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とちぎ地域・自治研究所第 21回定期総会を開催 
５月29日(日)宇都宮市内において、とちぎ

地域・自治研究所第２１回定期総会を開催

しました。2002年 7月の設立から20年とな

る節目の総会となりました。昨年に続いて、

会場と Zoomによるハイブリットの開催とし

ましたが、昨年より増えた Zoomによる参加

も含め、参加者は 30名弱でした。 

総会に先立つ記念講演は「行政のデジタ

ル化と個人情報保護～個人情報保護条例改

正を中心に」で、講師は名城大学の庄村勇

人教授でした。講演はリモート(Zoom)で行

いました。 

〇自治体行政のデジタル化は国主導で動い

てきた―世界最先端 IT 国家創造宣言（2013

年）「情報資源」の位置づけ、第 5期科学技

術基本計画(2016 年) Society5.0、官民デー

タ活用基本法（2016 年）国と地方の施策の

整合性の確保、自治体戦略 2040構想研究会

(2017年)スマート自治体への転換、第 32次

地方制度調査会答申(2020 年)情報システム

の標準化・共通化、デジタルガバメント実

行計画(2020 年)自治体の行政手続のオンラ

イン化の推進・情報システム等の共同利用

の推進等と進展してきて、2021 年 5 月、デ

ジタル改革関連法が成立した。 

〇 第 21回定期総会開会あいさつ  太 田 正 

〇 第 21回定期総会閉会あいさつ  大 木 一 俊 

４ 

７ 

mailto:tochigi_jichiken@lycos.jp
http://members.tripod.co.jp/tochigi_jichiken/


 

２ 

 

デジタル臨調では、デジタル化を阻害す

る数千以上ある規制を類型化して一括的な

見直しをし、地方公共団体の「自主的な見

直しの後押し」のために情報提供、マニュア

ル資料の作成提供、先進的取り組み事例の調

査をするとしているが、非常に違和感がある。 

〇個人情報保護制度の一元化、共通化

（2000個条例の「リセット」）―2021年の個

人情報保護法の改正は、官民や地域の枠を

越えたデータ利活用の活発化が目的。その

ため個人情報保護を一元的に監督する体制

を確立するために個人情報保護法、行政機関

個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保

護法の３本の法律を１本に統合した。自治体

は全国的な共通ルールに従い個々に条例改正

を行うことになった。統合後の有権解釈権は

個人情報保護委員会に一元的に帰属とされた。 

〇具体的改正点―個人情報の定義：民間の

概念に合わせ「容易照合性」を付与、条例

要配慮個人情報：自治体独自の規律追加(収

集禁止等)は｢許容されない｣としている、死

者情報：許容されない・別の体系で、個人

情報の収集：本人からの収集原則は規制せ

ず等々問題が多々指摘されている。 

〇自治体は個人情報を守る最後の砦―憲法

的価値を踏まえないデジタル化に対しては

歯止めをかける。条例化に当たっては条例

制定権があるから自ら法令の範囲内である

んだということをしっかり検証することが

重要。デジタル化時代の自治体職員の事務

を、公正な住民参加や協働により明確化し

て、上からの改革ではなくて、自分達が必

要だと住民にとって必要なんだからという

ことでしっかり押し返すことが重要。 

（講演の詳細は、次号以降に掲載します。） 

記念講演後の第 21回定期総会では、初め

に太田正理事長があいさつ。３年目に入っ

た世界的なコロナ禍と、そのなかで起きた

ロシアによるウクライナ侵略を主な動因と

して世界が大きく変化し、日本も否応なく

そうした時代的な変化にさらされ歴史的な

転換点になると思われ、日本の構造的な問

題の解決がいよいよ求められる事態を迎え

ており、どのような方向に転換すべきかを

めぐって、個人も地域も厳しく問われる状

況に入ったといえると指摘。20 周年を迎え

たとはいえそういう今の状況のなかでこの

研究所が地域の再生に向けて是非とも役に

立つ成果を皆さんに届けることができるよ

うな取り組みを進めていきたいとしました。

（あいさつの詳細は４頁を参照ください。） 

定期総会では、2021 年度事業報告、2021

年度収支決算報告、2022年度事業計画（案）、

2022 年度収支予算（案）がいずれも原案通

り承認され、2022 年度役員を選出しました。 

2022 年度事業計画では、設立２０年目を

迎えての成果として、平成の大合併時の講

演会やフォーラム等の開催による市町村合

併への問題提起、自律(立)計画策定等の学

習会、地域自治組織を考えるフォーラムの

開催などに加えて、財政の三位一体の改革
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や地域主権改革、地方創生政策、全世代型

社会保障改革など時々の政策課題をテーマ

にした19期の自治講座・議員研修会、12回

の地域・自治フォーラムの開催等による学

習・交流機会の提供、知事選時における５

回の県政白書・自治白書の刊行による県政、

自治体政策への提言、ホームページでの情

報発信、月刊の所報の継続発行による会員

への情報提供などを実施してきたこと、会

員は当初目標の 150 名には達していないも

のの、自治体リストラによる職員削減、合

併と定数削減による地方議員数減のなかで

100 名超の会員を維持してきたことを確認。 

一方、テーマ別の研究グループによる継

続的な調査・研究活動、マンネリ化したホ

ームページのニューアルとＳＮＳでの情報発

信、会員の高齢化・現職自治体職員・研究者

の減少対策、財政基盤の安定による持続可能

な事務局体制の確立などが課題となっている。 

設立 20 周年記念事業として、(1)２つの

調査研究事業、①「コロナ禍と地域医療・

公衆衛生のあり方」（栃木民医連との共同事

業）、②「県内自治体における公民連携（Ｐ

ＰＰ）事業の進展とその評価」、②記念フォ

ーラム、③記念誌編集、④ホーページのリ

ニューアルを実施することとしました。 

事業の基本方向として、(1) 自主的な調

査・研究活動、(2) 学習・交流活動、(3) 

会員の要求に基づく企画と活動、(4)県内各

地に「まち研づくり」を柱として活動する。 

重点テーマとして、2 つの調査研究事業

に加えて、自治体行政のデジタル化と個人

情報保護、全世代型社会保障改革に対する

自治体の対応、防災・減災のまちづくり、

地方議会改革と地方政治の活性化、地方分

権改革の検証と新たな中央集権化にも重点

的に取り組む。 

組織体制では、理事長、副理事長、事務

局長による３役会議の定期的開催、安定し

た事業推進のため維持可能な事務局体制の

確立・会員の拡大、ホームページのリニュ

ーアルと定期的な更新に取り組む。 

〇 2022年度の主な役員（いずれも留任） 

・理事長 太田正（作新学院大学名誉教授） 

・副理事長 秋山満（宇都宮大学農学部教授） 

・副理事長 大木一俊（弁護士） 

・副理事長 佐々木剛（福祉施設役員） 

・事務局長 山口誠英(とちぎ地域･自治研究所）
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太田理事長開会あいさつ 

先程庄村先生からデジタル化について大

変詳細なご講演をいただき、全体像ととも

にどこが問題なのかのポイントを学ぶこと

ができました。私の方からは、このことも

踏まえながら、総会の開催にあたってご挨

拶を申し上げたいと思います。研究所は

2002 年に「住民が主人公となる民主的で住

みよい地域自治を創造していく」ことを掲

げて発足いたしました。今年で丁度 20周年

になります。この意味において、本日の総

会はそうした記念すべき重要な総会という

ことになりますが、ただそれはアニバーサ

リーということで記念すべき重要な総会だ

ということだけではありません。 

それは、私たちを取り巻く国内外の状況

を冷静に見ると、3 年目に入った世界的な

コロナ禍と、そのなかで起きたロシアによ

るウクライナ侵略を主な動因として世界が

大きく変化し、日本も否応なくそうした時

代的な変化にさらされる、歴史的な転換点

になると思われるからです。しかも、この

ことによって日本の構造的な問題があらわ

になり、その解決がいよいよ求められる事

態を迎えていますが、どのような方向に転

換すべきかをめぐって、個人も地域も厳し

く問われる状況に入ったといえます。 

まずウクライナ情勢では予断を許さない

状況が続いていますが、国連人権高等弁務

官事務所は、5月8日時点でロシアの軍事侵

攻開始以来、「3153人の民間人が死亡したこ

とを確認したが、実際の死者数はこれより

かなり多い」との発表をしています。そこ

には 167 人の子どもの犠牲も含まれていま

す。一方、兵士の死者数ではロシア・ウク

ライナ双方で 2 万人とも 3 万人ともいわれ

ています。こうした戦争は一刻も早く終わ

らせなければいけませんが、停戦の糸口す

ら見出せないまま長期化する懸念も指摘さ

れています。その背景として、帝政ロシア

の復興をめざすプーチン大統領の野心とと

もに、一方でロシアの弱体化を狙う思惑が

あるとも言われていて、アメリカは武器と

財政の支援はするものの、停戦の仲介を積

極的に働きかけようとはしていません。 

ウクライナ戦争は世界に大きな影響を与

えています。とくに石油や天然ガスのエネ

ルギーや小麦などの食料のほか、材木など

も深刻な品不足と価格高騰が生じています。

日本は、エネルギー自給率が 11.8％、食料

自給率が 37％、木材自給率は世界 3 位の森

林大国でありながら 41.8％に過ぎません。

こうした国民生活の安全保障は、これまで

十分に省みられず、かえってウクライナ戦

争に便乗し架空の台湾有事を煽り、時代錯

誤の核共有論や先制攻撃につながる敵基地

攻撃能力保有論が声高に叫ばれ、政治の翼

賛化が進むなかで憲法改正の動きが激しく

なっています。こうした状況で沖縄県の復

帰 50周年を迎えましたが、在日米軍基地の



 

５ 

 

70％以上が集中する事態は一向に改善され

ず、辺野古の新基地建設など自衛隊との共

同使用を含め機能強化が進んでいます。 

国民生活の安全保障について話をしまし

たが、当面する差し迫った生活問題は、ア

ベノミクスが招いた急激な円安が物価上昇

を加速させ家計を直撃していることです。

にもかかわらず実質賃金が先進国では例外

的に下がり続け、したがって消費が盛り上

がらず景気が低迷するもとで、物価だけが

上昇するという最悪の事態が起きつつある

ことです。図（「東京新聞」6月15日付）は、

ここ 10年間の社会保険料などの上昇を含め

た生活実感に近い消費者物価と、それを踏

まえた実質賃金の推移を示したものですが、

両者の開きは公表されている統計数字より

さらに大きいことがわかります。この問題

は、しばらくすれば景気がよくなるという

一時的、循環的な問題ではありません。円

の実力（価値）が他国通貨との為替レート

で 90年代の半分にまで下落し、インバウン

ドの再開が期待されていますが、外国人観

光客が日本を選ぶ大きな理由の一つに、日

本で買ったり遊ぶ方が自国にいるより安上

がりになるという、喜んでいいのか悲しん

でいいのか分らないような現実が存在して

います。 

そして、現在の日本はかつての貿易立国

という経済構造が崩れ、貿易収支が黒字と

いう状況から赤字が定着するようになって

います。このように海外に売るよりも海外

から買う方が大きいという状況が続けば、

お金が日本から流失していくことにもなり、

日米の金利差だけではない円安の構造的な

背景となっています。そのなかで、物価上

昇が国民生活に打撃を与える事態となって

も、日銀は現在の金融緩和を継続すると宣

言しています。その理由は、政府とともに

進めた異次元の金融緩和によって、日銀が

国債や株式を大量に購入することで低金利

と株価上昇をもたらしましたが、お金は実

体経済に回ることはなく国債残高が 1000兆

円にまで膨らみ、いまさら低金利政策を変

更できない袋小路に陥っているからです。
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もはやアベノミクスの破綻は明らかです。 

さらに重大な問題は、このようにしてア

ベノミクスの破綻を国民にしわ寄せしてお

きながら、その結末のケリを国民の犠牲に

よってつけようとする動きがみられること

です。具体的には、低金利政策の転換によ

る国債の金利負担増を消費税増税と社会保

障費などの削減により穴埋めするとともに、

株購入の見直しによる株価対策には「資産

所得倍増」と称して国民の貯蓄を投資に向

かわせる政策などが進められようとしてい

ます。経団連などの財界を中心に、自らの

内部留保への課税や金融資産課税には蓋を

しながら、こうしたポストコロナの経済政

策が展開されようとしています。 

そういう中で、総理大臣の諮問機関であ

る第 33次地方制度調査会が招集されて、現

在小委員会において 4 回まで審議が進んで

きています。その中で 2 つのことが諮問さ

れました。一つは全国的なデジタル化を促

進させることです。もう一つはコロナ禍の

中で国と地方との関係、或いは地方と地方

との関係で非常にぎくしゃくした状況、或

いは乱れがみられたとして、たとえば緊急

事態宣言だとか蔓延防止措置だとかをめぐ

って国との見解が合わなかったり、或いは

自治体間でズレが生じたりということで、

こうしたことを国主導でもって是正してい

くことです。そういう国と地方とのあり方、

或いは地方対地方とのあり方、その中には

地方議会も入っていきますけれども、そう

したものを単に微調整するのではなく、地

方分権に逆行するような法改正も含めてあ

り方を見直していくというのが、今回の第

33 次地制調の諮問事項としてなされている

ということです。これがどういう形で答申

されるのか、そしてその答申を受けてどの

ように法制度化されていくのかは、我々に

とっても地方自治にとっても大変大きな問

題であり、重大な関心を払わなければいけ

ないというふうに思います。 

また同時に、コロナ禍で一番懸念され実

際に起きたことに、医療の崩壊であったり

或いは保健所のパンク状態であったりとい

うことがあったと思います。2024 年はそう

した医療体制自体の見直しが一斉に行われ

るタイミングになっています。医療計画と

いうものがありますが、その中にはこの間

ずっと議論になってきた地域医療構想が含

まれます。その中で 440 の公的・公立病院

のリストラ（統廃合）といったものが、病

院名を指名して発表されることがありまし

た。ただ、コロナ対応ではそうした公的・

公立病院が大きな役割を果たしたことを政

府も認めざるを得なくなり、また反対の声

も大きくなり、それによってリストラ・リ

ストの強行が押し戻され、ある面でいえば

ごり押しするような表面的な姿勢は若干修

正されてきています。 

こうして、病院の統廃合を最優先させる

ことから病院間の連携とか或いは調整とか

という方向にスタンスを移しつつあるとい

えなくもありませんが、依然としてリスト

ラ計画案は取り下げていませんし、また地

域医療構想自体は引き続き必要なものだと

して、全体として病床削減、病院再編を強

行しようとする基本的な流れは変わらない

ということなんです。それが、今年中或い

は来年の前半かどこかで国が基本方針やガ

イドラインを明らかにし、都道府県ごとに

策定する医療計画などの方向性を示します。

それに基づいて都道府県ごとに第 8 次の医
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療計画を一斉に策定することになりますが、

その時期が来年なんです。それで 2024年度

から新たな医療計画がスタートする。また

2024 年は診療報酬と介護報酬の同時改定と

いったものもありますし、また公立病院の

再編統合や経営合理化を求めるガイドライ

ンがありますが、新たな第三弾のガイドラ

インが策定されて改革プランがスタートす

る時期でもあります。そういう面でいえば、

コロナ禍で大きく傷んだ或いは脆弱化が明

確になった日本の地域医療体制について、

どのようにコロナ禍の教訓を学んで立て直

していくのか、そのことが根本から地域に

問われてくる。それが今年、来年というこ

とになってくるかと思います。 

7 月には参議院選挙が予定されています

が、マスコミの低調な報道ぶりもあって、

盛り上がりに欠けるとか、争点がわかりに

くいともいわれています。しかし、すでに

述べてきたように戦争平和、暮らしと経済、

地域医療の構築など、争点は明確だと思い

ます。この夏の参議院選挙を終えると、法

定化された国政選挙は 3 年間にわたり予定

されていないことから、政権与党はなるべ

く対決場面を避け無難に乗り切る作戦だと

もいわれます。しかし今が、ポスト・コロ

ナの新たな世界と地域をめぐる分岐点であ

ることに注目する必要があるのではないで

しょうか。 

そういう点では大変頭の痛くなるような

ことばかりを申し挙げましたけれども、そ

ういう状況のなかに否おうなく個人も地域

も巻き込まれていくことになりますので、

20 周年を迎えたとはいえそういう今の状況

のなかでこの研究所が地域の再生に向けて

是非とも役に立つ成果を皆さんに届けるこ

とができるような取り組みを進めていきた

いと思っております。よろしくお願いします。

 

 

大木副理事長閉会あいさつ 
 

皆様、長い間ご苦労様でした。今日は、

記念講演では庄村先生から「行政のデジタ

ル化と個人情報保護」ということで最新の

情報を分かり易く説明していただいて、私

も本当に勉強になりました。 

この研究所が発足して今年で 20年目にな

ります。師匠の米田弁護士に誘われ、研究

所のことがよくわからないまま、高根沢町

で開催した第 1 回目から研究所に関わるよ

うになりました。理事になって何時の間に

副理事長になっています。 

第 1 回目の時のシンポジウムでは、私が

環境審議会の会長として関与した、旧南河

内町における住民主体での環境基本条例案



 

８ 

 

作りについて発表させていただ

きました。 

地方自治は、国の民主主義を

支えるためにも重要だし、また

住民の福祉を身近で支えるため

にも一番重要だと思っていま

す。独裁国家が日本の近くには

沢山ありますけれども、あーゆ

うふうになるのはやはり地方自

治がしっかりしていない、民主

的な地方自治が確立されていな

いから、そういうことになるん

だと思います。地方自治は民主

主義の学校といわれていますよ

うに、これを充実させれば国の

民主主義も充実して独裁国家に

はならずにプーチンのようなと

んでもない指導者は出ないと思

います。 

戦後の歴史を見ると、例えば

公害環境分野では地方自治体が先駆けでし

た。要綱行政等、国の制度が充実されてい

ない中で率先していろいろやってきたと思

います。それから情報公開についてもそう

です。住民に身近な自治体が必要に応じて

条例等の法制度を提供し、それを国が法制

化していったのです。 

私が 20年前に研究所入ってから行われて

いるのはその逆で、平成の大合併で地方自

治をないがしろにし、またデジタル化とい

う名目で地方の独自性をなくしていった過

程ではないかというふうに今日の報告を聞

きながら思いました。 

こういう時こそ住民が主人公という基本

理念を掲げる研究所の活動は重要になると

思います。20 年よくやってきたし、解散し

た研究所があると聞きましたが、そのよう

にならないように次に続けていく活動をで

きればと思っています。私も 60代後半です

ので、研究所の活動を若い人たちに繋げ、

更に発展させていくことを祈念して、閉会

の挨拶とさせていただきます。 

今日は皆様ありがとうございました。 

 

 

 


