
 
 

 

 

 

 

 

 

（令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月分） 

 

【令和 4 年 3 月】 

 

産業としての農業に思うこと 

 

農水省は、令和 2年に発生した農作業事故で亡くなった人が 270人だったと 2月 15日に発

表しました。これは前年より 11人少なく、昭和 46年の調査開始以来最少となりましたが、

10 万人あたりでは 10.8 人となり、過去最多とのことでした。全産業の平均は、10 万人あ

たり 1.2人とのことですので、大きく上回っています。 

 

農業従事者と他産業の従事者との差の 1 つは、労災保険への加入の有無です。そこで、京

都やましろ農業協同組合の十川洋美組合長に事務局をお願いし、制約（加入要件）はありま

すが、平成 27年度から農家の労災保険加入の道を開くとともに制度定着にむけ、年間保険

料の一部を補助することとしました。 

 

産業としての農業を考える場合、労災保険のような労働に伴う事故対応とともに災害やスマ

ート農業など技術革新に対応する支援も大切です。農業振興基金は、これらの取り組みの原

資の一部として市議会に提案しているものです。 

 

【令和 4 年 2 月】 

 

「姑息」の理解の変遷から 

 

文化庁の月報(平成 24年 6月号)に、平成 22年「国語に関する世論調査」の結果が出ていま

した。「姑息」の正しい意味である「一時しのぎ」と答えた人は 15 パーセントで、間違い

である「卑怯な」と答えた人は 70.9パーセントとなっていました。 

 

残念ながら、私は多数派でした。念のため、辞書などで確認することは必要だと痛感すると

ともに、新型コロナについても基本的なことを押さえておくべきではと感じました。 

 



即ち、(1)新型コロナの感染受容体は血圧のコントロールに関わる ACE2(エースツー)である

(2)ACE2(エースツー)は全身にあるが、腸・血管・心臓などに多く、攻撃される際に血栓が

発生しやすい(3)日本には、在来の RNA ウイルスが 4 種類ある(4)オミクロン株は変異の結

果 ACE2(エースツー)への特異性が低下する一方、在来の RNAウイルス(229E型)と同様の

感染能力を有したので、感染力は強い(5)感染の主流は無症状感染であることなどです。 

 

ゼロリスクはあり得ませんので、感染者数だけでなく、重症化率や致死率にも留意しつつ、

手指消毒など感染予防に努めてください。 

 

【令和 3 年 12 月】 

 

コロナで明けた令和 3年 

 

今年は新型コロナで明けました。現在は、ワクチン接種等により集団免疫を獲得したのかわ

かりませんが、第 5 波の収束期だと思われます。第 6 波が来るか否かわかりませんが、八

幡市でワクチンを接種した人は高齢者で 90 パーセントを超え、全体で 70 パーセントを超

えた状況です。 

 

ワクチンに関しては、反対の人が市役所に来られ、その旨を文書で申し入れされることもあ

りました。確かに、ワクチンの安全性は数年かけて確認されるようです。正確には、現時点

で考えられる範囲では副反応はあるが安全であり、メリットの方が上回っているということ

になりますので、希望者に接種するというものとなっています。私も 2 回目の接種を 7 月

下旬にしました。 

 

12 月には市議会に予算案を提出し、3 回目のワクチン接種の準備を進めてまいります。市

民の皆さんには、今一度自らの健康状態をチェックしていただき、マスクの使用や三密を避

けるというこれまでの対策に留意していただきますようお願いします。 

 

【令和 3 年 11 月】 

 

～国歌「君が代」について～ 

 

22年前の平成 11年 8月に法的に「君が代」が国歌とされました。 

 

その成立については、大枠としては明治 2年に当時の日本に国歌がないことから、大山巌(後

に陸軍元帥)らが薩摩琵琶歌から「蓬萊山」の「君が代は…」を選び、イギリス軍の軍楽隊

長のフェントンが作曲したのが始まりとされています。 

 



そして、この君が代の元歌は平安時代に醍醐天皇の命で紀貫之らが編集した「古今和歌集」

の巻七賀歌(がのうた)先頭にある「題しらず」「読人しらず」とされている「わが君は…」

の和歌とされています。 

 

「奪われた国歌『君が代』」(古田武彦著）では、有名な金印の出た志賀島(しかのしま)にあ

る志賀海神社の「山ほめ祭」の中で「君が代」が台詞としてあること、「君が代」の歌詞は

博多湾岸の地名群を歌っている、即ち「千代」の松原、細石神社、桜谷(若宮)神社の祭神は

苔牟須売神(こけむすめのかみ)であることなどが九州王朝説とともに述べられています。 

 

11月 1日は「本の日」、9日までは読書週間です。コロナ禍ではありますが、一度国歌につ

いて考えてみてはいかがでしょうか。 

 

【令和 3 年 10 月】 

 

「漢書」に学ぶ戦争と平和～忿兵は敗れる～ 

 

歴史書である「漢書」にも戦争と平和の法が述べられていることを 10年ほど前「漢書に学

ぶ『正しい戦争』」（櫻田淳著〈朝日新書〉）で知りました。それは、漢書「魏相丙吉傳」（巻

74、第 44）に述べられている（匈奴〈きょうど〉討伐をしようとした帝にそれをいさめた）

丞相である魏相の次の言葉です。 

 

「乱を救い暴を誅する・これを義兵といい、兵（いくさ）の義（ただ）しき者は王たり。敵、

おのれを加（おか）し、やむを得ず起（た）つ・これを應兵といい、兵の應ずる者は勝つ。

小故を争い恨み、憤怒に忍ばざる・これを忿兵（ふんぺい）という。兵の忿（いか）る者は

敗れる。人の土地財宝を利（むさぼ）る・これを貪兵（たんぺい）といい、兵の貪（むさぼ）

る者は破れる。国家の強大を恃（たの）み、人民の衆多を矜（ほこ）り、威を敵に見（しめ）

さんとする・これを驕兵（きょうへい）といい、兵の驕る者は滅ぶ。この五者はただに人事

なるにのみならず、すなわち天道なり、と」（「漢書 6・列伝Ⅲ」小竹武夫訳〈ちくま学芸文

庫〉） 

 

9.11テロ事件から 20年、約二千年前の戦争観から現在を考えるのも有意義ではないでしょ

うか。 

 

【令和 3 年 9 月】 

 

コロナについて考える～その 2 

 

昨年 6 月 4 日の読売新聞「解説」欄に、アジアの死者数が少ない要因として、BCG 仮説、



肥満、ヒト白血球抗原（HLA）の違いなどが紹介されていました。 

 

BCG はともかく、HLA に関して、日本医療研究開発機構（AMED）は、本年 6 月に東大

医科学研究所の佐藤准教授らの研究の概要発表をしました。その内容は(1)日本人の 6 割が

持つヒト白血球抗原「HLA－A24」が新型コロナウイルスを極めて強く認識し、侵入して

きた場合は細胞性免疫機構に働きかけてウイルスを攻撃すること (2)デルタ型などの

「L452R変異」のあるものは、HLA－A24を介した免疫機構から逃れること(3)感染力が強

いことです。 

 

感染力の増強という面だけでなく、6割の日本人の免疫力の低下が加わって、第 5波となっ

ていると思われます。 

 

本市のワクチン接種は、8月の第 1週で高齢者の皆さまがほぼ終わり、現在順次年齢を繰り

下げて取り組んでいます。ワクチン接種当日前後、とりわけ接種から数日は体調管理に留意

してください。 

 

【令和 3 年 8 月】 

 

8月は人権強調月間です 

 

8月は、終戦の月であるとともに人権強調月間です。 

 

これは、昭和 40（1965）年 8月に、同和対策審議会から同和問題に関する諮問に対する答

申（同和対策審議会答申）が出されたことに由来しています。 

 

人権は、ご存知のように英語のヒューマンライツ(human rights）の訳です。人権という場

合は、一般的な権利概念を踏まえつつ、より広く、直訳的な「人間としての正しい（諸）あ

り方」という意味合いが強い感じがします。一例として、教育学者の故大田堯氏は「私たち

の不完全さの自覚のもとで、人と人、たとえば男性と女性、大人と子どものあいだのかかわ

り方の正当性＝『あたりまえ』の主張ないし要求、それが権利の意味、内容…ではないでし

ょうか」（「子どもの権利条約を読み解く」9ページ）とされています。 

 

最近、人権を語る際に横文字が多くなっていますが、大田氏の「私たちの不完全さの自覚」

と「かかわり方の正当性の主張ないし要求」という視点が重要と考えます。 

 

【令和 3 年 7 月】 

 

議会質問～憲法論議～ 



 

6 月議会から本会議での一般質問を従来の一括して質問する方式とともに一問一答方式を

加え、併用も可能とされました。 

 

どのような質問方式でも質問で少し困るのは、憲法についてです。特に憲法第 9 条につい

ては、ともに議論すべきものと思うからです。 

 

私は、原則国会でご議論されるべきものとの前提に（どの解釈をとるかは別として、共通の

理解を確認するためにも）市議会での議論にふさわしく幅広い視点から議論する必要がある

旨を答弁してまいりました。 

 

具体的には、前文の「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」との位置づけ、

憲法第 98 条第 2 項との整合性（憲法と国際法遵守との関係）、そして日本国憲法および大

日本帝国憲法ともに、平和時には一度も改正されていないことなどをどう考えるのかなどで

す。 

 

さらには「悪法も法か」で有名な自然法論と法実証主義についても議論できれば、共通の理

解がより深まるのではないかと思っています。 

 

【令和 3 年 6 月】 

 

コロナについて考える～重症化予防と運動～ 

 

現在、希望される高齢者の皆さんへのワクチン接種に取り組んでおりますが、予約等に関し

電話がつながらない、当面の予約は一杯になるなど、ご迷惑をおかけしておりますことに関

しまして、お詫び申し上げます。八幡市の高齢者数約 2万 2000人分のワクチンは順次入荷

され、希望される人には接種できる状況にあります。申し訳ありませんが、時間差がありま

すことにつきまして、ご理解をお願いします。 

 

本年 4 月に運動不足の人が新型コロナウイルス感染症に感染するとより重症化しやすく、

死亡リスクも高いという研究が医学誌「British Journal of Sports Medicine（ブリテ

ィッシュ・ジャーナル・オブ・スポーツ・メディスン）」にオンライン掲載されました。こ

れは、昨年 1 月 1 日～10 月 21 日に新型コロナウイルス感染症と診断された成人患者 4 万

8440人を対象に、身体的不活動の患者は入院率、ICU入院率、死亡率が高いというもので

した。 

 

ウォーキングなどの運動のための外出は必要なものです。状況に応じて工夫しながら行って

いただきたいと思います。 



 

【令和 3 年 5 月】 

 

首長と議会の関係について考える～地方でも議員内閣制的なものもあってもいいのでは？ 

 

首長と議会の関係について考える～地方でも議員内閣制的なものもあってもいいのでは？ 

 

今月は、市議会の三役（議長、副議長、監査委員）等を決めるため、臨時議会が中旬に開催

されます。 

 

そこで、私が日ごろ首長と議会のあり方で思っていることについて述べたいと思います。そ

れは、地方自治でも国と同様に議院内閣制を選択できるようにしてはどうかというものです。 

 

国においては、象徴天皇制の下では議院内閣制がふさわしいものです。なぜならば、伝統に

根拠を持ち日本国の象徴として天皇陛下の存在がある以上、内閣総理大臣は国会議員の選挙

によって間接的に選出されるべきものだからです。 

 

他方、日本の地方自治制度は首長、議員ともに住民の直接選挙で選ばれ、議会は当該自治体

の意思決定を行い、首長はそれを執行するという関係になっていますが、スタッフは圧倒的

に執行部局が多い状況です。 

 

行政に関係するという視点からも議院内閣制的なものを地方制度の一部に選択として導入

することも地方自治の活性化に資するものと考えます。 

 

【令和 3 年 4 月】 

 

ご入学おめでとうございます・・・そして日本の教育はダメじゃない? 

 

本年 2 月に「日本の教育はダメじゃない－国際比較データで問いなおす」という本が出版

されました。副題の国際データで問いなおすのは、教育をめぐる 14の通説です。 

 

その中身は、日本の子どもたちや教育環境に係るもので(1)知識がない(2)想像力がない(3)問

題解決ができない(4)学力格差が大きい(5)大人の学力が低い(6)昔に比べて学力が低下(7)勉

強のしすぎ(8)高い学力は塾通いのおかげ(9)授業が古くさい(10)勉強に興味がない(11)自分

に自信が持てない(12)学校が楽しくない(13)いじめ・不登校・自殺が多い(14)不健康という

ものです。 

 

詳しくは本書をお読みいただくとして、結論的には教育の代償は大きくなく、日本は学力が



高いという一方、大人が「どんな社会を生きたいのか」を考え（発信し）てないことの方が

問題というものです。ミクロ的な視点とともにマクロ的な視点も大切であるという一例と言

えます。 

 

令和 3年度の予算執行にあたり、両方の視点を踏まえなければと思いを新たにしています。 


