ࠸ࡀ
࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ㈈ᨻ≧ἣࢆ࠺ከࡃࡢேఏ࠼࡚࠸ࡃࡘ࠸࡚ࠊ㈈ᨻㄢࠊᗈሗㄢ࡞ࡢⱝᡭ⫋ဨ᳨࡛ウࢆ⾜࠸ࠊ
ᖺ᭶ྕࡢᗈሗࡁࡓࡶ࡛ⱝᡭ㈈ᨻㄢ⫋ဨࡀᢃࡋࠊࢮࣟண⟬ᴗࡋ࡚ㄌ⏕ࡋࡓࡢࡀࠕ㈈ᨻ≧ἣఏ࠼ࡿ࣐࡛ࣥࠖࡍࠋ


㸦㸰㸧ᖺᗘᐇෆᐜ࣭ຠᯝ
ࡲࡎࠊᗈሗ➼࡛㈈ᨻ≧ἣࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᚋࠊᕷẸࡢⓙࡉࢇࡀ⾜ື࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡓࡵࠊᖺᗘࡼࡾ
ᴗ㸦⣙ᴗ㸧ࡢົᴗホ౯ࢆ⾜࠸ࠊᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ពぢເ㞟㸦ᖺ᭶ࡼࡾ㛤ጞ㸧ࢆ⾜࠺ࡇࡋ
ࡲࡋࡓࠋ࠸ࡓࡔ࠸ࡓពぢࡣண⟬ᫎࡉࡏࠊᫎ⤖ᯝࢆᖺ᭶ᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛බ㛤ࡋࡲࡋࡓࠋ
⎔ቃࡢᩚഛ┠㏵ࡀ❧ࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊ㈈ᨻ≧ἣࢆఏ࠼ࡿ⟇ࢆࡋࡲࡋࡓࠋ


㸺ᐇෆᐜ㸼
ձᗈሗㄅࡢ≉㞟
ᗈሗ⣬㸦㒊Ⓨ⾜㸧ࡢ≉㞟㸦ᗈሗࡁࡓࡶᖺ᭶ྕ㸧ࡋ࡚ࠊ࣮࣌ࢪ࠸࠺ࡁ࡞࣮࣌ࢪᩘࢆࡁࠊ
㈈ᨻㄢ⫋ဨᨻ≧ἣఏ࠼ࡿ࣐࣭ࣥ⏘ᴗ⯆ㄢ⫋ဨᮏᱜᏊࡋ࡚Ⓩሙࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊₔ⏬㢼ࡢᵓᡂࢆࡿࡇ࡛ࠊ
ࡲ࡛㈈ᨻ≧ἣ⯆ࡀ࡞ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺㹼௦ࡢேࢆ࣓ࣥࢱ࣮ࢤࢵࢺㄞࢇ࡛࠸ࡓࡔࡅࡿᕤኵࢆࡋࡲࡋࡓࠋ
≉㞟ࡢෆᐜࡣࠊᕷ࡛㐠Ⴀࡍࡿ7ZLWWHU࣭)DFHERRN࣭/,1(࡛ࡶ࿌▱ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
ղ࣓ࢹ࡛ࡢሗᥦ౪
ᗈሗ⣬࡛≉㞟ࡋࡓෆᐜࢆሗ㐨ᶵ㛵ࡸࣈ࣮ࣟ࢞ሗᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊ፹య࡛ࡶබ⾲ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺ಁࡋࡲࡋࡓࠋ
ճົᴗホ౯࣭ண⟬⦅ᡂࡢពぢເ㞟ࡢ࿌▱
ᗈሗࡢᥖ㍕ࡽ㸯᭶༙ᚋࠊᨵࡵ࡚ົᴗホ౯ࠊண⟬⦅ᡂ᪉㔪ࡢពぢເ㞟ࢆ࿌▱ࡍࡿࡓࡵࠊ᭶≉㞟ࡢ
ෆᐜࢆ㸿㸲ࢧࢬ୍ᯛ࡛ࡲࡵࡓ࿌▱⏝ᴫせ∧ࢆ㒊సᡂࡋࠊ㥐๓࡛㓄ᕸࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᕷෆ᪂⪺㈍ᗑࡢࡈ
༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊ࿌▱⏝ᴫせ∧㒊ࢆ᪂⪺ᢡ㎸ࡋ࡚↓ᩱ࡛㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
մᗇෆሗࡢసᡂ
᭶ࠊᗇෆ⫋ဨྥࡅࠊண⟬ᰝᐃ≧ἣࢆఏ࠼ࡿࠊࣛࢫࢺₔ⏬㢼㈈ᨻ≧ἣᗇෆሗࢆసᡂࡋࠊཝࡋ࠸㈈ᨻ≧ἣࢆ࿘
▱ࡋࡲࡋࡓࠋ















68

北本_レイアウト 1 2019/03/26 12:10 ページ 69

埼玉自治研

No.53 2019.3



























㈈ᨻ≧ἣఏ࠼ࡿ࣐ࣥㄌ⏕ྕ


























ົᴗホ౯ࢩ࣮ࢺ

ண⟬⦅ᡂࡢᗇෆሗ






69

北本_レイアウト 1 2019/03/26 12:10 ページ 70



㸺ຠᯝ㸼
ᕷẸ࣭㆟ဨࡢⓙࡉࢇࡗ࡚ཝࡋ࠸ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊࠕึࡵ࡚ᕷࡢ㈈ᨻ≧ἣࢆ▱ࡗࡓࠊᴦࡋࡃㄞࡴ
ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠊ᭱ᚋࡲ࡛ࢫࣛࢫࣛㄞࡵࡓࠖ࠸࠺ኌࢆከᩘ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㜀ぴᩘࡶ㏻ᖖࡢ㸵ಸᙉ
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡸ㏻ಙ♫ࡢL-803ࠊᆅᇦࣈࣟࢢ➼ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡛ࠊከࡃࡢ⮬య㛵ಀ⪅
ࡽࡈ㐃⤡࣭ᗈሗ⣬ᥦ౪౫㢗ࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊᕷእࡢⓙࡉࢇࡶሗࢆఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
 グ⪅ࡢ᪉ࡽࡣࠊࠕ⮬యࡢᗈሗ࡛ࡇࡇࡲ࡛✚ᴟⓗ࣭⮬Ⓨⓗ㈈ᨻ≧ἣࢆᡴࡕฟࡋࠊ㆟ㄽࢆᕳࡁ㉳ࡇࡑ࠺ࡋࡓ
ࢆぢࡓࡇࡀ࡞࠸ࠖࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᖺ᭶ྕᗈሗࡁࡓࡶࡣࠊ᪥ᮏᗈሗ༠ദࡢᅜᗈሗࢥࣥࢡ࣮ࣝᕷ㒊㛛࣭⏬㒊㛛㸰㒊㛛࡛
ධ㑅ࡋࠊᕷ㒊㛛࡛ࡣᇸ⋢┴ໃᖺࡪࡾࡢධ㑅࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡉࡽᖺ᭶ࡲ࡛⾜ࡗࡓពぢເ㞟࡛ࡣࠊண⟬⦅ᡂ᪉㔪ࡢពぢࡀே㸦ᖺᗘே㸧ࠊົᴗホ౯ࡢព
ぢࡀ௳࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

ᅗ㸰㸧ᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕3')㜀ぴᩘ
200000
180000
160000
140000
120000
≉㞟ᢤ⢋࣮࣌ࢪ

100000
80000



࣮࣌ࢪ

60000
40000
20000
0
8᭶ྕ

9᭶ྕ

10᭶ྕ

11᭶ྕ



㸦㸲㸧㸰㸮㸯㸵ᖺᗘᐇෆᐜ࣭ຠᯝ
ᇶᮏⓗ࡞᪉㔪࣭ྲྀࡾ⤌ࡳ㸦ࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹࡢά⏝࣭ᗇෆሗࡢసᡂ➼㸧ࡣࠊᖺᗘࢆᘬࡁ⥅ࡂࠊ௨ୗࡢ
᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ


㸺ᐇෆᐜձ㸼
ᗈሗࡁࡓࡶ㈈ᨻ≧ἣఏ࠼ࡿ࣐ࣥ➨㸰ᙎࡢண⟬≉㞟㸦㸳᭶ྕ㸧࡛ࡣ㒊⨫ࡢࢥࣛ࣎ࡼࡿ≉㞟ࡢసᡂࢆ⾜࠸
ࡲࡋࡓࠋࡑࡢྕ࡛ࡣண⟬ࡢᴫせ࣭ཝࡋ࠸㈈ᨻ≧ἣ㸦㈈ᨻㄢ㸧ࢆఏ࠼ࡿࡶࠊබඹタࡢ⤫ᗫྜၥ㢟㸦ዎ⣙⟶㈈
ㄢ㸧ࢆࠊఏ࠼ࡿ࣐ࣥබඹタ⟶⌮㒊㛛ࡢⱝᡭ⫋ဨࡢேࡀఏ࠼ࡿෆᐜࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ➨㸱ᙎỴ⟬≉㞟㸦᭶ྕ㸧࡛ࡣࠊㄞࡳࡸࡍࡉྥୖࡢࡓࡵࠊ㠃ₔ⏬㢼ࢥ࣐ࠊᚋࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡍࡓ
ࡵࠊ᪩✄⏣Ꮫᩍᤵࡢ∦ᒣၿ༤Ặࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗᥖ㍕ࢆ⾜࠸ࠊᖺᗘ௨ୖࡢෆᐜᐇࢆᅗࡾࡲࡋࡓࠋ


㸺ຠᯝ㸼
㸳᭶ྕࡢࢥࣛ࣎ࡼࡿ≉㞟ࡢせᮃࡣබඹタ⟶⌮㒊㛛ࡽฟࡉࢀࠊཝࡋ࠸㈈ᨻ㐠Ⴀࢆఏ࠼࡚࠸ࡃ㢼₻ࡀᗇෆయ
ᗈࡲࡗ࡚ࡁࡓឤࡌࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓᖺࡢ⏬ࠊᗈሗࡀᗈሗࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝධ㑅ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡛ࠊᙜヱ⏬ࡢὀ┠ᗘࡀୖࡀࡾࠊከࡃࡢ⮬య
ࡸ࣓ࢹ㸦ᮅ᪥᪂⪺ࠊᮾி᪂⪺ࠊ-&20ࠊ⛯ົ⤒⌮➼㸧ࡽၥ࠸ྜࢃࡏࠊグᥖ㍕ࠊ◊ಟ౫㢗㸦㛵ᮾ㈈ົᒁࠊⲈ
ᇛ┴ᗇ➼㸧࡞ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋఏ࠼ࡿ࣐ࣥ⮬㌟ࡶࠊᕷෆ࡛ࡢㄆ▱ᗘࡀ㧗ࡲࡾࠊኌࢆࡅࡽࢀࡿᶵࡀቑ࠼ࠊᕷ
ෆࢆṌࡃ㝿ࡣࠊᖖ⥭ᙇឤࢆᣢࡘࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡇ࡛ࡍࠋ
 ᭶ྕ࡛ᙜᕷࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㈶ྠ࠸ࡓࡔࡁࠊࣥࢱࣅ࣮ࣗᛂࡌ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ∦ᒣᩍᤵࡽࡣࠊࠕࡲ࡛ྠᵝࠊࡓ



70

北本_レイアウト 1 2019/03/26 12:10 ページ 71

埼玉自治研

No.53 2019.3


ࡔ㈈ᨻ≧ἣࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࢀࡤࡼ࠸௦ࡣ⤊ࢃࡾࠊேཱྀῶᑡ௦ࢆ⏕ࡁᢤࡃࡓࡵࡣṇ☜࡛ศࡾࡸࡍ࠸ሗᥦ౪ࢆ
⾜࠸ࠊࡶࡲࡕࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊศࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿ⮬యࡣ
ࢇ࡞࠸ࠋࡑࡢⅬ࡛ᮏᕷࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣኚホ౯࡛ࡁࡿࠖࡢ࠾ゝⴥࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ






















㈈ᨻ≧ἣఏ࠼ࡿ࣐ࣥ㸰

㈈ᨻ≧ἣఏ࠼ࡿ࣐ࣥ㸱



㸺ᐇෆᐜղ㸼
ᙜヱ⏬ࢆᜏᖖⓗఏ࠼ࡿࡓࡵࠊ㈈ᨻ≧ἣఏ࠼ࡿ࣐ࣥࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡲࡵࡓᑓ⏝࣮࣌ࢪࠕ㈈ᨻ≧ἣఏ࠼ࡿ࣐ࣥࡢ
⇕ࡁྲྀࡾ⤌ࡳࠖࣂࢼ࣮ࢆసᡂࡋබ㛤ࡋࡲࡋࡓࠋ

























71

北本_レイアウト 1 2019/03/26 12:10 ページ 72



 ࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ㄞ⪅ࡢ⋓ᚓண⟬せồᑐࡍࡿᕷẸࡽࡢពぢເ㞟ࢆ┠ⓗࠊ⣙ศ㛫ࡢ࿌▱ື⏬㸦᭶බ㛤㸧ࡢ
సᡂࢆ⾜࠸ࠊྛࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹࠊ<RX7XEH㸦ᮏᕷࢳࣕࣥࢿࣝ㸧࡛බ㛤ࡋࡲࡋࡓࠋ













 ࡉࡽࠊᗈሗ⣬ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡢ୍᪉ⓗ࡞ᗈሗ࡛⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࠊົᴗホ౯ࡸண⟬⦅ᡂᑐࡍ
ࡿពぢເ㞟ࢆ⾜࠺ࡶࠊఏ࠼ࡿ࣐ࣥࡀ┤᥋ㅮᖌࢆ⾜࠺ฟ๓ㅮᗙࢆ㛤ㅮࡋࠊᕷẸࡢⓙࡉࢇࡢ๓࡛㈈ᨻ≧ἣࢆఏ࠼ࠊ
ពぢࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ


㸺ຠᯝ㸼
ྛ㒊⨫ࡢົᴗホ౯ࢆᥖ㍕ࡋࠊຠ⋡ࡢពぢࢆ࠸ࡓࡔࡃពぢເ㞟࠾࠸࡚ࠊពぢࡢ௳ᩘࡀᖺࡢ௳

ࡽᖺࡣ௳ᖜቑຍࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊฟ๓ㅮᗙࡢ౫㢗ࢆ㸰௳࠸ࡓࡔࡁᐇࡋࡲࡋࡓࠋ










㸺ᐇෆᐜճ㸼
 ཝࡋ࠸㈈ᨻ≧ἣࢆ⫋ဨ⌧≧ࢆṇ☜⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡼࡾ୍ᒙࡢົᴗࡢຠ⋡ࢆᅗࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊ
ᙜᕷึࡢ⫋ဨྥࡅࡢ㈈ᨻ◊ಟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡢ◊ಟ࡛ࡣ6,0㸦⮬య㈈ᨻࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢤ࣮࣒㸧ࢆྲྀ
ࡾධࢀࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡘ࡞ࡀࡾࡲࡋࡓࠋ


㸺ຠᯝ㸼
 ᗇෆ⫋ဨࡢ⣙༙ᩘ㸦ே㸧ࡢཧຍࡀ࠶ࡾࠊࠕ㈈ᨻࡢ◊ಟ࡞ࡢᴦࡋࡗࡓࠖࠊࠕ㈈ᨻ≧ἣࡘ࠸࡚⌮ゎࡀ῝
ࡲࡗࡓࠖࠊࠕࡼࡾ୍ᒙࡢຠ⋡ດࡵࡓ࠸ࠖ➼ࡢពぢࡀฟࡉࢀࠊ㠀ᖖዲホ࡛ࡋࡓࠋ
 










㸫  㸫

72

北本_レイアウト 1 2019/03/26 12:10 ページ 73

埼玉自治研

No.53 2019.3


ࡲࡵ
 ཝࡋ࠸㈈ᨻ≧ἣࡢ୰࡛ࠊ୍ே࡛ࡶከࡃࡢ⫋ဨࡢព㆑ࢆኚ࠼ࠊᕷẸࡢⓙࡉࢇඹ㏻ࡢၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡗ࡚㐍ࢇ࡛⾜ࡃ
⮬యࡋࡓ࠸࠸࠺࠸ࡽࠊᖺࡼࡾୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞άືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊົᴗホ౯ࡸண⟬⦅
ᡂ≧ἣࡢᕷẸࡽࡢពぢࡀᖜቑຍࡍࡿࠊ⫋ဨࡽ⮬Ⓨⓗᴗ㈝๐ῶࡢࡀฟ࡚ࡃࡿ࡞ࠊ┠ぢ࠼ࡿຠᯝ
ࡀฟࡿ୍᪉࡛ࠊⱝᡭᑟ࡛࠸ࡃࡽດຊࢆࡋࡓࡇࢁ࡛ࠊᵝࠎ࡞ᛮᝨࡽᴗࢆຠ⋡࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡾࠊࡶ
ࡋࡉࡶឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
ࡓࡔࠊࡇࡇ࡛ㅉࡵࡓࡽ⌧≧ࡣఱࡶኚࢃࡾࡲࡏࢇࠋ᭱⤊ⓗ࡞Ỵᐃᶒࡀ⮬ศࡓࡕࡣ࡞࠸ࡇࢆ⮬ぬࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ୍
Ṍ୍Ṍ࡛ࡁࡿࡇࡽ╔ᐇᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡛ࠊᑡࡋࡎࡘ⾤ࡸࠊ⫋ሙ⎔ቃࡀࠊⰋ࠸᪉ྥྥ࠸࡚࠸ࡃಙࡌࠊᚋࡶ
άືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ


ᗈሗࡁࡓࡶᖺ᭶ྕ ᭱᪂ྕ㈈ᨻ≧ἣఏ࠼ࡿ࣐ࣥ㸲



73

埼玉の歴史_レイアウト 1 2019/03/26 12:21 ページ 74

シリーズ

小鹿野町

History of Saitama

26

小鹿野町

面 積／171.26㎢
町の木／モミジ
町の花／セツブンソウ
世帯数／4,694世帯
人 口／11,634人
平成31年3月現在

o ga no

小鹿野町教育委員会

社会教育課

などの中・古生層からなる秩父帯（北帯）が分布
しています。その南側の三山地区から西側には山
中地溝帯が分布し、中生代白亜紀前期～中期の地
小鹿野町は埼玉県西部の秩父地域に位置し、平

層が堆積し、アンモナイトやベレムナイト、三角

成17年10月の旧小鹿野町と両神村合併により

貝の化石が発見され、平成30年にはオウムガイ

171.26㎢と県内の町村では最も広い面積で、広

の化石が発見されました。山中地溝帯の南側には

大な山岳地域を有しています。標高は、小鹿野町

秩父帯（南帯）が分布しています。三山地内から

役場小鹿野庁舎が標高248mであり、町域最高点

東側は秩父盆地を構成する古秩父湾堆積層である

は両神山の1,723mです。西北部は群馬県多野郡

新第三紀層の地層が分布しています。この地層か

神流町・上野村、それ以外は秩父市に隣接してい

らは、世界的にも珍しい大型哺乳類の「パレオパ

ます。

ラドキシア」や、大型硬骨魚の一種である「チチ

町域には、秩父多摩甲斐国立公園、県立両神・

ブサワラ」などの化石が発見されています。約１

西秩父自然公園、県自然環境保全地域などに指定

億年前（白亜紀）の地層と約1700万年前（中新

されている恵まれた自然環境を有しています。特

世）の地層が接している「犬木の不整合」
、高さ

に、両神山は日本武尊伝説による八日見山や竜神

約100m幅約800mある「ようばけ」の２つの露

山と呼ばれ古くから信仰されています。

頭と町内の三山地内と般若地内から産出した「パ

この地域を地質学上で概観すると、北側に秩父

レオパラドキシア」
、般若地内から産出した「オ

盆地北方の群馬県との県境をなす上武山地の西端

ガノヒゲクジラ」の化石は、国指定天然記念物

������

の二子山（1,165m）から父不見山 （1,047m）

「古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群」の一部
として平成28年３月に国の指定を受けています。
町の中央部を東西に走る国道299号は、江戸時
代から武州・上州・信州を結ぶ街道として重要な
役割を担い、上小鹿野地内には市が設けられ、西
秩父の物資の集散地として発展していきました。
明治2年には小鹿野村が県内2番目として町制
が施行されました。その後、明治22年に下小鹿
野村と伊豆沢村、昭和30年に長若村、昭和31年
に三田川村と倉尾村、平成17年に両神村と合併

両神山

74

し、現在に至っています。

埼玉の歴史_レイアウト 1 2019/03/26 12:21 ページ 75

埼玉自治研

No.53 2019.3

査の一環として行われた市町境に近い秩父市上吉
田の塚越向山遺跡（縄文中～後期）からは縄文時
代中期末の黒曜石の塊・剥片17点、チャート剥
片３点、定角式磨製石斧の完形品10点が納めら
れた注口土器（県指定文化財）が出土しています。
これらの遺跡から発掘された土器や石器から、八
ヶ岳山麓・甲府盆地・群馬方面と峠を越えた交流
が盛んに行われていたことが想定されています。
弥生時代になると、町内では三山地区や小鹿野
パレオパラドキシア復元骨格

市街地でわずかな資料が見つかっている程度で、
生活の痕跡は希薄になります。
古墳時代になると、赤平川流域の下小鹿野地内
を中心とした河岸段丘上に30基を超える古墳が
分布しています。その多くは小円墳で、発掘調査
が行われているものは少なく、詳細は不明であり
ますが、千尋原古墳群中の氷雨塚古墳では、石室
が開口していることから、古墳時代後期と築造時
期が確認されています。古墳のなかには、径30m
と西秩父最大の規模をもつ丸山塚古墳や直刀が出

ようばけ

土している小鹿塚のほか、昭和45年の小鹿野小
学校建替工事の際には鉄鉾が出土し、有力者がこ
の地域にもいたことがわかります。
小鹿野町の地名の起こりは平安時代までさかの
」
「倭名類聚抄（わみょうるいじゅしょう）
ぼり、
」の記述があり、山に囲
に「巨香郷（こかごう）

当町では、縄文時代草創期から人の住み始めた

まれていて巨大な入れ物の形状をしている小鹿野

痕跡が見つかっています。現在発見されている最

盆地のことであるとされています。また、区域は

����

も古い資料は、県営合角ダム建設に先立って発掘

不明でありますが、街並みと丘陵との間に広がる

調査が行われた合角中組遺跡の槍先形尖頭器で

東西約100m・南北約3.4kmの田園地帯には条里

す。次いで、合角川入岩陰遺跡からは、縄文時代

制遺構が見られました。

早期前半から前期の土器や石器が見つかっていま
す。
縄文時代の遺跡では、薬師堂遺跡（縄文前期、
、合角中組遺跡
、泉田遺跡（縄文中期）
後～晩期）
、下平遺跡（縄文後～晩期）がよ
（縄文中～後期）

中世にかけては、秩父武士団の台頭がめざまし

く知られ、赤平川や吉田川及びその支流の河岸段

く、この地に根を張った有力な土豪の活躍も知ら

丘上の町内の広範囲に遺跡が分布しています。ま

れています。この地域は「武蔵七党」のうち「丹

た、合角ダム水没地域総合調査埋蔵文化財発掘調

党中村氏」が支配していました。一族になるその
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流れをくむ「小鹿野氏」が小鹿野地内、秩父氏の

ています。

吉田館から分かれた「奈倉氏」が下小鹿野地内の
奈倉、「薄氏」が両神薄地区に住んだとされてい
ます。
中村氏が本貫地としていた三山郷の真福寺に
は、鎌倉時代中期の様式をよく表している木造阿
弥陀如来坐像と木造聖観音菩薩立像（県指定文化
財）が残されています。
室町時代には、秩父札所霊場が成立し、本町に
位置する札所31番観音院、札所32番法性寺は霊
場として優れた自然景観を有しています。法性寺
には、長享２年（1488）に記された秩父札所番
付（県指定文化財）が遺され、室町時代すでに
33か所の札所が定められていたことがわかりま
す。
戦国時代には、当地域は甲信越勢力の関東進出
のための接点となります。長尾伊玄入道（景春）
が一時立て籠もった塩沢城や天正年間に寄居鉢形
城の出城として築かれた日尾城があり、永禄12
年（1569）には武田勢侵入による三山谷合戦が

北条氏邦が奉納した十二神将申神像

起こりました。この頃の北条氏の軍事行動や領国
支配を伝える古文書が両神薄や三山の旧家に残さ
れています。また、飯田に所在する甲州系の光源
院には武田家重臣山県三郎兵衛の名入りで「…寺
中不可乱妨狼藉」の高札が掲げられ、武田勢の勢
力も町域に及んでいたことがわかります。
両神薄薬師堂は、平安年間に弘法大師が創建し
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江戸時代初期には、町域は般若・長留・伊豆
沢・小鹿野・飯田・三山・河原沢・日尾・藤倉・
薄・小森・白井差の12か村に分かれ、ほとんど

たと伝えられ、秩父地方の内外から民衆の熱心な

の時期を通じて幕府直轄領（天領）となりました。

信仰を集めていましたが、永禄12年の戦火で消

その後、小鹿野が正保～元禄年間に上・下の２村

失したといわれています。薬師信仰を重んじた鉢

に、飯田が元文５年に上・中・下の３村に分離し

形城主北条氏邦は薬師堂を再建し、氏邦と家臣団

ています。小鹿野村には陣屋がおかれていました

は薬師如来坐像をはじめ、脇侍仏に日光菩薩・月

が、享保年間に引き払われています。なお、検地

光菩薩、十二神将を奉納しました。薬師如来坐像

は関東郡代によって慶安５年（1652）と明暦元

は現在に伝えられていませんが、十二神将には天

年（1655）に行われました。

正13～14年（1585～1586）に奉納したことが

この時代の農間山稼ぎでは、薪炭・林産加工・

わかる墨書銘が残されており、いつ、だれが奉納

養蚕・絹織りのほかに、両神地域では木地師の木

したかわかる貴重な歴史史料であり、日光菩薩・

加工も含まれ、小森村では笹板・桶・木挽板・鞘

月光菩薩、薬師堂とともに県の文化財に指定され

木・鍛冶炭・引下駄の６品が特産とされていまし
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繁栄は、江戸時代末から明治13年頃。そして明

小鹿野地内では、いまの市街地にあたる町づく

治時代の末期から大正６年。さらに昭和30～40

りが始まり、大宮郷（秩父市）に次ぐ規模の「市

年代と何回かありました。豪華な屋台・笠鉾が競

（いち）
」が形成されました。5・10の日の六斎市

って作られ、歌舞伎が年中行われていたことは、

が立ち、絹・横麻のほか、木綿縞物・煙草・青黒

当時の社会的背景を物語っており、小鹿野の華や

大豆・小豆・紙・干柿などが持ち込まれて交易さ

かな歴史上の一場面といえます。

れました。町域では、江戸やその他の地域との盛

両神地内では、明治10年に秩父郡内最初の薄

んな交流により独自の文化が育まれてきました。

製糸社が設立されました。明治13年には改伸社

現在も、小鹿野の春祭りに曳きまわされる屋台や

が組織され、明治中頃には改伸社は秩父蚕糸改伸

笠鉾を始め、農村歌舞伎や神楽などに代表される

組合に移行されました。

伝統文化を継承した活動も盛んに行われていま
す。

また、秩父地方は、近代地質学研究が日本に始
まった明治初期から研究の地とされたこともあり
「日本地質学発祥の地」と称されています。東京
帝国大学教授神保小虎博士が明治44年に「地質
学雑誌」に秩父地方の地質見学を紹介したり小冊
子『秩父長瀞地質遊覧案内』をするなど、早くか

明治になると、元年に上飯田・中飯田・下飯田

ら秩父地方の地質見学を提唱しています。小鹿野

が合併して飯田村、２年に小鹿野村が小鹿野町と

町の市街地にあった寿旅館の宿帳や館主の日記帳

改称、７年に白井差が薄村に合併、22年の郡区

には、地質関係者の記述が多く記されています。

町村編成法施行により長留と般若が合併し長若

寿旅館に宿泊した人の中には、大正５年に盛岡高

村、藤倉と日尾が合併し倉尾村、飯田と三山と河

等農林学校二年生で地質巡検旅行の目的で秩父地

原沢が合併し三田川村、薄と小森が合併して両神

方を訪れた宮沢賢治も含まれています。

村と変遷していきました。
江戸初期江戸時代末から明治時代にかけての小
鹿野は、市場町を舞台として台頭してきた絹商人
とともに横浜開港直後の生糸生産地として発展
し、郡内きっての繁栄を迎えました。この経済的

赤平川左岸の河岸段丘上にある小鹿野地区は、
昔から水不足に悩まされていました。昭和19年
には、市街地で火の手が上がり、市街地の東半分
と尾根を越えて旧長若村の一部を合わせ、人家
238戸、山林約25haを焼失する大火となりまし
た。このことをきっかけとして、農業用水や防火
水利の確保のため、三山田ノ頭の赤平川に取水
堰・頭首工から下小鹿野奈倉までの小鹿野用水が
開削されました。幹線用水路延長9,892.6m、及
び支線水路延長5,856m、受益面積367.5ha、９
年の歳月と１億５千万円余（当時）を費やして昭

絵葉書にみる上町屋台

和34年に完成しました。
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昭和40年代には、吉田川の合角・日尾地内に

舞伎を演じています。

荒川水系流域を洪水から守ると同時に、安定的な

当町では、昭和46年より始まった郷土芸能祭

水供給の確保を目的とする合角ダム建設に向けた

を始め、年６～７日定期的に上演され「町じゅう

動きが始まりました。昭和61年に損失補償基準

が役者」という歌舞伎の町の面影を残しています。

協定書に調印が行われ、平成2年に着工、平成15

町内には、常設舞台が10か所残り、掛け舞台や

年に完成しました。このダム建設により当町合角

祭り屋台（山車）に芸座・花道を張り出す舞台も

32戸、日尾38戸、秩父市女形4戸、塚越１戸の

あります。最近では平成30年７月にロシア・ウ

合計75戸が水没するため移転をしました。ダム

ラジオストクにおいて小鹿野町子供歌舞伎が小鹿

の建設にあたっては水没地域の記録を残すため、

野歌舞伎初となる海外公演を成功させたほか、

合角ダム水没地域総合調査会を組織し、昭和63

小・中学生による子ども歌舞伎、若手歌舞伎、女

年から平成３年まで地理・地形、地質、植物、動

歌舞伎の一座も活躍し、後継者への受け継ぎも盛

物、歴史、民俗、考古の七分野にわたる調査が行

んです。

われました。

当町を代表する郷土芸能に小鹿野歌舞伎があり
ます。
小鹿野歌舞伎は、今から約二百数十年前の江戸
時代中ごろに始められました。町内には寛政４年
（1792）に歌舞伎を上演した記録も残りますが、
文化・文政期（1804～30）に活躍した初代坂東
彦五郎が一座芝居を組織し、その後勇佐座・天王
座・大和座と引き継がれ、小鹿野の大和座は長瀞
の和泉座とともに明治・大正期に当地域の最盛期
を作り、秩父地域はもとより群馬県まで興行を行
っていました。昭和に入り、高砂座・秩父座・梅
松座・新大和座と一座芝居も大きく変化し、映
画・テレビの影響を受け昭和30年代以降は衰退
の時期を迎えました。その後民俗文化財保護の機
運が高まり、旧大和座系の役者と町内各地で地芝
居を続けてきた人たちが合同して昭和48年に小
鹿野歌舞伎保存会が結成されました。昭和50年
には埼玉県文化財の指定を受けています。
小鹿野町内では十六・小鹿野・津谷木・奈倉・
上飯田と両神小森の６か所に伝承され、それぞれ
地元の神社の祭りに各地の氏子が中心となって歌
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障がい者福祉施設『夢・みらい』
開設１周年を迎えて
NPO法人

くき愛結みの会

瓢箪から駒
（ＮＰＯ法人をつくる）

財政局長 斉藤 正行

少しずつではありますが障がい者の通所施設や
グループホームも増えてきました。しかし、行
政も財政難で公的施設の建設には消極的で、い

「よしっ！NPO法人をつくろう。」と私たちグ

わゆる民間活力に福祉行政も頼らざるを得ない

ループの中で一番年嵩のＴ氏が口火をきりまし

状況となっているのです。本来であれば、社会

た。今から４年前の2015年７月のW君の送別会

的弱者を救済しなくてはならないのが行政の在

の宴席でした。少々酔った勢いもありましたが、

り方と思うのですが、なかなか障がい者福祉だ

T氏は以前にもＮＰＯ法人の立ち上げに係った

けに比重を傾けるわけにはいかないのかも知れ

こともあり、私たちもその話に引き込まれてい

ません。

きました。「まずは、施設をつくるにも金が必要

まずは、ＮＰＯ法人格の認証を受けるべく、

だ。国や県から建設費の補助金をもらうには

2015年10月に法人立ち上げを目指すメンバーで

『法人格』が絶対条件である。」とのことから、

勉強会からスタートしました。少人数ですが仮

まずはＮＰＯ法人を作ろうとなったわけです。

称「福祉サービス生活介護事業所設立準備委員

何故、施設を建設しようということになった

会」を立ち上げ、当初は近隣の作業所を見学し

のは、現在働いている職場環境の考え方と私た

たり、施設建設に向け用地候補地の見学をした

ちが現在描いている考え方に少し疑問を感じる

り、また埼玉県障害者支援課にもおも向き指定

ようになったこと。そして障がい者の支援に携

事業所開設の事前協議にと精力的に動いてきま

わってきたなかで、障がいをもった子の保護者

した。

の方々が、自分の子の支援学校を卒業した後の

これらの動きと並行してＮＰＯ法人の設立に

行き先場所がなかなか見つからず、大変苦慮し

向け埼玉県利根地区振興センターへも足を運び、

ているという現実を絶えず見聞きしてきたのが

何度も打ち合わせ会議を開き、2016年６月16日

大きな理由となったのです。しかも市内の障が

埼玉県からＮＰＯ法人として認証を受け、よう

い者福祉施設(通所施設)は既に定員一杯で入所

やく特定非営利活動法人「くき愛結(あゆ)みの

できる施設がないという理由もありました。酒

会」として正式に動き出したのです。ＮＰＯ法

宴の席とはいえ、無謀で飛躍した話でもありま

人は役員を置かなければなりませんので、以前

した。

に私とＦ氏の職場の先輩であったＨ氏に監事職

20年以上前から「施設から地域」へと叫ばれ、

を、また同じ自治体職員で現在ＯＢとなったＫ
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氏にも副代表職をお願いし、快く引き受けてい

い作業であり、時間と労力と知識が必要であり

ただきました。その他賛助会員として知り合い

ます。できれば補助金の額により補助金申請の

の自治体職員ＯＢにもお声掛けをして加入して

手続きを簡素化にしてくとか、一定の審査が終

いただきました。付き合いとはいえ大変ありが

われば、一律いくら補助金を出すというような

たい人たちであります。

考えはないだろうか。いくからでも補助金が交
付されれば志して施設をつくろうという私たち

補助金申請と資金調達

と同じようなNPO法人が後から続いてくるので
はないかと思います。
補助金が受けられないとなれば、自己資金(相

2017年度に施設整備費補助金を国から受ける

当額)の工面と公的機関の独立行政法人福祉医療

べく、春日部県民センターへ補助金申請を行い

機構からの借入が頼りです。ＮＰＯ法人格の認

ました。「７月31日が補助金の締め切りです。」

証を受ける前の2016年５月に福祉医療機構ＮＰ

と担当職員から念を押され、大急ぎで提出書類

Ｏ支援課に連絡をとり、直接相談に乗っていた

の準備に取り掛かりました。補助金申請書類は、

だきました。まだ、そのころはＮＰＯ法人では

定款から土地の位置図、建物の配置図、平面図

なかったので、相談に応じてくれるのか恐る恐

等々、多くの書類が必要でＡ４ファイルに十分

るではありましたが、快く担当職員の方が会っ

な厚さの書類が必要となりました。初めての補

てくださいました。私たちが住んでいる久喜市

助金申請であり、手引を参照しながらの準備で

には障がい者福祉施設が不足していることを説

すが、不明な点が多々ありましたので、担当課

明し、これから建設しようとする私たちの施設

に何度も出向きご教示をいただきました。しか

のラフの平面図、収支計算書、資金計画等の書

し、対応は事務的であり少なくも福祉行政に携

類をつくり、担当職員の方に丁寧に説明し併せ

わる職員として、またこれから障がい者福祉の

て私たちの熱意も伝えてきました。

充実の一端を少しでも担おうとする団体に対し、
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最初に福祉医療機構に相談してから約１年３

もう少し人に寄り添った姿勢がないものだろう

月が既に経過していました。いよいよ福祉医療

かと感じたこともあります。数年前まで自治体

機構からの借入金の申込みです。担保物件もな

職員であった私も「現役の時は自分も市民に対

く、果たして本当に借入ができるのか半信半疑

して上から目線だったのかなぁ」と感じた次第

でありましたが、無事借入をすることができま

です。

した。担当者からは、丁寧にご教示いただき返

さて、県でのヒアリングも終わり翌年６月下

済方法につきましても相談に乗っていただきま

旬には補助金の結果が通知ありました。幸か不

した。何度も何度も電話連絡と書類のやり取り

幸か不採択という県からの通知でした。採択さ

行い借入することができたのです。

れれば、補助金申請に係る様々なルールに則し

建設資金の調達に目途がたてば、あとは建設

て事務を進めなければなりません。手続や事務

のみ。2017年12月地鎮祭。2018年４月生活介護

処理は行政が行う事務処理とほとんど同じです。

事業所のオープンに向け、開所に伴う事務手続

建設に当たり、公告から一般競争入札工事発注

きと併せ備品の調達に動き始めました。ギリギ

等々・・・。とても素人ではできそうにありま

リの運営資金ですので、なるべく安価な備品を

せん。その都度、県に書類を提出し指導を仰が

買い集めました。建物が完成する前から少しず

なければなりません。とても片手間ではできな

つですが中古品の作業机、事務机、椅子、書類
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キャビネト、パーテーション、ホワイトボード、
また私たちＮＰＯ法人に賛同を頂いた方々から
もアングル棚、食器棚、テーブル、冷蔵庫等々
頂き整備してきました。今の事務室には、職員
の子供さんが当時使っていた勉強机も２台配置
され、事務机として活躍しております。

障がい者福祉施設
『夢・みらい』オープン
2018年４月１日、10名の利用者さんを迎え、
無事入所式を行うことができ、生活介護施設
『夢・みらい』がオープンしました。少し硬い話
となりますが、生活介護施設の設置趣旨は、『主

レクリエーション風景（手作りボーリング）

たる利用対象者は、「地域や入所施設において、
安定した生活を営むため、常時介護等の支援が

り利用者と支援員との程よい距離感も生まれて

必要な障がい者」とされ、サービス内容として

きています。

は「主として昼間障害者支援施設等で、入浴、

『夢・みらい』がこの地にできるまでは、

排せつまたは食事の介護、創作的活動、生産活

色々な人との出会いがありました。まず、建設

動の機会の提供などを利用する。』と規定されて

用地の確保です。職員の知り合いが所有してい

います。利用者さんと支援員がこれからこの施

る市内の土地を下見に行き、或いは知り合いを

設で過ごすことになるのですが、お互いに慣れ

通じて久喜市内の建設候補地をあちこちと探し

ないなか、緊張と不安、また、支援員として手

回りました。幸いにも現在の所有者であるＫ氏

探りの状況でありました。

から協力をいただき、借地として建物を建設す
ることができました。これも以前から知り合い

開所１年を迎えて

であった地主さんと職員Ｆ氏との世間話から話
が発展していったのです。地元説明会も地区の
集会所で開催し，地域住民の皆さんから了解を

『夢・みらい』の利用者さんは久喜特別支援

得られたのも地主であるＫ氏のご尽力によると

学校から今春卒業した方、宮代特別支援学校か

ころが大きかったと思います。また、施設の必

らの卒業生、数年在宅で過ごされた方、他の施

置となる嘱託医として職員の知り合いを通して

設から移動されてきた方などそれぞれの環境が

引き受けていただきました。

違うなか、入所されました。利用者さんの平均

現職のころよく耳にした言葉があります。「点

年齢も比較的若く、当初は支援員も戸惑いなが

から線へ，線から面へ」という言葉です。第２

ら対応に追われておりましたが、時間が経過す

の人生でひょんなことから障がい者福祉に携わ

るに従い少しずつ利用者さんに寄り添いながら

ることになりましたが、現役時代からの知人や

支援できるようになってきました。彼らもまた、

仲間たちの応援があったからこそ、ここまでで

この施設の環境に慣れ自身の素を出すようにな

きたのかなと思うのです。この施設を立ち上げ
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たメンバーそれぞれ、役割分担をし、また補い
ながらようやく１年が過ぎようとしています。
施設内では利用者さんと一緒に牛乳パックを
利用した椅子づくりをしていますが、地元民生
委員さんや旧知の知人から牛乳パックをいただ
いたりしています。また、利用者さんの活動の
一環としてアルミ缶をつぶし、売却するのです
が、そのアルミ缶もわざわざ施設まで持ってき
ていただいたりと、多くの人がこの『夢・みら
い』に関わっていただき、側面から支援してい
ただいています。これからも、さらに多くの人
たちに関わっていただけるよう、そして更に
「点から線へ、線から面へ」を合言葉に人と人と
がつながりを大切にし、開かれた施設を目指し
て全職員頑張っていきたいと思います。
人生100年時代。生涯現役を目指し、そして
『夢・みらい』にかかわっていただいている多く
の皆さんと手を携えて頑張っていきたいと思い
ます。
さて、次の目標は？『よしっ！グループホー
ムをつくろう。』
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地方自治研究センター・研究所
名

称

郵便番号

（公社）北 海 道 地 方 自 治 研 究 所
青 森 県 地 方 自 治 セ ン タ ー
（社）岩 手 地 方 自 治 研 究 セ ン タ ー
宮城県地方自治研究センター
秋田県地方自治研究センター
山形県地方自治研究センター
福 島 県 地 方 自 治 研 究 所
福 島 市 地 方 自 治 研 究 室
（公社）新 潟 県 自 治 研 究 セ ン タ ー
（一財）群馬県地方自治研究センター
栃木県地方自治研究センター
（公社）茨城県地方自治研究センター
（公財）埼玉県地方自治研究センター
（公社）東 京 自 治 研 究 セ ン タ ー
調布地方自治研究センター
八 王 子 自 治 研 究 セ ン タ ー
（一社）千葉県地方自治研究センター
（公社）神奈川県地方自治研究センター
（一社）川 崎 地 方 自 治 研 究 セ ン タ ー
横浜地方自治研究センター
横須賀地方自治研究センター
相模原地方自治研究センター
藤 沢 自 治 研 究 セ ン タ ー
山梨県地方自治研究センター
長野県地方自治研究センター
（一社）富山県地方自治研究センター
石川県地方自治研究センター
福井県地方自治研究センター
静岡県地方自治研究センター
愛知地方自治研究センター
岐阜県地方自治研究センター
三重県地方自治研究センター
滋賀地方自治研究センター
京 都 地 方 自 治 総 合 研 究 所
奈良県地方自治研究センター
和歌山県地方自治研究センター
大阪地方自治研究センター
大 阪 市 政 調 査 会
大阪公共サービス政策センター

060-0806
030-0802
020-0874
980-0802
010-0971
990-2402
960-8042
960-8601
950-0965
371-0854
320-0052
310-0801
330-0063
102-0072
182-0021
192-0051
260-0013
232-0022
210-0005
231-0026
238-0004
229-0039
251-0054
400-0032
380-0831
930-0804
920-0968
910-0836
422-8067
456-0002
500-8069
514-8588
520-0043
604-0867
630-8133
640-8244
530-0041
530-0005
530-0005

兵庫地方自治研究センター
自治研究センターおかやま
広島地方自治研究センター
鳥取県地方自治研究センター
山口県地方自治研究センター
香 川 県 自 治 研 究 セ ン タ ー
（公財）徳 島 地 方 自 治 研 究 所
高 知 県 自 治 研 究 セ ン タ ー
福 岡 県 地 方 自 治 研 究 所
佐賀県地方自治問題研究所
長崎県地方自治研究センター
大分県地方自治研究センター
中津下毛地方自治研究センター
宮崎県地方自治問題研究所
熊本県地方自治研究センター
鹿 児 島 県 地 方 自 治 研 究 所
沖縄県地方自治研究センター
（公財）地 方 自 治 総 合 研 究 所

650-0012
700-0086
733-0013
680-0814
753-0063
760-0011
770-0847
780-0862
810-0001
840-0801
850-0031
870-0022
871-0058
880-0806
862-0954
890-0064
900-0021
102-0085
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札幌市北区北6条西7丁目 北海道自治労会館内
青森市本町3-3-11 青森県労働福祉会館
盛岡市南大通2丁目10-38 自治労岩手県本部内
仙台市青葉区二日町7-23 宮城自治労会館5階
秋田市八橋三和町6-17 秋田県自治労会館内
山形市小立2丁目1-62 自治労会館内
福島市荒町1-21 協働会館4階 自治労福島県本部内
福島市五老内町3-1 市役所内 福島市職労気付
新潟県新光町6-7 新潟自治労会館3階
前橋市大渡町2-3-45 群馬自治労会館
宇都宮市中戸祭町821 労福センター5階 自治労栃木県本部内
水戸市桜川2-3-30 自治労茨城県本部内
さいたま市浦和区高砂4-3-5 県評会館
東京都千代田区飯田橋1-12-15 福岡第4ビル1F
調布市小島町2-35-1 調布市職気付
八王子市元本郷町3-17-15 ハマナカビル2階
千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館新館6F
横浜市南区高根町1-3 神奈川県地域労働文化会館4階
川崎市川崎区東田町6-2 ミヤダイビル2F
横浜市中区寿町4-15-5 自治労横浜内
横須賀市小川町20 職員厚生会館2階
相模原市中央区中央2-13-12 中川ビル301
藤沢市朝日町1-1 藤沢市職労内
甲府市相生2-7-17 山梨県労農福祉センター1F
長野市県町532-3 県労働会館内
富山市下新町8-16 自治労とやま会館内
金沢市幸町11-3 （財）石川自治労働文化会館2階
福井市大和田2丁目517番地 自治労福井県本部
静岡市駿河区南町11-22 （財）労働センター静岡労働会館内
名古屋市熱田区金山町1-14-18 全労済金山会館5階
岐阜市今小町15 自治労岐阜県本部内
津市栄町2-361 （財）三重県地方自治労働文化センター内
大津市中央3丁目4番29号 自治労会館
京都市中京区丸太町通烏丸西入北側 NHKビル3階
奈良市大安寺5-12-16 奈良地域労働文化センター3階
和歌山市久右衛門丁24番地1 自治労和歌山県本部内
大阪市北区天神橋3-9-27 PLP-会館2階
大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル7F
大阪市西区新町1-5-7 四ツ橋ビルディング3階301号室
大阪市従業員労働組合内
神戸市中央区中山手通3-4-8 大東ビル
岡山市津島西坂1-4-18 労働福祉事業会館3階
広島市西区横川新町7-22 自治労会館内
鳥取市南町505番地 自治労会館2階
山口市元町3-49 山口県勤労者自治センター2階 自治労山口県本部内
高松市浜ノ町60-77 香川県自治労会館内
徳島市幸町3丁目98 自治労プラザ3階
高知市鷹匠町2-5-47
福岡市中央区天神5-4-12 福岡自治労会館
佐賀市駅前中央3丁目3-30 自治労会館内
長崎市大黒町4-16 長崎自治労会館内
大分市大手町3-2-9 自治労大分県本部内
中津市豊田町14-3 中津市職労内
宮崎市広島1-17-17 全労済宮崎県本部会館4階
熊本市神水1-8-8 フォレストビル内
鹿児島市鴨池新町5-7-501 労働者福祉会館内
那覇市泉崎2丁目105-18 宮公労共済会館1階 自治労沖縄県本部
千代田区六番町1 自治労会館4階
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0776-27-2442
054-287-7198
052-678-3119
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077-527-4058
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03-3264-5924

078-341-0701
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0466-22-2223
055-220-1134
026-238-0039
076-441-1155
076-233-8170
0776-23-9574
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052-678-3123
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059-227-3116
077-527-4058
075-252-0357
0742-50-2085
073-435-2107
06-6242-2224
06-6208-8720
06-6556-9209

公益財団法人 埼玉県地方自治研究センター
浪江 福治
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 4-3-5 県労評会館
電話：048（816）8866 FAX：048（836）1113
E-Mail：info@saitama-jichi.jp
中央労働金庫さいたま支店
口座番号 普 6313323
郵便振替 00110-7-663843
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