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静岡県知事辞職勧告決議案が 

議会に提出された 
 

川勝平太静岡県知事が参議院静岡選挙区補欠選挙の応援演説で、御殿場市をやゆしたかのような

発言をしたことを巡り、県議会 大会派の自民党改革会議 11 月 12 日に「川勝知事の不信任決議案

を提出する方針」を決定しました。 

法的拘束力がある不信任決議案可決のハードルは高く、出席議員の 3/4 以上の賛成が必要となり

ます。現在、全県議会議員は 67 人で、全県議が出席を想定した可決ラインは「51」。可決を目指す

自民党は他会派への多数派工作に動き始めました。 

 

不信任決議案とは 
地方自治法に基づき、議員数の 2/3 以上が出席し、出席議員の 3/4

以上の賛成で可決する。可決すると、知事は 10 日以内に議会を解散し

なければ失職する。議会が解散した場合、県議選が行われ、改選後の

議会で不信任決議案が提出されると、今度は出席議員の過半数の賛成

で知事は失職する。 

 

不信任決議は 48 年ぶり 
知事の不信任決議案は 1973 年の竹山祐太郎（当時）に対して以来、48 年ぶりとなります。仮に可

決されれば県政史上初となります。マスコミ各紙が今回の「知事に対する不信任決議案」を重視し

ている背景は、県議会議員 49 名が連名で知事に抗議文を提出しているからです。 

４９名の内訳は、自民党 40 人、公明党県議団が 5 人、無所属が 4 人、となっているため、「残り 2

人」が賛成すれば「51 人」で可決される計算になるからです。こうした状況から自民党は 11 月 17

日に臨時会で不信任決議案を提出することを決定しました。 

 

「コシヒカリしかない発言」は不適切 
川勝県知事が謝罪と発言の撤回 

川勝県知事は先月の選挙の応援演説で御殿場市について「あちらはコシヒカリしかない」などと

発言したことについて、11 月 1０日夜、御殿場市民を傷つけたとして御殿場市長に謝罪し、発言を

撤回しました。川勝県知事の『謝罪会見』を踏まえて、11 月 19 日に御殿場市議会は「知事に対して

の発言の撤回と謝罪を求める決議」を、市議会 12 月定例会に上程することを取りやめました。 
川勝知事がすでに撤回や謝罪をしていることから、19 日の議会運営委員会で決定しました。今後

にについては知事や県議会の動向を注視し対応を検討するとしました。 
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不信任決議案の否決へ結束 
ふじのくに県民クラブは結束を確認 

県議会第 2 会派ふじのくに県民クラブは 19 日の議員総会で、 大の自民党改革会議が提出する方

針の「川勝県知事の不信任案決議案」について、否決に向け会派で結束する方針を確認した。 

総会後、取材に応じて佐野愛子会長は「会派が全員一丸となることを確認した。(団結は)大丈夫

だと確信している」と述べた。不信任決議案の可決には出席の 3/4 以上の賛成が必要。現時点で無

所属県議 5 人のうち共産党県議を含む 2 人が反対が予想され、全員が出席した場合は自民党と公明

党県議団が全員賛成しても、ふじのくに県民クラブから 3 人の造反が必要と見込まれる。 

同日の議員総会では、不信任決議案の採決が無記名投票になることを想定した対応も協議し、投

票用紙を机上に置いて反対の票を投じる姿勢を周囲に明らかにするよう求める呼びかけも行われた。 

総会後、佐野会長は知事の発言自体は不適切とした上で、「御殿場市へ出向いて謝罪し、県民にも

会見で心から謝罪した。辞任の必要はない」との認識を明らかにしました。（11/20 静岡新聞） 

なお、自民改革会議は 24 日に開催される県議会での「川勝県知事の不信任決議案の成立」に向け

て自民党会派は『党議拘束』をかける方針を固めました。県議会の議案や決議案の採決で、自民改

革会議が党議拘束をしたことは極めて異例のことでした 

しかし、自民党は「知事不信任決議案の提出を目指してきたが、出席議員の 3/4 の賛成による目処が

立たないことから知事の辞職勧告決議」に切り替えました。 

 

自民党が急遽、不信任決議を断念 
知事辞職勧告を議会へ提出 

県議会臨時会は 11 月 24 日午前 10 時 30 分に開催されました。自民党が提出した『知事辞職勧告決議

案』は、議長を除く出席議員 66 人のうち、自民 39 人、公明 5 人に無所属 3 人を加えた合計 47 人が賛

成しました。 

一方、川勝知事を支える第 2 会派のふじのくに県民クラブ 17 人と共産党を含む無所属 2 人の合計 19

人が反対しました。反対討論では、ふじのくに県民クラブの佐野愛子会長が「2022 年度の予算編成を作

成中でもあり、待ったなしの県政課題を数多く抱えている。特に、リニア中央新

幹線問題に関しては県民の意見を代弁できるのは川勝知事しかいない。従って、

県民生活を考えると政治空白を作ることはできない」と、強く訴えました。 

私たちは、佐野愛子県議会議員（写真右）の発言内容を支持し、今後も「安全.

安心で住みよい街づくり」に向けて、静岡県に対して積極的な提言や要望を行っ

ていく予定です。すでに、静岡県勤労協事務局は来年(2022 年)の 2 月開催に向け

た県政懇談会の準備に入っています。 

 

辞職勧告決議とは 

議会の意思を対外的に表明する意味はあるが「従わなければならないものではない」(全国都道府県

議会議長会)とされる。地方自治法に規定され、可決した場合に知事に失職か県議会の解散を迫る不信

任決議と異なり、同法に位置づけは明記されていない。問責決議や反省を求める決議など、議会の一般

的な決議と法的には同じ。 

 

介護職など賃金引き上げへ、 
月 9，000 円ほど、22 年 2 月にも 

政府は１１月 19 日、財政支出が 55.7 兆円と過去 大規模の新たな経済政策を閣議決定しました。

介護職員らの収入を来年（2022 年）2 月から『月額 3%程度（9，０００円）』引き上げることも盛り

込みました。政府は経済対策の中に、「介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組

を行うことを前提として、収入を 3%程度（9，０００円）引き上げる措置を、来年 2 月から前倒しで

実施する」と明記しました。更に、介護職員以外の職種も念頭に、「他の職員の処遇改善に充てるこ
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とができるよう柔軟な運用も認める」とも書き込みました。 

政府はこのほか、「（看護．介護．保育などの）全ての職員を対象に公的価格の在り方を抜本的に

見直す」とも記載しました。経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案を近くまとめる予定です。

来月に招集する臨時国会で速やかに成立させたい方針です。 

◆公的価格とは・・・介護、保育、看護の分野は、サービスの価格を政府が決める「公的価格」。高

齢者施設や保育所、病院といった事業者側の手元に「報酬」として入るが、公的価格を引き上げれ

ば、現場で働く人たちの賃金の水準も上がりやすくなる。 

内閣官房によると、ボーナスなども含めた賃金水準を月収に換算すると、2020 年は介護職員が 29

万 3 千円、保育士が 30 万 3 千円、看護師 39 万 4 千円、介護職員と保育士は、民間平均の 35 万 2 千

円（2020 年）を下回っている。岸田文雄首相はこれらの職種の処遇改善で民間全体の賃金引き上げ

を促し、経済政策の柱に据える「成長と分配」の呼び水にしたい考えだ。 

◎介護施設職員や保育士らの月給（残業代など除く） 

介護施設職員  23 万 9800 円   保育士     24 万 5800 円 

看護師     30 万 9100 円   全産業平均   30 万 7700 円 

※政府の 2020 年賃金構造基本統計調査（従業員 10 人以上の民間事業所） 

 

介護現場は慢性的な人手不足に 
介護における 2025 年問題 

認知症の人を含む高齢者や単身世帯、老々世帯が急増する介護ニーズに必要なサービスの供給が追い

ついていない。政府は、介護人材を 2016 年度の就業者数 190 万人に加え、2020 年度末までに約 26 万人、

2025 年度末までに約 55 万人、年間約 6 万人の追加が必要になると見込んでいますが、2017 年実績は 195

万人となり、目標人数の確保には至っていません。団塊世代（1947～1949 年の第 1 次ベビーブームの時

代に生まれた世代）が 75 歳になるのが 2025 年頃です。介護や医療をはじめとした社会保障費が莫大と

なり、その一方で経済社会を支える現役世代が少子化の影響で減少します。その為に、日本全体にはさ

まざまな問題が生じると予想されています。これら問題を『2025 年問題（介護における 2025 年問題）』

と呼んでいます。 

極端な賃金格差が主な要因 
介護現場は慢性的な人手不足に悩まされており、有効求人倍率は水準・伸び率とも全産業平均よりも

大幅に低下しています。人員確保が進まない主な原因の 1 つが賃金の低さです。介護の賃金実態は全産

業平均額を 108～173 万円下回っています。連合の「介護職場実態調査（2020 年）より」 

コロナ禍の中、エッセンシャルワーカーとして介護現場を支え続けてきた介護職人材の賃金を、働き

の方に見合った水準へ改善していくことは、人材確保の観点からも喫緊の課題となっています。2019 年

10 月に介護報酬において介護職員等特定処遇改善加算が新設され、一定の賃金改善が見られましたが、

依然として全産業平均とは大きな格差があり、一層の継続的な処遇改善が必要となっていました。 

 

コロナ禍のエッセンシャルワーカーに支援を 
勤労協が要望書を県に提出 

コロナ禍および感染症対策が雇用に与えている影響は極めて大きく、また特定の業種・業態・働

き方において一層強く出ており、社会全体で雇用のセーフティネット機能を強化していく事が重要

となっています。静岡県勤労者協議会連合会は、1 月 20 日、静岡県に対して「コロナ感染対策と労

働政策の緊急要望書」を提出しました。県勤労協は、コロナ禍において企業に対する雇用調整助成

金制度が活用されていますが、現行の予算では「同制度の活用が 2021 年 2 月までとなっているが、

コロナ感染収束の見通しがつくまで延期すべきと、国へ要請すること」を、強く要望してきまし

た。県勤労協の要望書は他に、「コロナ禍におけるエッセンシャルワーカーの支援」の具体化を強

く要望してきました。 
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介護職員の処遇改善を    
（1）コロナ禍におけるエッセンシャルワーカーの支援について、看護職員の人材確保に向けて「労

働条件の改善」を静岡県として関係方面に働き掛けて頂きたい。 
（2）2025 年問題として団塊の世代が後期高齢者となっていく状況において、介護人材は更に拡大さ

れていくこととなります。介護人材の確保に向けて「一層の処遇改善」を静岡県として指導

し、人材確保対策を講じていくことを要請します。 

（3）静岡県としての労働問題を取り扱う事務局体制、労働法律相談などの窓口などを示す「労使ト

ラブル法律相談Ｑ＆Ａ」が発行されていると聞いていますが、中小企業などの労働組合にも配

布し雇用の安定を図る材料として頂きたい。 

上記の要望に対して、静岡県当局の回答は「介護職員の処遇改善の関しては理解できるので、全

国知事会の中でも検討していきたい」に止まりました。 

結果的には、国の 2021 年度一般会計には「介護職員の処遇改善(賃上げ)」の予算は『ゼロ回答』

で計上されませんでした。今回の予算の背景には前菅政権の基本が「全ての基本は自助努力」であ

り、『公助は 後の 後である』ことを示したものでした。 

その結果、「コロナ禍」では介護職員をエッセンシャルワーカーの代名詞の様に謳いながら、エ

ッセンシャルワーカーが苦労していることや、低賃金．長時間労働．コロナ感染から「逃げたくと

も逃げられない 前線で格闘」している現実を「見て、見ぬふりをしている菅政権」と映り、後手

後手に廻るコロナ対応の弱さと併せ、多くの国民から不満の声が大きく上がっていました。 

 

公的価格とは・・・ 

岸田首相は 11 月 19 日に打ち出した経済対策の中で、「介護職や保育士、幼稚園教諭は月９０００

円、看護師は月 4000 円の賃上げ」になる見込みです。この政策を打ち出した背景には、9 月に実施

された「自民党総裁選挙における岸田の公約」とも言われています。 

公約には、「看護師、介護士、幼稚園教諭、保育士など、賃金が公的に決まるにもかかわらず、仕

事内容に比して報酬が十分でない皆様の収入を思い切って増やすため、『公的価格評価検討委員会

（仮称）』を設置し、公的価格を抜本的に見直し」と掲げていました。 

公的価格とは、医療は診療報酬、介護は介護報酬、保育所や幼稚園は事業者がサービスを提供し、

その「対価」として支払われる利用料を政府が決めています。得られた対価を基に、事業者は人件

費も含めた経費を捻出するのが一般的だ。「賃金が公的に決まる」というのは、こうした仕組みを指

していると見られ、政府の介入で賃上げが可能と考えているようだ。（2021.11/24．毎日新聞より） 

介護保険制度の財源 
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「介護保険制度」は、要介護者が受けた介護サービスの費用の 8～９割を市町村(保険者)が給付して

います。その財源の 50%は税金で国が 25%．都道府県が 12.5%．市町村が 12.5%の負担となっていま

す。残りの５０%が保険料となっています。具体的には第 1 号被保険者(65 歳以上の高齢者)が 22%。

残りを第２号被保険者(40～64 歳の者)が 28%。を負担しています。 

※ただし、上記の比率はそれぞれの人口比によって決まり、3 年に 1 度見直されています。今回の

被保険者の比率は 2017 年の数値です。（図：介護保険制度の仕組み 厚労省資料より） 

 

今後の課題として 
しかし、今回の岸田首相が発表した経済対策の中で「介護職等の賃上げ等」に関しては、各マス

コミ報道を見ても『具体的な財源等に関しては今後に・・・』と、なっています。一部の新聞では、

「12 月の臨時国会では・・」と示唆しています。国民の多くがエッセンシャルワーカヘの代名詞と

なっている介護．保育士等の賃上げには賛成する筈です。 

前段に「介護保険制度の財源（負担割合）」を掲載しましたが、介護職の賃上げが約 3%と言われて

いますが、現行の介護制度では「引き上げられた介護報酬は、それぞれが料率に応じて負担するの

が仕組み」となっています。 

従って、12 月にも予定されている臨時国会は重要な国会となっています。この議題は『介護の

2030 年問題（現行の比率で推移すれば、人口の少ない市町村は維持する事が困難になることが予測

される）』とも連動しますので、今後の大きな課題となっています。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

介護一言メモ 

懐かしの曲が脳活性化へ 多感な年頃 思い出して 

社会の高齢化が進む中で認知症の予防法として利用される 1 つが昔の記憶を思い出す回想法。10

～15 歳の頃に流行した音楽を聴いてもらい、思い出を語ることで脳を活性化する新たな回想法「パ

ーソナルソング・メソッド（ＰＳＭ）」を下記に紹介します。 

認知症の予防に 

回想法は介護施設や医療機関で使われていますが、東北大学医学部老年科の藤井昌彦臨床教授は、

効果的な活性化には「心の琴線に触れるかどうか」が鍵と解説しました。特に、10～15 歳の多感な

年頃記憶を呼び起こせるかが重要だと指摘しました。 

その新たな手法が、当時の流行歌を聴かせるＰＳＭ

だ。考案者の日本パーソナルソング・メソッド協会

（東京都杉並区）理事で心療回想士の津森修二さんに

よると、側頭葉には聞こえと古い記憶を保存する役割

があり、懐かしい音楽でそれが引き出される。 

ＰＳＭの特徴は食事や排泄などの日常生活動作（Ａ

ＤＬ）の維持や向上につながる点。「神経系の発達が

完了し『しつけ』が終わるのが 12 歳前後。この頃の

思い出をＡＤＬ記憶と呼び、呼び起こすとＡＤＬが変

化する」と津森さんは言う。 

やり方は、10～15 歳頃の流行曲のオリジナル音源を聴かせ、思い出を言葉にしてもらう。「カバー

や音楽番組の映像などではなく、当時聴いていたオリジナルのものを使うと記憶を喚起しやすい」

と津森さん。話してもらう際は、「誰」「何」などと聞かず、「どんな」人や場所だったかを訪ねるよ

うにする。 

「 初は曖昧な記憶が頭に浮かぶので、明確な答えを求めると会話が続かなくなる」ディサービ

ス「大宮ふれあいの家」（同杉並区）ではＰＳＭを導入。それまで昔の話をしてくれなかった 80 代

の男性は、学生時代にバレーボールをやっていた思い出を語るようになり、会話が増え、排泄の失
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敗が減ったと言う。「活動的になり、つえに頼らなくなった方も。全体が明るくなりましたね」と事

務局長の小林善和さんは振り返る。 

同協会では、ＰＳＭを普及させるため 2021 年 5 月から曲を検索、再生できるウェブサービス「Ｐ

ＳＭナビ」を展開する予定。年齢を入力すれば、10～15 歳の頃の流行歌が提示され、オリジナル音

源を再生できる。また、当時はやった物事も教えてくれるため、更に話を引き出しやすくなる。（※

2021 年 4 月 9 日静岡新聞より） 

 

思い出のメロディー 

当時、流行した主な歌謡曲は以下です。 

 

１９５０年（昭和 25 年）「白い花の咲く頃」「東京キッド」 

「水色のワルツ」 

１９５1 年（昭和 26 年）「上海帰りのリル」「高原の駅よさようなら」 

「トンコ節」 

１９５２年（昭和 27 年）「リンゴ追分」「テネシーワルツ」「芸者ワルツ」 

１９５３年（昭和 28 年）「君の名は」「雪のふるまちを」 

１９５４年（昭和 29 年）「お富さん」「岸壁の母」「黒百合の花」 

「原爆許すまじ」 

１９５５年（昭和 30 年）「月がとっても青いから」「この世の花」 

「別れの一本杉」 

１９５６年（昭和 31 年）「哀愁列車」「ここに幸あり」 

「愛ちゃんはお嫁に」 

１９５７年（昭和 32 年）「有楽町で逢いましょう」「夜霧の第 2国道」 

「バナナボート」 

１９５８年（昭和 33 年）「おーい中村君」「だから言ったじゃないの」 

１９５９年（昭和 34 年）「南国土佐を後にして」「黒い花びら」 

１９６０年（昭和 35 年）「誰よりも君を愛す」 

「アカシアの雨がやむとき」  

１９６１年（昭和 36 年）「上を向いて歩こう」「君恋し」 

「銀座の恋いの物語」 

１９６２年（昭和 37 年）「高校 3年生」「こんにちは赤ちゃん」 

１９６４年（昭和 39 年）「東京五輪音頭」「お座敷小唄」 

１９６５年（昭和 40 年）「柔」「愛して愛して愛しちゃったのよ」 

「イエスタディ」 

１９６６年（昭和 41 年）「君といつまでも」「バラが咲いた」 

「こまっちゃうな」 

１９６７年（昭和 42 年）「ブルーシャトー」「世界は二人のために」 

「帰ってきたヨッパライ」 

１９６８年（昭和 4３年）「ブルーライトヨコハマ」「花の首飾り」 

１９６９年（昭和 44 年）「いい湯だな」「港町ブルース」 

「黒ネコのタンゴ」 

１９７０年（昭和 45 年）「走れコータロー」「知床旅情」 

１９７１年（昭和 46 年）「わたしの城下町」「また逢う日まで」 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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ハイキングコースご案内  ～ wth コロナ時代に ～  

この一年コロナの感染拡大とともに、ハイキングやトレッキングに人気が集まっています。三密

を避けた心身の健康とリフレッシュを兼ねて、近場の自然を満喫してみませんか。 

「蔦の細道～旧東海道」 

蔦の細道は打たのも読まれた万葉の小径。国道一号線沿いの道の駅西側から入ります。 

入口から宇津の谷峠までは約 30 分。平安の古道そのままの山道を、昔日を偲びながら歩きましょう

薄暗い杉林の中を行くとやがて雑木林になり、階段状の道が緩やかになったら宇津の谷峠(二一○

ｍ)です。峠は樹木が伐採されてベンチが置かれ、

以前に比べ広くなりました。伊勢物語で有名な在

原業平の「駿河なる宇津の山べのうつつにも夢に

も人の逢わぬなりけり」の句碑が富士山を背景に

立っています。 

【明治トンネル】全長 203ｍ、明治 29 年に

24,800 円をかけて築造された日本初の有料トンネ

ルです。（写真右） 

現在のトンネルは失火による焼失後、明治 37 年

につくられた赤レンガ調のレトロなトンネルです。 

明治トンネルから分岐へ戻り、右へ行くと宇津ノ

谷の集落で、その家並みは 1993 年に第 1 回市民

景観大賞を受賞しました。（資料：冊子『みどりの道』静岡市・静岡市山岳連盟より） 
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ちなみに旧宇津ノ谷街頂の中心地に秀吉公から

献上された羽織を所蔵する「御羽織屋」がありま

す。（写真右） 

 静岡県勤労協の秋山事務局長の自宅はこの近隣

で、近くでご夫人が「甘味処・今昔」を経営して

ます。一度、お立ち寄りください。 

（清水ふれあいユニオン・花田） 

 

 

 

 

 

 

 


