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会見のタイトルは、近著『知事の真贋』に関しての「著者と語る」だったが、コロ

ナシリーズに最適の内容だった。 

自治省キャリア、鳥取県知事、総務大臣を歴任された片山さんは、地方自治の専門

家として発言を続けている。今回のコロナ対策が、法治国家の原則を軽視して実施さ

れているのに、政府、地方自治体、地方議会、マスコミがそれにいかに無自覚かを、

条文をはじめ豊富な具体例を示しながら説明した。 

特に営業自粛の法的根拠とされた新型インフルエンザ等対策特別措置法 24 条 9 項

の解釈では、「条文中の『公私の団体』は元来、医師会などを意味するもので、これを

飲食店などに適用して私権を制限するのは明らかな誤り」と指摘した。 

これ以外にも、助言にすぎない厚労省通知の「37.5度以上発熱 4日間」を盾にＰＣ

Ｒ検査を拒んだ各地の保健所、法的権限のない安倍首相の一斉休校要請を本来の権限

者でありながら審議もせず専決処分で追認した教育委員会の教育長たち、行政の邪魔

になるからと議会での質問をやめる地方議員たち、政府の法解釈をチェックせずに報

じるマスコミ…。 

片山さんは、「まず法律の条文にあたって考えてほしい」と訴えた。 

 

司会 川上高志 日本記者クラブ企画委員（共同通信特別編集委員） 

  

※巻末に資料を添付しています。 

 

公益社団法人 日本記者クラブ 
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司会＝川上高志 日本記者クラブ企画委員(共

同通信特別編集委員) 

 こんにちは。時間になりましたので会見を

始めたいと思います。 

本日は、昨年、『知事の真贋』を出版されま

した早稲田大学大学院教授の片山善博さんに

リモートでお話をお伺いします。 

新型コロナウイルス感染症への対策で、国と

地方自治体との関係、特に知事の役割というも

のが大きく問われています。この『知事の真贋』

では、知事や地方議会の役割、対応に関して、

どういう法的根拠があったのか、なかったのか

というような問題を指摘されていらっしゃい

ます。 

片山さんのご経歴は改めてご紹介するまで

もないと思いますが、鳥取県知事を 2期、務め

られた後、民主党政権時代に総務大臣をお務め

になられています。地方自治の専門家として、

今回の特措法あるいは感染症法改正も踏まえ

て、コロナ禍における知事の役割などについて

お話をお聞きしたいと思います。 

本日の司会は、日本記者クラブ企画委員で、

共同通信社の川上高志が担当します。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

ジャーナリストにも耳の痛い話を 

片山善博・早稲田大学大学院教授 ただいま

川上さんからご紹介いただきました片山です。

きょうは、皆さんに、川上さんからご紹介いた

だいた内容で話をさせていただきます。このよ

うな機会を与えていただきまして大変喜んで

おります。 

私は昨年、『知事の真贋』という本を出しま

した。この内容についても触れますが、なぜこ

ういう本を出すに至ったのか、何でこういう本

を書こうと思ったのか、やむにやまれぬものが

あったのです、自分なりに。そのことに触れな

がら話をさせていただきたいと思います。その

後で皆さんから率直なご意見とかご批判とか、

ご質問とかをいただければと思います。 

先ほど、いい機会を与えていただいたと言い

ましたのは、実はきょうお話をすることは、マ

スコミの皆さん、ジャーナリストの皆さんにも

耳の痛い話をするからです。 

国と都道府県が中心になって今回のコロナ・

パンデミックに対する対応を、これまでもやっ

てきたし、これからもやるのですが、それをつ

ぶさにみていますと、この一連の過程の中で、

わが国が大切にしてきた、大切にしなければい

けない原理とか原則とか基本的なことがかな

り踏みにじられている、ないがしろにされてい

る、忘れ去られている、これが、私がとっても

気になることなのです。 

わが国は法治国家を標榜しています。これは

「法律に基づく行政」ということです。国も自

治体も当然法律に基づいて行政をしなければ

いけないということですけれども、これが、後

でお話ししますが、かなりないがしろにされて

いる。傷んでしまっている。無法地帯とまでは

言いませんけれども、ややそれに近い状態が今

日まで続いてきている。 

法治国家というのは、国民は法律に従わなけ

ればならない。これは当たり前ですね。だけど、

権力も法律に従わなければいけない。ここが一

番のポイントなのです。権力にある者も法律に

は国民と同じように従わなければいけないと

いうことです。 

これについては、当然チェックをしなければ

いけないわけです。権力はチェックをされない

と腐敗しますから。誰がチェックするかという

と、それは国政だったら国民の代表である国会

であり、地方レベルだったら地方議会というの

がチェック機関です。でも、それだけではなく、

マスコミというのも当然重要なチェックの機

能を果たすべき、それが期待されている存在で

あります。 

法治国家の揺らぎに危機感 

私は、今回の法治国家の揺らぎ、法治国家へ

の懸念を、「『法律に基づく行政』への懐疑」と

書きました。国会も地方議会もチェックの役割

を果たしていなかったのみならず、マスコミの

皆さんもチェックの機能を怠っていた。そうし
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た強い懸念を私は抱いています。このことが、

この本を出版するに至った大きなきっかけに

なったのです。 

まず、地方自治とか地方分権改革の重要性に

ついて、ずっと私は唱えてきました。もちろん、

全国知事会などの地方 6団体、自治体関係者の

皆さんも唱えてきました。 

ところが、今回の一連のコロナにまつわる国

と自治体との関係をみてみると、せっかくの地

方分権改革の成果が吹っ飛んでしまっている

のです。国は地方分権改革というものを本音で

は好ましいと思っていませんが、肝心の自治体

の皆さんも、せっかくの地方分権改革の成果を

自ら台なしにして、忘れてしまっているのでは

ないか。これも、今回この本を書いて、世の中

に問いたいと思った一つのきっかけです。 

さらには、教育委員会改革というのを第 1次

安倍政権以来、やりました。教育委員会の自主

性とか主体性とか、そういうことを持ってもら

うためにという触れ込みでやったのですけれ

ども、今回のコロナ禍で、教育委員会は惨たん

たるものでした、私に言わせますと大切な役割

をほとんどといっていいほど果たしていない。 

もちろん、学校を維持するとか、教員の人事

をやるとか、そういう日常のことはやっていま

す。だけど、今回、コロナに直面して、教育委

員会が最も大切にしなければいけない理念と

か価値とか、そういうものをすっぽり忘れてし

まっている。これも後でお話をします。 

さらに、地方議会はこれからの地方の時代に

おいて中心的役割を担う存在だと、私はずっと

言ってきました。そう思っています、理念的に

は。だけど、今回のコロナの中では、地方議会

は、ほとんど全く役立たず、と言ったら言い過

ぎで失礼になるかもしれませんけれども、後で

お話ししますように、自ら自分たちは不要不急

の機関だという、何かそういう自覚とか自己認

識を持っているのか、と思わざるを得ないよう

な振る舞いがあちこちの地方議会でみられま

した。 

これも、ぜひ地方議会の皆さんには自覚して

もらいたい。こういうことであってはいけない

ということを自覚してもらわなければいけな

い。マスコミの皆さんも含めて、周りがそうい

う目でこれから地方議会というものをみてい

かなければいけないという思いが強いもので

すから、この本でも、一つの章を立てて、地方

議会の在り方を論じているような次第です。 

というようなことでお話を申しあげます。お

配りしている参照条文はちょっと分かりにく

いかもしれませんけれども、大切な条文ですの

で、それも時折みていただきながら、話をお聞

きいただければと思います。 

最初に、「『法律に基づく行政』への懐疑」と

書いています。さっき言いましたように、日本

は法治国家であり、法律には従わなければいけ

ない。国民は、道路交通法で人は右、車は左と

規定されているので、文句があってもそれに従

わなければいけないわけですね。 

同じように、権力の側も、国や自治体、内閣

総理大臣であっても知事であっても、法律には

従わなければいけないわけです。自分たちは法

の埒外（らちがい）であって、治外法権の高み

にいて国民にああせい、こうせい、などという

ことはできない。これが法治国家の原則です。

行政を司る権力にある人たちも法律に基づい

た振る舞いをしなければいけないわけです。 

そういう面でみたときに、今回、とても重大

な誤りがあった。それを誰も正さない。私は正

したのですけれども、ほとんど多勢に無勢で非

力でした。その話をします。 

いま 2回目の緊急事態宣言が出ています。こ

れをいつ解除するかというのが一つの問題点

になっています。この緊急事態宣言が始まる前

から、実は飲食店の営業の時短というのをやっ

ていましたね。緊急事態宣言が出て何が変わっ

たかというと、実はあまり変わっていないので

す。 

緊急事態宣言前に平気で私権制限 

例えば東京だったら、緊急事態宣言が出る前

からすでにもう営業時間は午後 10 時までとし

ていたわけです。大阪は午後 8時までとやって

いたのです。東京都の小池百合子知事など 1都
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3 県の知事さんが緊急事態宣言を出してくれ

と言って、西村康稔大臣とかに要請しましたね。

要請したときに、西村さんが何と言ったかとい

うと、「緊急事態宣言を出す前にやるべきこと

をやっていないじゃないか」という話をされて

いました。それは何かというと、「本来、都や

県がやるべきこととして、午後 8時までの時短

にしてくれと政府は要請している。専門家会議

の皆さんもそう言っている。なぜしないのか。

緊急事態宣言を出してくれというなら、そうい

うことは先にやっておくべきじゃないか」とい

う意味です。これって一体何だろうかというこ

とを考えてみる必要があるわけです。 

昨年 3 月、「新型インフルエンザ等対策特別

措置法」を今回の新型コロナウイルス対策に使

うための改正が国会でされたわけです。そのと

きマスコミの皆さんがどう伝えたかというと、

緊急事態宣言を出すと私権の制限につながる

のでよほど慎重でなければいけない。改正法の

附則にもその旨が書いてあります。緊急事態宣

言というのは、時短も含めて営業を停止すると

か、施設の使用を停止してもらうとか、外出自

粛を要請するとか、人々の行動の自由を制限す

る、営業の自由を制限する内容を含むので、よ

ほど慎重でなければいけませんよ、ということ

でしたね。 

ところが、蓋を開けてみると、緊急事態宣言

が出ていないときに、平気で私権の制限をして

いるわけです。もちろん罰則はないけれども。

これって一体何なんだろうか。 

第１波のときもそうでした。最初はみんな慌

てますよね。こんなパンデミックというのは、

100 年前のスペイン風邪以来かもしれません。

もちろんその後 2009 年に新型インフルエンザ

というのが流行しましたけれども、いまとはち

ょっと規模が違います。また、外国では SARS

（重症急性呼吸器症候群）、MERS（中東呼吸器

症候群）がありましたけれども、日本には幸い

上陸してきませんでした。だから、日本で言い

ますと、こういうパンデミックに襲われたとい

うのはスペイン風邪以来かもしれません。だか

ら、慌てたということでしょう。備えが足りな

かったのではないかという批判はもちろんで

きますが、政治とか行政だけではなくて、世の

中全体にもそれまでは弛緩した雰囲気はあり

ましたよね。だから、そこをあまり強く言うこ

とはないと私は思います。だから、慌てても仕

方ないです。 

だから、実は緊急事態宣言が出る前から一斉

休校要請とか、北海道知事による外出自粛要請

とかもされていました。実はこれらは法的根拠

が何もないわけですが、まあ、これは緊急避難

といいますか、慌てて仕方なくやったというこ

とかなと私は思っています。 

だけど、法律ができて、法律を適用するとい

うことになって、緊急事態宣言を出す。それで、

緊急事態宣言を出して、第 1波のときには、ロ

ックダウンではないけれども、かなり大がかり

に、最終的には全国一斉にほとんどの施設を停

止してしまう、図書館まで閉館にしてしまう、

そういうことをやったわけです。 

その後、5月になってから解除しました。で

すけど、解除した後も、営業自粛の要請とか、

イベントの延期とか、そういうことをずっとや

っていたのです。これはまさに、緊急事態宣言

がなくても私権の制限を平気でやっているわ

けです。そのことを国会も問題にしなければ、

都道府県も国と一緒になってやるし、マスコミ

の皆さんもそれに対して異議を唱えなかった

ですね。それがずっと秋まで続いて、年を越え

て、今回また緊急事態宣言が出たわけですけれ

ども、何のことはない、ずうっと年がら年中実

は私権の制限をやってきたのです。全国全てで

はないですけれども、大都市中心に。 

大阪に至っては、緊急事態宣言の対象になり

ましたね、今回も追加で。何も変わっていない

のです、実は。午後 8時までの時短の要請をし

て、緊急事態宣言が出てからも午後 8時までの

時短要請ですから。緊急事態宣言って何なんだ

ろうかということです。 

特措法 24条 9項の誤った解釈 

何でこんなことになったか。実は私、春先と

いうか、5月の頃からずうっと政府の法律の解

釈と適用の間違いについて申しあげているの
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ですけれども、政府は、「緊急事態宣言が出な

くても、特措法によって時短の要請も含めて、

営業自粛の要請ができるんだ」「法的根拠があ

るんだ」ということをずっと言ってきました。

それを都道府県も真に受けて、都道府県も緊急

事態宣言が出ていないのに、時短の要請とか営

業自粛の要請とか、イベントの中止の要請とか、

外出自粛の要請なんかをずっとしてきたので

す。 

資料 1ページにある「新型インフルエンザ等

対策特別措置法」、これが今回ずっと適用され

てきて、このたび 2 月中旬に改正されました。

これは改正前の法律ですけれども、ここで取り

上げる条文は改正されていませんから、改正後

も同じ内容です。 

政府は、同法 24 条 9 項を持ち出して、これ

をもって、緊急事態宣言発出の有無に関わらず

営業自粛の要請とかイベントの中止とか、外出

自粛の要請がかけられるのだとずっと説明し

てきています。「基本的対処方針」にもそう書

いてきました。 

24 条 9 項とは何だろうかというと、ページ

の一番下ですが、「都道府県対策本部長は――

これは知事のことです、知事は――当該都道府

県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を

的確かつ迅速に実施するため必要があると認

めるときは、公私の団体又は個人に対し、その

区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施

に関し、必要な協力の要請をすることができ

る」、こういう条文なのです。これでもって、

いつでも、誰にでも営業自粛の要請ができると

いう解釈を政府はしてきたわけです。「公私の

団体又は個人」、言うなれば新宿・歌舞伎町の

ホストクラブにも、この条文を根拠に営業自粛

の要請をしてきたのです。 

ちょっとみただけで分かるのですけれども、

ホストクラフは「公私の団体」ですか。個人経

営のホストクラブがあるかどうか分かりませ

んけれども、法人の経営が多いはずです。何で

こんなものでホストクラブやカラオケバーと

か、飲食店とかパチンコ屋とかに要請できるの

ですか。まずこれをみただけで分かりますよね。 

「公私の団体」というのは、一般には商工会

議所とか、全国知事会とか、それから弁護士会

とか、日本記者クラブもそうかもしれませんけ

れども、こういうのが公私の団体ですね。個人

というのは、何の誰兵衛さんです。片山善博さ

んとか、安倍晋三さんとか。こんなもので、都

民全部に自粛の要請なんて、とんでもない話で

す。個人というのは、都民全部ではなくて、何

の誰兵衛さんという固有名詞です。これをパッ

とみただけで、変だなと思わなければいけない

のですけれども、全体をみると、もっと変なの

です。 

24 条というのは何の規定かというと、これ

は都道府県対策本部長、つまり知事の権限が書

いてあり、これは緊急事態宣言が出る前の平時

のときの話です。平時における知事の権限がズ

ラッと書いてあるのです。何が書いてあるかと

いうと、24 条 1 項というのは、知事は、自分

の都道府県の区域の中の国の出先機関とか、関

係指定公共機関及び指定地方公共機関――定

義が前のほうにあるのですが、要するにこれは

国の地方機関です――それについて総合調整

ができますよということが書いてあるのです。

1項は、要するに、国の機関といろいろ協力関

係を結ばなければいけないので、知事が総合調

整をする権限がありますよと書いてあるわけ

です。だから、国と県との関係です。 

2項は、今度は逆に、国の機関は、都道府県

知事に対して意見が言えますよ、要するに、国

の機関などが都道府県に総合調整に関して意

見が言えますよという規定です。 

3 項は、知事が国の機関の職員を名指しで、

「うちに派遣してください」と、例えば厚生労

働省の地方機関の医務局、そこの感染症に詳し

い何の誰兵衛さんをうちに派遣してもらえま

せんか、都道府県対策本部には専門家もいない

ので、派遣してください、そういうお願いがで

きますよという規定なのです。 

4項は、都道府県対策本部長（知事）は政府

対策本部長（内閣総理大臣）に対して、総合調

整をしてくださいと、つまり、知事が国に総合

調整してくださいとお願いができるという規

定なのです。内閣総理大臣の総合調整の規定は、
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別途、前のほうにあります。 

5項は、国に対して情報の提供を求めること

ができるという規定です。 

6項は、国の出先機関などに情報とか資料の

提供を求めることができるという規定です。 

7項は、知事は、警察と教育委員会に対して、

協力の要請とか、こんなことをしてくださいと

いう要請ができますよ、という規定です。 

8項は、県知事は、国の出先機関に対して必

要な要請をすることができるという規定です。 

いままでみてきて分かるように、国と県との

関係、それから県と警察の関係、県と教育委員

会の関係、それぞれお互いに、人を寄こしてく

れとか、情報を提供してくれとか、総合調整を

してくれとか、協力してくれとかというやり取

りなのです。それをちゃんとできるようにしま

しょうねという規定なのです。 

最後に出てくるのが 24 条 9 項で、上記以外

の関係する公私の団体とか個人に対しても、知

事は協力の要請ができますよという規定です。

要するに都道府県の対策本部を充実強化する

段階で、国とか教育委員会とか警察以外に頼ま

なければいけないところは当然あります。それ

が「公私の団体」、たとえば都道府県医師会と

か看護協会とか病院協会などです。そういうと

ころに対して、ちゃんとベッドを確保しておい

てねとか、今回のことで言えば、ワクチンの問

題があるから医師会に協力をお願いしますね、

ということをあらかじめ要請することができ

ますよとの規定です。 

「個人」というのは何かというと、地元の国

立大学の感染症専門家の A教授、どうか、うち

の対策本部に入って協力してください、そうい

うことが言えますよという規定なのです。 

条文を全部読むと、おのずとそういうことが

理解できるのですけれども、何を勘違いしたの

か、政府は、この規定で、いつでも、誰にでも、

営業の停止の要請ができる、外出自粛の要請が

できる、そういうとんでもない解釈をしてしま

ったのです。それを基本的対処方針なるものに

書いて、都道府県に示したのです。 

まず、24 条 9 項に関して、パチンコ屋とは

書いていませんけれども、事業者に対して、営

業の停止要請をする、それで言うことを聞かな

かったら…そういう作文を示しているのです。 

解釈ミスに気付いたが公に認めず 

私は最初からこれが気になったものですか

ら、直ちに「あなたたちは解釈を間違えていま

すよ」と人を介したりしてその旨を伝えました。

最初はグジグジ言っていましたけど、途中から

抵抗しなくなりました。反論しなくなりました。

誤りに気がついたのですね。それをみていると、

おそらく悪気や他意などなく解釈を誤ったの

だと思います。悪気はなかったのですけれども、

はっきり言って、単に法律解釈能力が非常に劣

っていたと思います。まあ、とっさのことだか

らしようがなかったという面もあるかもしれ

ませんけれどもね。 

ただ彼らも明らかに途中で（誤りに）気がつ

きました。というのは、初夏の頃でしょうか、

「片山先生、ちょっとそれは言わないでくださ

い。これで走ってしまっていますから。いまさ

ら言われても困るんです」みたいなことを間接

的に言いに来た人もいます。ですけれども、私

権の制限にわたることだから、「一旦走り出し

たんだから、このままやらせてください」なん

ていうのは、本当に怠けていると私は思います。

だって、緊急事態宣言を出したら、私権の制限

に及ぶから、国民の代表である国会に報告をし

なさいという規定にわざわざしてあるのです。 

ところが、国会に報告もしない。緊急事態宣

言も出さない。だけど、事実上、私権の制限が

ずっと広く行われている。こんなことがあって

いいはずがないじゃないですか。それを指摘し

たら、「いや、もう黙っておいてください。い

まさら言われても困るんです」みたいな、この

ことに私はあきれるほどの道徳的退廃を覚え

ました。 

その後始末をどうするのかみていたのです

けれども、今回の法律改正の中で、さりげなく、

つじつま合わせをしたんだろうなということ

がうかがえます。 

というのは、資料を出していませんけれども、
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今回、新しく特措法の中で、緊急事態宣言が出

る前に「まん延防止等重点措置」というのを設

けたのです。これは緊急事態宣言を出さない状

態でも、政府が何かお墨つきを出せば、都道府

県知事が営業の時短とか、そういうことを出せ

ますよという規定です。 

おやおや、それって、緊急事態宣言がなくた

って、できるって言ってたじゃないか。誰にで

も、どこにでも、いつでも時短の要請ができる、

営業自粛の要請ができると今まで言い張って

いたのに、何でわざわざ「まん延防止等重点措

置」なんていうのを書いたんですか。それは彼

らなりに、「やっぱりまずいな。いままでの 24

条 9項で営業自粛の要請をかけ続けるのは、も

し裁判になったらもたないな」ということを分

かったのですね。それで、新たにいままでの間

違いを糊塗（こと）するように「まん延防止等

重点措置」というのを設けたのでしょう。 

「基本的対処方針」をどう変えたのか、興味

があったのでみてみましたら、面白いです。以

前は、「24条 9項で営業の自粛要請をしなさい、

これでできます」と書いていましたけれども、

いまのバージョンアップというか、バージョン

ダウンというか、改訂版には、それは書かない

で何を書いているかというと、「いままで 24条

9 項でやってきた時短の要請は当分続けてい

い」、そういう表現になっています。違法だか

らやめろとは言いにくいのでしょうね。だから、

24 条 9 項は新たには使わないけれども、いま

までやってきた措置は当面は続けていい、そう

いうことで、彼らなりに自分たちの無謬（むび

ょう）性、間違っていないということを立証す

るために苦心惨たんしているんだなと思いま

した。健気さは分かりますが、やっぱり誤った

ら、「過ちて改むるにはばかることなかれ」で

すから、早く是正すべきだった。 

しかも、そのことを、田村さん（田村憲久厚

労相）なんかに私、早めに指摘したんですね。

だから、5月には分かっていたはずです。それ

から今日まで、法律改正をする時間的余裕はい

くらでもあったはずなのに、何もしないで、お

そらくこのまま第 3 波も来ないで収まってく

れたら、もうそれでいいやと思っていたのかも

しれません。けれども、第 3波がこんなことに

なったので、とうとう法律改正しなければいけ

なくなったということだと思いますが、私は、

政府はあまりにもお粗末だし、不誠実だと思っ

ています。 

マスコミもミス指摘せず「大本営報道」 

ところで、マスコミの皆さんも、この 24 条

9項については、大新聞をはじめとして、みん

な政府の言うとおりを書いていました。「大本

営発表」をそのまま紙面に書いていました。24

条 9 項で営業の自粛の要請ができるんだとい

うことを堂々と書いていました。 

大新聞にも私は直接、知り合いを通じて、お

かしいんじゃないかという話を申しあげたら、

だんだんそれが分かってきたんですけれども、

はっきり言いますが、大新聞社も官僚機構と同

じで、非をあっさり認めようとはしない、そう

いう傾向がみられました。大きな組織になると

やっぱり同じなんですね、そういう傾向がみら

れました。とっても残念なことです。 

どうすればよかったかというと、やはり政府

が言ったことはちゃんとチェックするという

姿勢が必要だったと私は思います。どういうチ

ェックかというと、条文に当たればいいことな

のです。おそらく誰も条文に当たっていないの

です。記者さんも編集も。だから、そのまま政

府の言った基本的対処方針の仕組み、すなわち

24 条 9 項でやれというのは、そのまま紙面に

載るわけです。 

国会議員も同じです。私は与野党の人に話を

したのですが、「えっ、こういう条文だったん

ですか」なんて驚いていました。「これを知っ

ていたら、24 条 9 項なんか使えないのにね」

とも言っていました。国会議員が作った法律な

んだから、ちゃんと法律ぐらい読んだらどうか

と、本当に腹立たしい思いがしました。 

都道府県も読んでいないのです。都道府県に

はちゃんと文書課とか法務室とかあるのです。

ですから、政府から来た文書を、例えば 24 条

9項で要請をかけろというのがあったら、県民

に対してこういう私権の制限ができるのかな
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というのをちょっとチェックすればいい話で

す。それができていないのです。都道府県もチ

ェックする能力がない。 

この『知事の真贋』を私が出した後、ある県

の知事さん、しっかりした知事さんですが、こ

の本を読んでいただいて、私にメールをくれま

した。「片山先生、気がつきませんでした。私

も自分では変だなと思っていた。緊急事態宣言

も出ないのに要請ができるなんて変だなと思

っていたけど、国がそう言うし、うちの県の職

員も『できるんです』と言うから、そんなもの

かなと思って、今日まで県民に要請をかけてき

ました。お恥ずかしい話です」ということを率

直にメールで知らせてくれました。こうした知

事さんもおられます。 

都道府県の法制執務能力、チェック能力は、

立派な組織を設けていても、今回はほとんど何

も機能していない。国から言われたら、自ら考

えようとしないし、思考停止なんだな。とって

も残念に思いました。 

パチンコ店名公表も法律の誤解釈 

パチンコ店の公表というのがありましたで

しょう。吉村洋文大阪府知事がやりましたよね。

営業停止の要請をしても、全然言うことを聞い

てくれないから名前を公表しましたよね。これ

は一体何なんだろうかということなのですが、

これもマスコミの皆さんも全く疑問を呈さな

くて、むしろ吉村大阪府知事の公表を英断のよ

うに伝えていました。自粛警察はいけない、と

言いながら、店の前にテレビカメラを持ち込ん

で、そのパチンコ店の様子を撮影して報道して

いましたよね。かえって大勢客が来たとか、中

にはヘリコプターで上から撮って報道してい

るテレビ会社もあった。 

これも、実は法律の誤った解釈なのです。こ

れも『知事の真贋』に書きましたが、資料の 2

ページをみていただくと、政府がこれで公表し

なさいという指針を示しています。都道府県も

それに従ったのですが、根拠は、特措法 45 条

4 項です。「都道府県知事は、第 2 項の規定に

よる要請――これは緊急事態宣言が出たとき

の営業停止の要請などの規定です――又は前

項の規定による指示――これは要請しても言

うことを聞いてくれないときは指示、要請から

指示と、ちょっと一段階上のメッセージに変わ

るわけです――をしたときは、遅滞なく、その

旨を公表しなければならない」というのが規定

なのです。 

この規定で、「よーし、店名を公表してやろ

う」となった。このたびの緊急事態宣言のとき

も、飲食店で午後 8時以降もやっているところ

は、この規定を使って公表したらいいと。だけ

ど、実際できるかどうか。店はごまんとあるか

ら、現実にはできないんじゃないかとか、そう

いう議論になっていましたね。でも、本当にこ

れは、つるし上げというか、みせしめというか、

そのための公表の根拠規定なのでしょうか。実

はそれが違うのです。 

みせしめのための公表の仕組みは、世の中に

ないわけではありません。法制上あります。そ

の一例は、国土利用計画法です。この法律には、

土地取引をしたときに届け出る規定がありま

す。地価が高騰したときがありましたね。投機

的取引によって地価が高騰する、それは抑えな

ければいけない。そうしないと実需の土地取引

に支障が出る。届け出られたものを都道府県が

チェックして、これは土地投機ではないかとい

う時には、「ちょっと待て」とか、「価格をもう

ちょっと下げたらどうか」とか、そういう勧告

ができる規定があるのです。その勧告をしても

勧告に従わないというときにどうするかとい

うのが同法 26条なわけです。「勧告を受けた者

がその勧告に従わないときは、その旨及びその

勧告の内容を公表することができる」、これが

みせしめというか、その類いの公表するときの

標準的な規定のパターンです。 

ここにはいくつかポイントがあります。勧告

があって、その勧告に従わないときは公表でき

る。公表するかどうかは知事の裁量なのです。

勧告の内容までも公表する。 

今回問題になっている、特措法上のパチンコ

屋の公表とは何だったんだろうかということ

ですけど、この規定は、書きぶりが全然違うわ

けです、みていただくと分かるように。知事は、

「要請又は指示をしたときは、遅滞なく、その
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旨を公表しなければならない」という規定なの

です。知事ができる、できないではないのです。

知事が公表できるんだということを政府は言

うし、マスコミもそう書いてしまったのですが、

違うのです、これは。知事は公表しなければい

けないのです。 

何でこの規定があるかというと、またこれも

特措法全体を読むと分かるのですけれども、非

常に謙抑的な法律です。私権の制限に対しては

謙抑的です。必要最小限でなければいけないと

いうことを書いています。そうすると、知事が

した要請、すなわち営業停止の要請とか、要請

を聞いてもらえないときの指示になったとき、

その指示が必要最小限か、のりを越えていない

か、度を越していないかをチェックしなければ

いけないわけです。そのチェックするための規

定なのです。だから、（知事に）情報公開を迫

っている規定なのです。 

例え話をすると、知事の中に、トランプさん

みたいな知事がいたとしますね。トランプ知事

が、バイデン飲食店に対して、「おまえのとこ

ろ、特措法に基づいて営業停止だ」という可能

性がありますね。そんなことがあってはいけな

いので、それは度を越していませんか、本当に

感染症の抑制をするために必要最小限の私権

の制限ですか、ということをみんながチェック

できるようにするために、（知事に）直ちに公

表させるという意味もあるのです。だから、知

事が情報公開の義務を負っている規定なので

す。 

ところが、これを逆手にとって、こともあろ

うにこれをみせしめに使うということを国が

考えた。多分悪気はなかったと思うのですが、

悪気はないので余計始末が悪いのです。こうい

う規定をみたときに、本当の意味を悟らないで、

「よし、これは俺たちがやりたいことをやる、

言うことを聞かせるための手段に使える」と、

直ちにそういうふうに理解してしまう、このほ

うが実はよほど怖いのです。 

作為的にこれを使ってちょっと懲らしめて

やろうかというのはとても悪いことです。それ

はいけないことだということはやる側も分か

っています。しかし、今回の例をみてみると、

全然そういう悪気はないのですね。当たり前の

こととして、こういう規定をみたら、「これは

自分たちの権力行使の手段で使える」というふ

うにすぐに思ってしまう、この思考パターンと

いうのは、実はとっても怖いのです。 

ここでもマスコミの皆さんは「大本営発表」

をそのまま真に受けました。だから、公表した

ときに、「公表したらかえって人が集まるんじ

ゃないか」とラサール石井さんが言った、あの

類いの懸念は新聞も示していました。しかし、

これは法律の趣旨と違うのではないですか、と

いうような疑念を示したマスコミは、私の知る

限りではなかったですね。やっぱり思考が麻痺

していると思います。 

陽性者の公表は自治体の情報公開の問題 

あと、陽性者の情報公開が全国各地でもめま

した。陽性の人はどこの人ですか、性別は、年

齢は、それから持病がありましたか、こういう

ことの公表の是非が全国の都道府県の記者ク

ラブでトラブルになっていました。私のところ

にも、地方におられる記者の皆さんからたびた

び質問が飛び込んできました。これをみていま

して、これも「法律に基づく行政」の観点から、

ちゃんと整理しなければいけないなと思った

のです。 

というのは、マスコミの皆さん、記者の皆さ

んから聞くと、何で知事は公表しないのかとか、

保健所の担当者はけしからんとか、そういう迫

り方が多かったです。公表すると、何々県は英

断だとか、そういう評価を下すところもありま

した。ですけれども、これは実は簡単な話なの

です。これは都道府県の情報公開の話なのです。 

都道府県が持っている情報、すなわち陽性患

者の属性などの情報をどこまで公表するか、し

ないのかというのは、情報公開の案件なのです。

となれば、その都道府県の情報公開条例に照ら

して、どこまで公開すべきかどうかを判断すれ

ばいい話です。 

今回のケースですと、情報公開条例以外に個

人情報保護条例というのが別途あって、別の観

点から、特定の目的で集めた情報を他に流用し
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てはいけない、そういう規定がありますから、

それへの配慮もありますけれども、基本的には

情報公開条例で、これは開示すべきか、開示し

なくていいか、そういう判断をする、これが「法

律に基づく行政」の実行のあり方なのです。そ

れで議論すればいい話なのです。 

マスコミの皆さんも、記者の皆さんも、県の

情報公開条例何条何項の規定で公開すべきで

はないか、不開示の情報に当たらないのではな

いかと迫れば、それで初めて「法律に基づく行

政」の土俵の上で議論ができるわけです。それ

を英断だとか、隠蔽（いんぺい）体質だとか、

そういう観点からの議論に終始していたよう

です。 

もちろん、今回のようなことを念頭に置かな

い情報公開条例になっていますから、解釈の幅

はあると思います。だから、その辺で疑義はあ

ったと思います。ならば、もう第 1波のときか

らこの問題は起こっているのだから、情報公開

条例をリファインすればいいのです、この間、

何カ月もあったのだから。うちの情報公開条例

では、ちょっと判断がつきにくいな、現場の保

健所の職員が戸惑うだろうな、それだったら、

ここをちょっと新型コロナウイルス対策用に

情報公開条例の規定をより精緻にしよう、とい

うことで都道府県議会に議案を出して議論し

て決めればいい話なのです。それを一切してい

ないわけです。それで、いつまでたっても、情

報を出せ、出さないで、しかも職員任せにして

いるところが多かったのです。 

現場の職員は気の毒ですよね。出したら出し

たで患者の家族から文句を当然言われますし、

出さなかったら出さなかったでマスコミの皆

さんから責めたてられる。板挟みになるわけで

す。そんなのはちゃんと上が引き取って、英断

ではなく、条例に基づいて解決してあげる。こ

ういうことをやるのが本当のリーダーの務め

なのです。それができていない。 

何回も言いますが、マスコミの皆さんもそう

いう迫り方をしていないわけです。あたかもト

ップとか現場の職員の感性とか資質とか、誠実

さの観点からこの問題を捉えて、「何とか県の

職員はこんな態度なんですけれども、片山先生、

どう思いますか」みたいな、そういう感情的な

問い合わせがとても多かったです。だから、「情

報公開条例はどうなっているんですか、おたく

の県は」と聞いて、「えっ、そういう問題なん

ですか」と首を傾げられることが多かったです。

これが気になったところであります。 

意義深かった「関与の法定主義」 

二つ目は「コロナと地方自治・地方分権改革」

です。私がとても残念に思ったことからお話し

ます。2000 年に地方分権改革一括法が施行さ

れました。当時、私は鳥取県の知事をやってい

ましたが、これで随分変わったなと思いました。

それまでも長年地方自治に携わっていました

けれども、この地方分権改革一括法により、国

と自治体との関係がかなり整理されました。 

何が整理されたかというと、機関委任事務が

廃止されたというのがあります。それ以外に

「関与の法定主義」というのが確立したのです。 

国が自治体に関与する、ああせい、こうせい、

ああするな、こうするな、許可してやる、許可

しない、認可する、承認してやるとか、地方債

の同意とか、そういうのを全部「関与」と言う

のですが、この関与は、法律またはこれに基づ

く政令に根拠がないといけませんよ、というこ

とが決まったのです。これが「関与の法定主義」

です。 

それまでは、法律に根拠がないけれども、通

達がバンバン来ていました。通達によって縛ら

れていました。事実上、国と自治体とは上下の

関係にあって、したがって、上から下に対して

は、通達という、法令に基づかない一片の通知

でもってコントロールする、それが確立してい

たというか、そういう関係にあったのです。そ

れが整理されて、通達行政は廃止となりました。

国が自治体に対して言うことを聞かせようと

思ったら、法律に根拠が要りますよ、というこ

とになったのです。これはとても大きな前進だ

と思って、この成果は大切にしなければいけな

いと思いました。 

でも、その後も、国はあまりそういう意識は

ないですから、平気で通達を出してきました。
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例えば、職員の数を 5％減らせとか、これはち

ょうど私が知事をやっているときに出てきま

した。職員 5％削減計画をつくって持ってこい

というものが来ました。けれども、「それは法

律のどこに根拠があるんですか」と問い合わせ

ただけで、国の方は、「いや、これは助言です」

ということを認めざるを得ないような状況に

なるわけです。「助言ですね。助言なら、任意

で、自主的にその通りにしてもいいし、しなく

てもいいし、それはこちらの判断ですよね。鳥

取県では、もうすでに職員の定員管理というの

はきっちりやっているから、いまさら 5％減ら

すという筋合いでもないので、せっかくそうい

う助言をもらったけれど、鳥取県ではそれは聞

き置くだけにします。あしからず」。これで終

わるわけです。こういうのが分権改革の「関与

の法定主義」の成果なのです。 

地方分権改革の成果が台なしに 

今回みてみますと、その成果が本当に台なし

になっているのです。その一つは、PCR検査で

す。いまはいいのですけれども、最初のころ、

PCR検査の対象をすごく絞っていましたね。対

象は、「37.5℃の発熱が 4 日以上」続く人でし

た。ほかにも中国から帰国した人とか、ありま

したけれども、一番典型的なのは「37.5℃、4

日以上」、これでないと検査の対象にならない

ということでした。 

「私、咳（せき）が出て苦しいんです」と言

って、町のクリニック、かかりつけ医院に行き、

かかりつけ医師が「これはちょっとコロナが疑

われますね」と言って保健所につないでくれる。

すると、保健所が「熱は何度ありますか」と質

問し、「38℃です」と答えると、「何日前からで

すか」「3日前からです」「じゃ、駄目です。4日

たってから来てください」というような、笑う

に笑えないことが全国で頻々と起きたのです。 

何でそんなことをするんですか。疑わしいケ

ースならすぐに検査して、早く見つけて隔離す

るなりした方がいいでしょうと誰だって思い

ます。しかし、全国の保健所は、「37.5℃の発

熱 4日以上」を金科玉条のように守っていたわ

けです。何で守っていたのかというと、厚労省

の通知があったからです。通知にそう書いてあ

ったのです。 

通知は助言です。法律に根拠のない助言です

から、仮にそういうことを金科玉条にする県が

あっても、まあ、それはしようがないかなと思

いますけれども、全国ほとんど全ての県がそれ

に従って、せっかくクリニックが検査したほう

がいいのにと話を持ってきても、拒否していた。 

ほとんど全ての県といいましたが、その通知

は脇において独自の方針で検査をしたのが和

歌山県でした。私は知事が立派だと思います。

和歌山県の仁坂吉伸知事は、「こんなことでは

いけない。早めに見つけて、早めに対応しなけ

ればいけない」ということで、当初から可能性

のある人はみんな検査する、しらみ潰しに検査

する方針をとっていました。だから、早めにク

ラスターも抑えて、今日に至っています。そう

いう県もありました。だけど、それはごく例外

です。私の知る限りでは、47都道府県のうちの

一つにしかすぎませんでした。あとはみんなも

う金科玉条……要するに、「関与の法定主義」

が確立する 2000 年の改革の前に戻ってしまい、

先祖返りしてしまって、国の通知には必ず従わ

なければいけないという意識になってしまっ

ていました。 

これと同じような例として、小池都知事が第

1波のとき、最初、緊急事態宣言が出て、どう

いう制限をかけるかというときに、西村大臣と

3日間やり合ったという話がありましたね。そ

れは飲食店を含めるかどうかとか、美容院とか

理容院、散髪屋を含めるかどうかとか、そうい

うのをやり合ったというわけです。そのときに、

結果的には都が折れて国に従ったのですけれ

ども、そのときに小池さんが、「私は社長だと

思ったら、天の声があって、中間管理職だった

わ」という迷言を吐きました。「メイゲン」と

いうのは迷うという意味で私は使っています

けど、これが典型的なのです。象徴的なのです。 

本当は、「社長」なんですけれども、自ら「中

間管理職」になってしまう。それは、例の「基

本的対処方針」という、これも法律に淵源はあ

りますけれども、政令ではなく単なる作文にす

ぎません。その作文に、知事がいろんな要請を
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発するときは国と協議しなさいと書いてある

のです。この協議は法的には根拠がないので、

単なる助言ということになります。助言なので、

協議してもいいし、しなくてもいいのです。そ

れは自治体が判断すればいいのです。だけど、

小池さんは協議しなければいけないと思って

しまったのですね。これは小池さんだけではな

くて、おそらく全ての知事さんもそう思ったの

でしょう。これなども、通達行政がそのまま生

きているわけです。「関与の法定主義」以前、

2000 年の改革以前の状態に先祖返りしてしま

っている。とっても残念です。 

地方財政法 10条で「おねだり」不要に 

休業要請に伴って協力金を出すとか補償金

を出すとか、これもずっともめていて、いまだ

に決着がついていませんよね。事実上は、国が

そのときそのときでお金を予算から工面して、

地方創生臨時交付金というものに予算を出し

て、配って、その中で都道府県が協力金などに

充てている。これが現状です。国からある程度

お金をもらっているから、文句はないかもしれ

ませんが、これも毎回おねだりするわけです。

おねだりして初めて出てくるのです。「増やし

てください」と知事会が要請して、「それでは」

と国が 1兆円増やす。もし国が増やさなかった

らどうするんですかね。貧乏な県は何もできな

いですよね。 

これなども、実は法律でルールを決めていま

す。先ほどの資料 2枚目の国土利用計画法の下

に地方財政法の条文を抜粋しています。このな

かの地方財政法 10 条が、国と自治体と両方に

利害の関係のある事務に関するものです。自治

体が行う事務は大きく挙げて三つに分かれて

おり、専ら国のみに利害がある事務、例えば国

政選挙を自治体選挙管理委員会がやるという

のは、国の事務をやるわけです。それから、自

治体のみに関わる事務ももちろんあります。そ

れから多いのがその中間で、国にも利害がある

し自治体にも利害がある事務です。これについ

て書かれているのが 10条です。 

例えば、義務教育教職員の給与です。公立小

中学校の管理は地方の仕事ですけれども、これ

は国の将来を担う子どもたちを育成するわけ

だから、国家にとっても重要な事務です。だか

ら、これは国と地方がお互い費用を出し合うと

いうのが基本原則です。それが「国が、その経

費の全部又は一部を負担する」とアンダーライ

ンを引いている部分の意味です。 

その第 5 号に「感染症の予防に要する経費」

と書いてあります。要するに、今回のようなこ

とを念頭に置いて、これは国が義務としてちゃ

んと経費を出さなければいけませんよという

規定なのです。 

その出し方ですけれども、11条に、「第 10条

から第 10 条の 3 までに規定する経費の種目、

算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべ

き割合は、法律又は政令で定めなければならな

い」と書いてあります。だから、あらかじめ国

と知事会とで議論すべきなのです。どこまでを

対象にするか。当然協力金などは対象範囲に入

ります。それをしなかったら感染拡大を抑えら

れないのだから。そうすると、その費用を国と

自治体がどうやって分けますかということに

なる。私の相場観で言うと、8 対 2、つまり 8

割国が出して、2割県が出すというのが大体相

場だと思います。これを法律または政令で決め

なさいよ、ということが地方財政法にちゃんと

書いてあるのです。 

だから、これにのっとって国と都道府県とで

話し合って決めれば、いつまでもぐじぐじ「も

っと出せ」「いやこれで十分だろう」などとい

ったやり取りをする必要はないのです。何で地

方財政法を援用しないのかと私などはやきも

きしていますけれども、いまだに援用しない。

それで毎回毎回おねだりして、「じゃ、今度

4,000億円あげましょう」とか言われて、それ

で決着をしている。らちが明かないのです。 

しかも、もらっている先、受け入れ先が地方

創生臨時交付金なのです。何を考えているのか

と思いますよ。このコロナ対策に全力を挙げな

ければいけないときに、地方創生のお金でやっ

ているわけです、協力金などは。 

地方創生というのは、どんどん人が来なさい、

インバウンド（訪日外国人）です、関係人口で
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す、交流人口ですとか、U ターンだ、I ターン

だと、そういうのをやる施策です。そのための

臨時交付金なのです。その中に、コロナ対策費

を紛れ込ませて、これで賄えと。最初の頃はそ

れでもいいですよ。去年の春 3月ごろは。しか

し、1年たとうとしているのに、まだこんな地

方創生臨時交付金なのですから、なっていない

ですよね。国もなっていないけれども、私は、

都道府県のほうも性根が入っていないと思い

ます。 

首相の「根拠なき休校要請」に教委が盲従 

一斉休校というのをやりました。時間があり

ませんので、簡潔に言います。安倍さんが要請

しましたけれども、安倍さんの一斉休校要請は

何の権限もありません。学校を閉じろというの

は、まさに私権の制限です、子どもたちの教育

を受ける権利を奪う行為ですから。それを時の

総理が発したわけです。当然、権限がないとい

けないのです。でも、何の権限もありません。 

当時、これも耳が痛いかもしれませんけれど

も、マスコミの皆さんも、「何の法的権限があ

るんですか」と問うた記事に私は接した覚えが

ありません。科学的根拠はあるのかということ

をしきりに書いている新聞は多かったです。国

会での議論の論調もそうでした。科学的根拠で

はなく、法的根拠を問うと言った議員はいなか

ったように思います。 

まず、私権の制限だから、法的根拠を問わな

ければいけないのです。時の総理大臣がいいか

げんに右向け右とか言ってもらっては困るの

です。それなりに影響力のある人ですから。だ

けど、結果的にみんな従ってしまったのですね。

それが問題なのです。 

一斉休校について、民間臨調（新型コロナ対

応・民間臨時調査会）、これは朝日新聞元主筆

の船橋洋一さんなどが中心になっておられる

団体ですけれども、この民間臨調の報告書を読

むと、「この一斉休校要請というのは場当たり

的で、教育現場を混乱させただけだ。疫学的に

はほとんど意味がなかった」と酷評されていま

す。でも、全国のほとんどで休校してしまった

のです。 

では、誰にこの責任があったのか。安倍さん

の要請は法的根拠がない。違法だと言うつもり

もないのですが、きわめて不見識ではありまし

た。まあ、法的根拠がないことを言うことはあ

りますから。本当に問題なのは、学校の管理者

です。管理者とは誰かというと、教育委員会で

す。教育委員会が休校を決めたのです。休校を

決める権限とか判断というのは教育委員会に

あるわけです。 

では、何で決めたのですか。コロナが地域に

まん延していて、子どもたちの生命を守るため

に必要だなという所も当然あったと思います。

それはかまいません。だけど、その当時、全く

地域に、あるいは、その県の中に感染者がいな

いゼロの状態であった県もバタバタと休校に

してしまったのです。休校にしなかったのは島

根県ぐらいです。島根県は当時、感染者ゼロで

した。鳥取県もゼロでしたけれども、鳥取県は

全部休校にしていました。何でそんなことをし

たのかなと私は不可解に思います。 

これが何を意味するかというと、教育委員会

が全くというか、ほとんど思考停止になってし

まったのです。総理に言われたら、そのまま右

向け右をしなければいけない、というふうに多

分勘違いしていたのでしょうね。 

私は教育委員会の会議録をいくつか読んで

みました。ネットで読めるところが多いですか

ら。どんな議論をして決めたのだろうと。ほと

んどのところは何も議論をしていないです。教

育長が独断的に、専決処分というのですが、勝

手に決めているところも少なくありません。 

本当にひどいと思うのは、ある政令指定都市、

これは中部の県庁所在都市の教育長さんが、休

校処分を決めた後の教育委員会議でされた事

後報告です。それが会議録に載っているのです。

それをみますと、あきれたのですが、その教育

長さんは、2 月 27 日に NHK のテレビのニュー

スで安倍総理が一斉休校要請をしたというこ

とを知った。これは大変だ、早く休校措置を決

めなければいけないというので、その場で決め

たというのです。自分だけで。専決処分で、で

す。「教育委員の皆さんには事後報告になって

申し訳ありませんが」といって報告しているん
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です。NHKでニュースをみたら、直ちに市の学

校を全部休校にする。何をこの人は考えている

のだろうと思いますよ。 

休校にするということは、子どもたちの教育

を受ける権利を奪う行為だから、とてつもない

行為なのです。だから、できるだけ、それはな

いほうがいいわけです。だったら、まず考える

べきは、うちの市は休校にする必要があるかど

うかですよね。地域に感染がまん延しているか

どうか、地域に感染がなかったら、する必要は

ないです。だから、そこを押さえなければいけ

ないですよね。 

地域にかなり感染が広がっているのなら、

「どうしますか」と教育委員会議で相談したら

いいのです。その際、重要なのは、専門的知見

を持った人を呼ぶか、あるいは聞きに行って、

「うちの市の学校は休校にするのが適当でし

ょうか、どうでしょうか」と、地元の大学の先

生にでも聞いてみたらいいですね。そのうえで、

感染予防のためには休校にしたほうがいいと

いうことになれば、休校にしたらいいのです。 

ただ、その際も考えることはいっぱいありま

す。教育を受ける権利を奪うわけですから、そ

のダメージを最小限にするにはどうすればい

いか。きょうここで私がお話ししているように、

リモートで授業ができるかな。できるなら、そ

れをやろう。それから分散登校はどうだろうか

とか、そういうことを学校現場とちゃんと相談

しなければいけないのです。リモートでやろう

といっても、学校の先生が「できません」とい

うことだってありますから。リモートというの

も結構大変ですから。 

それから、小学校 1年生の子どもさんを持っ

ている親御さんなども大変ですよね、お母さん

もお父さんも働いていれば、子どもの居場所が

ない可能性もある。そういうことも全部考慮し、

段取りを整えたうえで、「それじゃ、やむなく

休校にしましょうか」というのなら分かります

よ。でも、何にも考えないで、専門家の意見も

学校現場の実情も聞かないで、NHKのテレビで

みたら、はい、休校と。こんな人は、教育長な

んかやめたほうがいいと私は思います。失格だ

と思います。 

でも、全国の多くの教育委員会がこんな体た

らくでした。中には、多少、相対的な評価で言

えば、ここはちゃんとやっているなというとこ

ろも幾つかありましたけれども、それも例外的

でした。 

「不要不急の機関」と自認する地方議会 

最後になりますけれども、地方議会です。こ

れは私もさっき言いましたけれども、地方議会

というのは地方自治の最高意思決定機関なの

です。国会が国権の最高機関であると憲法に書

いています。地方自治法には書いていないです

が、地方自治法の条文をずっとつぶさにみると、

条例の制定権とか予算の決定権とか、重要なこ

とは全部議会で決めることになっていますか

ら、地方議会が地方自治体の最高決定機関です。

ここがちゃんとしてもらわなければいけない

ということです。長年それを言い続けてきたの

ですけれども、今回、地方議会はどうだったか。

ある地方議会は、「執行部が一生懸命コロナ対

策をやっているときに、自分たちが議会を開い

ていろいろ活動すると邪魔になるから、今回は

控えておこう」と開かなかったところもありま

す。 

それから、多くの自治体（の議会）では、質

問をやめようねとか、質問を制限しようね。要

するに、抑制して、活動を停止したり縮小した

りするところが多かった。これは何かというと、

こういう時代だから、不要不急の外出はやめま

しょうね、不要不急の活動はやめましょうねと

いうことが一般的になり、ステイホームがあり

ましたね。地方議会も不要不急の機関だという

ことなんですね。それを当事者たちが自覚して

いるということです。 

私は、議会は決して不要不急の機関だとは思

っていませんけれども、当事者たちが不要不急

の機関だと自分たちで思っていて、自分たちが

何かやったら邪魔をする、邪魔をしてはいけな

い、だから、今回はやめておこうと、いうわけ

です。コロナが収まったら、多少邪魔しても、

まあ遊んでもらえるだろうと、皮肉を言えばそ

ういうことですよね。こんな自覚しかない人た

ちがやっているのかなと思って、とても残念に
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思いました。 

本当はこういうときだからこそ活動するこ

とがいっぱいあるわけです。だって、世の中に

は困っている人がいっぱいいるわけです。10

万円が届かないとか、持続化給付金、これは国

の仕事ですけれども、対象は地域の人たちです。

他にもさまざまな課題を抱えている人がいる。

その人たちの声を拾い上げる。公聴機能です、

パブリックヒアリングです。公聴機能を議会と

して発揮して、それを執行部にきちんと伝える

とか、必要に応じて県や国に伝える。場合によ

っては立法措置を講じる、というのが立派な議

会活動なのです。 

それから、10万円の問題だったら、配り方は

自治体の問題ですから、自治体のどこにネック

があるのか、それを点検して、解明して、改善

に結びつけるとかというのも議会として大い

にやったらいいことなのです。そんなのは決し

て執行部に迷惑をかける話ではないですよね。 

もちろん三密を避けなければいけないとい

うのはありました。だから、それは工夫が必要

です。大きな体育館で、本当にまばらな状態で

やるとか、場合によっては、オンラインでやろ

うと、市民にはオンラインに参加してもらって、

議員さんたちがそれを聞く。そういうことだっ

ていろいろ工夫はできるわけです。そうしたこ

とをやらなかった。 

都知事任せの専決処分でできた欠陥条例 

東京都議会なども、早々と「専決処分でやっ

てください」と言って知事に任せてしまうわけ

です。議会で決める条例を「専決処分でどうぞ」

と。その結果、去年の夏に、東京都が 4月につ

くっていた、これも専決処分でつくっていたん

ですが、そのコロナ対策の特別措置条例を改正

して、そこに「虹のマーク」のステッカーの根

拠規定を設けたのです。それで虹のマークは、

ぼろくそでしたよね。誰でもダウンロードでき

て、感染対策をろくすっぽしていない店でもベ

タベタ貼れた。 

何でこんなことになっているのだろうかと

思って、私は条例の根拠を調べてみたら、条例

がめちゃくちゃです。条例自体がずさんで、誰

でもダウンロードできて、そういう仕組みにな

っているのです。何でこんなものが条例の審議

のときに議論にならなかったのか、修正されな

かったのかということを調べてみたら、実は専

決処分だった。 

だから、議会は全く関わらないまま、執行部

だけでちょろちょろっと条例を改正して、虹の

マークをスタートさせた。それで東京中を虹の

マークで埋め尽くしたいなどといって、Tシャ

ツを作って、バッと上着を広げて記者会見のと

きに小池都知事がみせていましたが、ああ、こ

れをやりたいためにやったのかなと思いまし

たけどね。 

ああいうのは、議会がちゃんと関与していれ

ば、都議会には 127 人も議員がいるのですか

ら、誰か彼かは「それっておかしいんじゃない

か」「そんなのでうまくいきっこないじゃない

か」という声を上げる人はいたと思うんです。

議会の多くは本当に情けなかった。都議会を含

めて、それを実証したと思います。 

まだまだほかにお話ししたいことがありま

すけれども、時間も過ぎてしまいましたので、

私の一方的な話はこれくらいにしたいと思い

ます。 

司会 どうもありがとうございました。 

＜ 質 疑 応 答＞ 

司会 それでは、ご質問を紹介します。 

地方財政法 10 条の負担の話で、国と自治体

の負担比率の相場が 8・2とおっしゃいました。

2 割負担も無理な自治体があるのではと心配

します。地方 1割とか、国の全額負担を望んで

いる自治体があるとしたら、それは自治体の甘

えということになるのでしょうか、という質問

です。 

国の全額負担には懐疑的 

片山 国が 10 出すという考え方もあります。

ただ、国にも利害があるし、自治体にも利害が

あります。だから、国が全部出してもいいんで

すが、全部ではなくて、お互いに出し合うこと
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を前提にしたのが地方財政法 10 条の規定なの

です。私は、国が全部出すことには懐疑的です。

というのは、自治体からみて、他人の金はどう

してもいいかげんな使い方になります。それは

補助金の使い方をみるとよく分かります。 

相場観から言うと、8対 2ぐらいかな。財政

が厳しい自治体もあります。2を出すのも厳し

い自治体はもちろんありますけれども、それぐ

らいは工面して出すべきではないか。 

どうしてもというときは、最後は、総務省の

特別交付税もあります。そういうところで、あ

る程度事情を勘案して、特別交付税で按配（あ

んばい）してもらうということも可能なのです。

そのことも念頭に置いて、8・2がいいのではな

いかという気がします。 

司会 同じ方からの追加質問です。「自治体

が独自に協力金を出しておいて、地方財政法

10 条を根拠に、後から国に請求するという手

法はいかがでしょうか」 

片山 それは、国の心が広くて、それでもい

よ、後追いで法律改正して出してあげますよと

いうことになればいいですけれども、多分それ

は難しいので、やはり事前にきちっと、今回で

言うと、少なくとも 5月、6月の第 1波が終わ

る頃には、ちゃんとその辺の法整備をしておく

べきだったと思います。少なくとも第 3波が始

まる前には、この法律整備をするように、知事

会などが執拗に申し入れをすべきだったと思

いますけれども、知事会もこれをしなかったん

ですね。もっと金をくれというのは言っていま

したけれども。 

これは私の勘繰りですけれども、ルールをつ

くると、どうしても東京都が多くなるんです、

人口も多いし、感染者も多いから。それよりは、

いまの政権、小池さんを嫌いな政権から、東京

都を少なくしてもらって、その分を地方に回し

てもらったほうが自分たちにとっては実入り

が多い、などというようなことを考えている向

きが多かったように思います。しかし、そんな

ことをすると、結局は自分の首を絞めるんです。

いいように国にコントロールされるわけです

よね。 

だから、東京都が多くても、それは東京都が

多いのは当たり前ですから、ちゃんとルールを

つくってくれということを言うべきだったし、

これからでも遅くないから、言うべきだと思い

ます。 

司会 ありがとうございます。 

次の質問は、「私権制限による問題に関し、

メディアのチェック機能、検証機能が全く働い

ていないとのご指摘に、言葉なしです。私自身

も含めて、大いに反省が必要です。そこで質問

ですけれども、特措法改正で対応しても問題は

解決はしていません。片山さんとして、どうす

べきだと思われますか」。 

これはメディアがどうすべきかというご質

問と私は受けましたけれども、このチェック、

検証ではどうすべきだとお考えか、お考えがあ

れば教えていただけるでしょうか。 

片山 これは先ほどもちょっと触れたと思

うんですけれども、要するに原点に戻ることが

一番重要だと思います。 

原点というのは、政府が私権制限に及ぶよう

なメッセージを発したときに、ではその根拠は

どこにあるのか、安倍首相の休校要請もそうで

すし、基本的対処方針の文言もそうですが、そ

れをまずチェックして、「たしかに、これは政

府に権限があるんだな」ということであれば、

今度は裁量の内容をチェックする。内容をチェ

ックする前に、まず原点に当たって、根拠その

ものをチェックして、それから内容をチェック

する、こういう姿勢が必要ではないかと思いま

す。 

私が知事のときの鳥取県では、そうしていま

した。国からいろいろな通知が来たり、メッセ

ージが来たりするんですけれども、まず、これ

は強制力があるにしろ、ないにしろ、このメッ

セージを都道府県に押しつけてくる権限が国

にあるのかどうか。ないとした場合は放ってお

けばいいんです。権限がある場合には、そのメ

ッセージの内容が妥当かどうか、というような

ことをチェックしました。 

このたび、オリンピック・パラリンピック競

技大会組織委員会の森喜朗会長がやめた後、川
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淵さん（川淵三郎・元日本サッカー協会会長）

の騒動がありましたよね。これは新聞によって

ちょっと差がありましたが、後任がもう決まっ

たかのように川淵さんの家に押しかけて、川淵

さんの抱負などの発言をそのまま伝えている

新聞もありましたよね。これはやっぱり原点に

当たっていない例だと思います。この場合の原

点とはオリパラ組織委員会の定款です。 

定款に当たって、オリパラ組織委員会の会長

は誰がどういう手続きで決めるのかというこ

とが分かっていれば、あんな記事にはならなか

ったと思いますね。でも、もうまるで決まった

かのような紙面構成の新聞もあって、私はちょ

っと苦笑しました。もちろん、「まだ決まって

いないけれども」ということを、新聞によって

はそう書かれていましたが。すべからく原点に

まず当たるということが必要なのではないで

しょうか。 

特に、いまの政府は、言っては失礼ですけれ

ども、法律に根拠のないことを平気でやってき

ますし、きょう言いましたが、法律と食い違う

ようなことを平気でやりますので、そこは原点

をきちっと踏まえて、厳しくチェックしていく

という「生活習慣」が大切だと思います。 

司会 今度、私からの質問です。地方分権改

革の精神が、法施行から 21 年たって根づいて

いなかったのか、あるいは今の知事さんたちが

その精神を忘れてしまっているのか。 

それから、日本が法治国家であるかどうかと

いうのは、ここ数年の政権の動きなどをみてい

ると、本当に法治国家かなと言われるところも

あると思いますが、これをどういう形で立て直

していくべきが、アイデアがあれば、教えてい

ただけますでしょうか。 

国の不当な介入に自治体の反発なし 

片山 これ、私は、実はちょっと絶望的なん

です、いま。絶望的というのがまずければ、悲

観的なんですね。 

というのは、地方分権改革で言いますと、一

番恩恵に浴するのは、自治体のはずです。特に

これまでの地方分権改革というのは、団体自治

の強化を専らやってきたんです。国からの独立

性とか自主性を強めるのが団体自治の強化で

す。これによって都道府県とか市町村の自由度

とか自主性の領域が広まっているわけです。自

治体の判断とか行動の自由の範囲が広まった

わけです。ところが、その恩恵を一番受けるは

ずの人たちが、実はその恩恵のことをないがし

ろにしている。 

国から違法にというか、あってはならないよ

うな踏み込み方をされても、ヘラヘラとしてい

る。反発力がない。理不尽なことに従っている

ことについて、悔しさとか、それもない。だか

ら、ぬるま湯に浸っているような感じがありま

すよね。 

だから、議会のほうが、本当はそれではいけ

ないじゃないかと。議会のほうがより住民代表

に近いですから、しかも、多様性がありますか

ら、議会のほうがチェッカーにならなければい

けないんですけれども、その議会のほうが、さ

っき言ったような体たらくです。 

あとは、地方のマスコミの皆さんにもっと頑

張ってもらわなければいけないと思うんです

けれども、これもさっき言いましたが、いろん

な質問が地方新聞とか、それから地方にいるマ

スコミのジャーナリスト、記者の皆さんから質

問をいただくんですけれども、いまのような視

点というのがほとんど感じられないですね。 

だから、ちょっと私は悲観的です。 

司会 ありがとうございます。 

いま地方でご覧になっている方もいらっし

ゃると思います。ご意見があったら、Q&Aのと

ころに送っていただければと思います。 

次は、知事、都道府県の評価についてです。

「ふだん都道府県はそれほど目立つ存在では

ありませんが、昨年の春以来、政府が有効なコ

ロナ対策を打てず浮き足立っていたときも、都

道府県がそれなりにしっかりしていたことが

国民の安心につながったと考えていましたが、

それは褒めすぎでしょうか」というご質問です。 

確かに今回のコロナ対策では知事が非常に

注目されています。知事の評価はいかがでしょ

うか。 
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片山 これは、知事さんによって違うと思い

ますね。むしろ、注目された知事さんよりは、

注目されなかった知事さんのほうに、しっかり

した人がいたなというのが私の感想ですね。 

例えば、大都市の区域を預かる知事さんとい

うのは、しょっちゅう全国的にテレビなんかで

取り上げられましたけれども、そこがてきぱき

とうまくコロナ対策をやったかというと、決し

てそんなことはないですよね。 

例えば、保健所行政でクラスター対策をやる、

感染者がいたときに、その行動経路を明らかに

して、接触者をしらみ潰しに探していって、市

中への感染拡大を防ぐ、こういう方針を取った

わけですね。その是非はあるんですけれども、

一応そういう方針を取ったわけです。それを本

当にきちっとやっていた県もあれば、かなり初

期の段階からルーズにやった県もあるんです。

県というか、都府県もあるんです。 

ルーズにやると、市中感染は拡大しますから、

そうすると、円グラフの中で感染経路不明とい

うのが増えてくるわけです。もちろん、それは

件数が多いから難しいという面はあるから、そ

の辺は割り引いて考えてあげなければいけな

いが、大きな都府県であれば、それは保健所体

制もちゃんと充実させなければいけないし、小

さい県だからできるというわけでも必ずしも

ないです。 

保健所行政で言いますと、保健所のクラスタ

ー対策、積極的疫学調査をしっかりずっと今日

までやっている県もあれば、途中で放棄して音

を上げた県もあります。神奈川県は「もう駄目

です」とバンザイ宣言をしましたけれども、バ

ンザイ宣言はしなくても、早いうちにないない

放棄している都府県もあるんですね。 

だから、そういう面をみると、保健所行政な

んて本当に目立たない地味な行政分野ですけ

れども、そういうところを最初からしっかり目

をかけてやっていたところの方に、私などは注

目して評価してあげたいです。でも、マスコミ

の皆さんは、そういうところをあまり注目され

ないですよね。火事が大きくなって、どんどん

燃え広がったところが注目されたような感じ

がします。 

司会 ありがとうございます。 

私のほうから、今回の特措法と感染症法の改

正の評価について二つお伺いします。一つは、

行政罰、過料を入れたということです。著書で

は、ここにある措置ぐらいで適当なのではない

かというような書き方をされていたかと思い

ますが、今回、宣言下で 30 万円を入れたこと

の評価はいかがでしょうか。 

もう一つは、まん延防止等重点措置の設定に

より、緊急事態宣言を発する前段階で知事たち

が措置を取れる、ある意味で、24条になかった

部分をつくったようにも読めます。大阪などは

今回、逆に、緊急事態宣言を解除してこのまん

延防止等重点措置にワンランク格下げをする

という形で、緩めようとしている気がします。

非常に曖昧なグレーゾーンができ上がったよ

うに思うのですが、この評価はいかがでしょう

か。 

行政罰は条例に任せればよかった 

片山 行政罰の話は、これはとっても難しい

と思います。行政罰だから１ランク低いのでい

いという意見もありますが、そうでないという

意見もあります。知事会などの評価はばらばら

です。「本当によくやっていただきました、こ

れで助かります」との評価もあれば、そうでな

いところもあります。 

私は一つの方向としては、これは条例に任せ

たらよかったんじゃないかと思います。必要と

思うところは、それぞれの都道府県の条例をつ

くって、それで必要な範囲で行政罰をかけられ

るようにしておけばいいと思うんですね。 

それは、保健所の積極的疫学調査の機能がま

だ十分保たれているようなところは、例えば感

染経路を調査しているときに、うそをついたり、

知りませんと言われたりして困っているとこ

ろはあるんですね。そういうところにとっては、

こういう行政罰があると、疫学調査はやりやす

いと思います。だけど、神奈川とか、東京とか、

疫学調査を途中で諦めたところでは、諦めてい

るのに、調査に協力しない人は 30 万円払えな
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んて、おかしいですよね。本来調査の対象にさ

れるべきなのに、多くの人が調査されていない。

そんな状況で、たまたま調査対象になった人が、

だんまりを決め込んだら「はい、30万円」とい

うのは、どうみてもおかしいです。だから、こ

ういう疫学的調査への協力についての行政罰

などは、私は都道府県の実情に応じて適用でき

るように、それぞれの条例に委ねたらよかった

なと思います。 

病院の協力を調達することについても、権力

的な迫り方をするのはどうかなと思いますね。

病院に協力してもらわなければいけないとき

に、病院に対して高圧的に臨むというのでは、

実は上がらないのではと危惧しています。 

こういう問題は、心から協力しなければいけ

ないですよね。ところが、ペナルティーをかけ

られるから、しぶしぶ協力しましょうかなんて

いうのは、この種の行政分野にはなじまないと

思います。 

入院も、よく意味が分からないんですけれど

も、「入院しなさいよ」と言って「しません」

と言ったら「はい、行政罰ですよ。お金を払え

ば、その辺にいていいですよ」と。そういうこ

とじゃないはずですよね。感染症法では、病院

に連れてきて「入院しなさいよ」と言ったら即

時強制ができるんですよね。だから、今度のこ

れで何を意味するのかなと。「入院してくださ

い」「しません」「はい、30万円出したら結構で

す」。意味がよく分からないですよね。 

まあ、それも実は都道府県によっては、それ

によって助かるという知事もいます。だから、

これも県に任せたらよかったのかなという気

がしますよね。 

東京で、入院しない人から 30 万円というの

は非常識ですよね。だって、入院したくたって

できない人がいっぱい自宅で待機しているの

に、たまたま入院しなさいと言われた人が「し

ません」と言ったら 30 万円というのは変じゃ

ないですか。「入院してください」「しません」

と言ったら、「じゃ、次の人を入院させますか

ら」、というほうがよっぽど合理的だと思いま

すけどね。ちょっと私は感覚を疑いますね。 

まん延防止等重点措置は意味不明 

まん延防止等重点措置は意味不明です。やた

ら何か複雑になって。これは、さっき言いまし

たけど、緊急事態宣言を出す前から事実上やっ

ていました。そのことを糊塗（こと）する、そ

のことの妥当性というか、それを覆されないた

めに、新たにこういうのをつくったんだろうな

と私はみています。 

そもそも緊急事態宣言を出す前に時短の要

請をかけなければいけないという事態があれ

ば、改正前の法律でも緊急事態宣言を、早めに

前広に出せばよかったんですよ。それで、実際

の都道府県知事が発する要請は非常に小振り

に「時短の要請です」で、それでよかったんで

す。しかし、緊急事態宣言というのを伝家の宝

刀だと勝手に解釈して、抜かないのがいいんだ

と。じゃ、抜くまでどうしようかというので、

24 条 9 項を違法に使っていたわけですよね。

だけど、それがなじんでしまった。いまさら 24

条 9 項は、もうばれちゃったから使えないの

で、新たにまん延防止等重点措置というのをつ

くった。「これは緊急事態宣言が終わってから

もやったらいいよね。使い勝手がいいよね。国

会に報告しなくてもいいし」と、本当にだらけ

た法律改正だと思います。 

こんなことをやると、緊急事態宣言がなくな

ったけど、まだ営業自粛とか時短要請が続きま

す。訳が分からないですよね。災害のときに、

警戒警報だったらどうする、避難命令が出たら

どうする、という訳が分からないというのがあ

るじゃないですか。何か似たような感じになる

んじゃないかなと思います。 

いっそのこと緊急事態宣言というのをなく

してしまって、まん延防止等重点措置一本にし

たらよかったと思うんですよ。まん延防止事態

というのを出して、その中で、都道府県知事が、

これは強力な営業自粛の要請をしなければい

けない期間、それから、ある程度収まってきた

から時短の要請に切り替える期間、というふう

に都道府県で按配（あんばい）すればいいだけ

の話で、何も緊急事態宣言と、それとは別個に

まん延防止等重点措置なんかをわざわざ概念
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としてつくり出す必要はなかったと思います。

これは何回も言いますが、いきさつ上、24条 9

項でやってきたことの間違いを糊塗（こと）す

るためにわざわざつくったのかな。何が違うん

ですかと言ったら、行政罰の金額が違うだけで

しょう。 

もっと言いますと、いまだに新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法なんですよ。これは

2009 年のときに流行した感染症に対応するた

めの法律なんですね。それを去年 3月に拝借し

たわけです。だったら、これまで長い期間あっ

たのだから、「新型インフルエンザ等対策特別

措置法」じゃなくて、「新型コロナ対策特別措

置法」に衣替えすべきだったと思いますね、コ

ロナ対策に特化したというか、カスタマイズし

たものに。 

そうすると、いままでの病状とか感染の状態

を調べると、緊急事態宣言はやめて、まん延防

止で一本化して、その中てやっていこう、そう

いう発想があってもよかったんじゃないかな

と思います。 

司会 ありがとうございます。 

いただいていましたお時間を大分オーバー

してしまいましたので、これで終わりたいと思

います。 

われわれメディアに対しても非常に厳しい

ご指摘をいただきまして、ありがとうございま

した。これからコロナはまだまだ続きますし、

ワクチンが本当にうまくいくのかという問題

もあります。まだまだ課題が多いので、これか

らも片山さんにはお話を聞く機会をつくらせ

ていただきたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

では、これで終わります。 

片山 どうもありがとうございました。 

文責＝日本記者クラブ 

 



20210216 日本記者クラブ 

著者と語る－『知事の真贋』 

早稲田大学大学院教授 片山善博 

 

◯「法律に基づく行政」への懐疑 

緊急事態宣言が出ていない時期、地域で外出自粛や休業・時短要請に法的根拠はあったか 

パチンコ店名の「公表」は何だったのか 

陽性者に関する情報開示の基準は 

 

◯コロナと地方自治・地方分権改革 

地方分権改革の最大の成果である「関与の法定主義」に無頓着な国と自治体 

・保健所が当初 PCR検査の対象を「37.5℃の発熱 4日以上」などに限定したのはなぜか 

・知事は「社長」か「中間管理職」か－政府の「基本的対処方針」とは何か 

休業要請に伴う「協力金」などの財源は誰がどのように負担すべきか 

保健所のありようから地方分権改革と地方行革を省みる 

 

◯一斉臨時休校から見える教育委員会の「生活習慣病」 

安倍前首相の「全国一斉休校要請」とは何だったのか 

民間臨調報告では酷評－「場当たり的で教育現場を混乱させた。疫学的には殆ど意味なし」 

休校を決める権限と責任は教育委員会に－では、教育委員会の実態はどうだったか 

教育委員会は本来どんな対応をすべきだったか 

・児童生徒の命と健康を守る－地域の感染状況などを専門家から聴き休校の是非を判断 

・子供の教育を受ける権利を最大限尊重するには 

・学校現場の混乱をできるだけ回避するには 

・家庭や地域に及ぼす影響を最小限にとどめるには 

 

◯地方議会の存在感 

会期の短縮や質問を抑制した地方議会－地方議会は不要不急か 

・東京都の「虹のマーク」失敗の必然性 

コロナ禍の地方議会はどうあるべきか－平時にできていないことは非常時にもできない 

 

◯その他コロナ禍で考えるべき自治体のありよう 

大阪都構想の住民投票は最悪のタイミング 

外部依存型「地方創生」の挫折と内発型地方創生への転換など 



◯新型インフルエンザ等対策特別措置法 

（都道府県対策本部長の権限） 

第二十四条 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を

的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並び

に関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフ

ルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。 

２ 前項の場合において、関係市町村の長その他の執行機関（第三十三条第二項において「関

係市町村長等」という。）又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、当該関係市

町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る

新型インフルエンザ等対策に関して都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、当該都道府

県対策本部長に対して意見を申し出ることができる。 

３ 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関

し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、当該連

絡を要する事項を所管する指定地方行政機関の長（当該指定地方行政機関がないときは、当

該指定行政機関の長）又は当該指定公共機関に対し、その指名する職員を派遣するよう求め

ることができる。 

４ 都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、指定行

政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう

要請することができる。この場合において、政府対策本部長は、必要があると認めるときは、

所要の総合調整を行わなければならない。 

５ 都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、政府対

策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な

情報の提供を求めることができる。 

６ 都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総

合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の

実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。 

７ 都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、当該都

道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため必要な限度において、必要な

措置を講ずるよう求めることができる。 

８ 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ

迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の

長に対し、これらの所掌事務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な要請をす

ることができる。 

９ 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ

迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係

る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。 

 



第四十五条４ 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示を

したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 

  

  

◯国土利用計画法 

第二十六条 都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、そ

の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表すること

ができる。 

  

  

◯地方財政法 

第十条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であって、国と地方公

共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が

進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一

部を負担する。 

一 義務教育職員の給与（退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。）に要す

る経費 

二 削除 

三 義務教育諸学校の建物の建築に要する経費 

四 生活保護に要する経費 

五 感染症の予防に要する経費 

（以下略） 

  

第十一条 第十条から第十条の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団

体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。 


