
努力と反省を積み重ね、
引き続き｢新しい社会｣をめざす。
　国民の皆様が政権交代を選択したことによって、新しい芽が出始めています。
私たちはそのことをもっと正確に、皆様に知っていただく努力をしなくてはならない。
一方、私たちが考えていたとおりに進んでいないことがあるのも事実です。なぜそ
うなったか、その原因もご報告しなくてはなりません。内外の環境変化、時代の流れ
に的確・柔軟に対応できる国にすることが、私たちの目標です。政権交代を契機
に静かに進む日本の体質改善を止めるわけにはいきません。
　私たちは、努力と反省を積み重ね、挑戦を続けます。

滋賀県選出の国会議員

　民主党中心の政権が誕生して３年。「政権交代」を訴え、歴史的な政権交代が実現しました。
その時の約束が「民主党２００９Manifesto（マニフェスト）」でした。
　しかし、リーマンショックや世界的な経済危機、２０１０年参議院選挙での与野党のねじれ、
東日本大震災と福島原発事故など、日本を取り巻く情勢は激しく変化しています。民主党政
権に対する評価も厳しく、党内からの造反、離党という滋賀では考えられない事態も起きて
います。
　しかし、政権交代以降の変化がなかったと言えば、そうではないと私たちは考えています。
　例えば、三位一体改革で削減された地方交付税を、政権交代によって７兆３０００億円
（２００８年度） ⇒ ８兆７０００億円（２０１１年度）に増額しました。これにより滋賀県では地方
交付税が約６９２億円（２００８年度） ⇒ 約９６２億円（２０１１年度）、約１．４倍に増額され、
１９市町のうち１８市町で財政状況が改善しました。県民の皆様にとって最も身近な自治体
の財政が改善するということは、行政サービスの維持・拡充につながり、県民の皆様の生活
の安心・安全を生み出しています。
　こうしたことを踏まえながら、私たちは活動を通じて、民主党政権による変化や到達点、
課題についてしっかりと検証していきたいと思います。
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2012年マニフェスト検証

参議院議員
 林 久美子

参議院議員
徳永 久志

衆議院議員
川端 達夫

第1区

衆議院議員
田島 一成

第2区

衆議院議員
三日月大造

第3区

衆議院議員
奥村 展三

第4区

??

民主党滋賀県総支部連合会
〒滋賀県大津市京町3-2-11
TEL：０７７－５２５－５０３０
FAX：０７７－５２５－２０２６

URL　ｈｔｔｐ：//www.minsyu‐shiga.com

努力と反省を積み重ね、
引き続き｢新しい社会｣をめざす。
　国民の皆様が政権交代を選択したことによって、新しい芽が出始めています。
私たちはそのことをもっと正確に、皆様に知っていただく努力をしなくてはならない。
一方、私たちが考えていたとおりに進んでいないことがあるのも事実です。なぜそ
うなったか、その原因もご報告しなくてはなりません。内外の環境変化、時代の流れ
に的確・柔軟に対応できる国にすることが、私たちの目標です。政権交代を契機
に静かに進む日本の体質改善を止めるわけにはいきません。
　私たちは、努力と反省を積み重ね、挑戦を続けます。

滋賀県選出の国会議員

　民主党中心の政権が誕生して３年。「政権交代」を訴え、歴史的な政権交代が実現しました。
その時の約束が「民主党２００９Manifesto（マニフェスト）」でした。
　しかし、リーマンショックや世界的な経済危機、２０１０年参議院選挙での与野党のねじれ、
東日本大震災と福島原発事故など、日本を取り巻く情勢は激しく変化しています。民主党政
権に対する評価も厳しく、党内からの造反、離党という滋賀では考えられない事態も起きて
います。
　しかし、政権交代以降の変化がなかったと言えば、そうではないと私たちは考えています。
　例えば、三位一体改革で削減された地方交付税を、政権交代によって７兆３０００億円
（２００８年度） ⇒ ８兆７０００億円（２０１１年度）に増額しました。これにより滋賀県では地方
交付税が約６９２億円（２００８年度） ⇒ 約９６２億円（２０１１年度）、約１．４倍に増額され、
１９市町のうち１８市町で財政状況が改善しました。県民の皆様にとって最も身近な自治体
の財政が改善するということは、行政サービスの維持・拡充につながり、県民の皆様の生活
の安心・安全を生み出しています。
　こうしたことを踏まえながら、私たちは活動を通じて、民主党政権による変化や到達点、
課題についてしっかりと検証していきたいと思います。

2009 Manifesto 達成状況
あの約束はどうなったの？

2012年マニフェスト検証

参議院議員
 林 久美子

参議院議員
徳永 久志

衆議院議員
川端 達夫

第1区

衆議院議員
田島 一成

第2区

衆議院議員
三日月大造

第3区

衆議院議員
奥村 展三

第4区

??

民主党滋賀県総支部連合会
〒滋賀県大津市京町3-2-11
TEL：０７７－５２５－５０３０
FAX：０７７－５２５－２０２６

URL　ｈｔｔｐ：//www.minsyu‐shiga.com



すべては子どもたちのために。

奨学金貸与者19万人増加
特に無利子奨学金を4万人（12％増2009年度比、34万人→38万人）拡充
しています。有利子奨学金は貸与率100％達成。

奨学金制度
大学生・専門学校生の希望者全員が
受けられる奨学金制度の創設

安心して子どもを産み、育てられる社会を作る。
　わが国では、先進諸国と比べて現役世代に対する支援が薄いと指摘されてい
ます。その最たる例が子育て支援です。
　不妊治療への助成、保育所定員拡充、1人親家庭への支援、高校・大学への就
学支援など、生まれてから社会に出るまでの、子育て支援策が動き出しています。
　民主党だからチルドレンファーストの観点に立った社会保障改革ができ、全世代
対応型の社会保障に大きく一歩を踏み出すことができたのです。

自公との合意に基づき児童手当を拡充
「３歳未満」か「小学校卒業までの第３子以降」は月１万５千円
「３歳以上小学生卒業までの第１子・第２子」は月１万円。
「中学生」は月1万円。親の所得が一定額を超える家庭の子供は一律５千円

子ども手当
月額２万６千円を中学卒業まで

政権交代前（２００８年度）の児童手当の支給対象者は小学6年生までの延べ１７３万８４５０人
で、支給総額は１１５億９１３８万円でした。子育て支援としての子ども手当になってからの
２０１１年度では対象を中学3年生にまで拡充し、支給対象者は延べ２４０万７８４７人、支給総額
は２９９億４１７４万円。受給者は約１．４倍、受給総額で約２．６倍になり、子育て世帯の負担軽減
につながりました。その結果、合計特殊出生率は１．４５（２００８年） ⇒ １．５４（２０１１年）に
アップしました。

滋賀県
では

３５人学級で教育体制の充実
2011年度から小学1年生の35人以下学級で教職員定数の改善を実施。
2012年度には、これを小学校2年生まで拡大。また、小中学校にスクールカウンセラー
を配置し(２万校）、いじめなど子どもの悩みにこたえています。

これまでから３５人学級に積極的に取り組んでいましたが、それは県財政からの持ち出しに
よるものでした。政権交代によって、３０年ぶりに義務標準法の改正が行われ、３５人以下学級
が導入されている学校数は小・中学校で２２９校（２００８年度）⇒２４４校（２０１１年度）へと
拡充されました。（少人数学級はいじめの減少などにもつながる、とされています）

滋賀県
では

小中学校の耐震化
政権交代前は67％だった耐震化率を約85％まで高め、子どもたちが1日の大半を
過ごす学校施設の耐震化を積極的に行いました。2013年度概算要求で93％を
目指しています。

公立小中学校の耐震化率は２００８年度には７４．９％でしたが、政権交代後、子どもたちの
学びの場の安全を確保し、地域経済への波及効果の大きい公共投資としての観点からも
耐震化に重点的に取り組んだため、耐震化率は２０１１年度には９４．６％（全国８位）に上昇
しました。さらに学校への施設整備費を拡充したため、エアコンが設置されている学校数も
１３８校（２０１２年度）に増加し、学習環境の改善が進みました。

滋賀県
では

2010年4月より実施。
公立高校の授業料の無償化、私立高校の生徒には年額118,800円
（世帯の所得に応じ178,200円～ 237,600円）を助成。

高校授業料無償化
高校生の授業料を無償化

経済的理由や家庭の事情による中退者は、授業料無償化の実施により
１８人（２００８年度） ⇒ ９人（２０１１年度）に半減しました。

滋賀県
では
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尊い命のため安心・安全・納得の社会保障を作る。
国民全員が十分な医療サービスを受けることができ、老後に年金をしっかりと受けとることのできる環境を
　誰でもピンチになるときがあります。そう
いうときのために、社会保障制度はあります。
つまり、社会保障費とは、困ったときにお互
い助け合うためのお金なのです。
　深刻な少子高齢化が進み、高度成長時代
とは人口構成が大幅に変わってしまった今、
（2015年には現役3人で高齢者1人を支える
時代に）「支える側」たる現役世代の安全網
を強化し、子どもからお年寄りまで全ての
国民をカバーする「全世代対応型」へと転換
することが急務です。

10年ぶりのプラス改定を実現
10年ぶりに診療報酬のプラス改定を実現し、勤務医の負担を軽減。
救急・産科・小児科などを再建し、患者のたらい回しを無くしました。

自公政権が続けてきた社会保障費2200億円の
削減方針は撤回。診療報酬を増額する。

医療崩壊を食い止める

診療報酬のプラス改定等によって、２００８年度には公立病院１４院中１２院で赤字経営だった
状況が２０１１年度には５院に減少、９院は黒字経営となり、県民の命を守る病院経営が改善
されました。

滋賀県
では

医学部学生を1.2倍に増やし、医師数を先進国
並みに。看護師などの医療従事者の増員。

政権交代により全国で医学部定員が７７９３人（２００８年度） ⇒ ８９２３人（２０１１年度）
に増員されたほか、医師不足病院の医師確保支援が強化されました。

滋賀医科大学では１００人（２００８年度）⇒１１７人（２０１１年度）に増員され、医師不足の
解消につながっています。

滋賀県
では

公費助成や法整備などを通じて実現
子宮頸がん予防、Hib（インフルエンザ菌のb型菌）ワクチン、小児用肺炎球菌
ワクチンなどを公費助成。「肝炎対策基本法」、「Ｂ型肝炎特別措置法」を成立。

新型インフルエンザ、がん、肝炎対策に集中的に
取り組む。

介護関連の人材を確保

介護報酬改定で1.2％引き上げ
2012年の介護報酬改定で1.2％引き上げ、暫定的だった処遇改善交付金（1.5万円）
終了後も賃金増維持を図る。２４時間対応の定期巡回・随時対応型サービスの創設。

ヘルパーなどの給与を月額4万円引き上げ、
人材を確保。

介護人材の不足が問題となっていましたが、介護報酬改定による引き上げで、介護福祉士
の登録者数は７５７１人（２００８年度） ⇒１万３８８人（２０１１年度）に増加し、地域の介護
のニーズに対応できる体制整備が進んでいます。

滋賀県
では

消えた年金

1600万件の記録を統合（5000万件中）
5000万件の「消えた年金」の内、1600万件の記録を統合（1.6兆円を回復）。
自分の年金記録を確認できる「年金ネット」をスタート。2013年度国会に
「年金抜本改革法案」を提出予定です。

「消えた年金」問題に集中的に取り組む。

政権交代後の２００９年9月～２０１２年６月末までの間に、年金記録の統合・訂正により年金額
が増えた年金受給者は延べ８０００人、増えた年金額は年額で約３．３億円に達し、多くの
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滋賀県
では
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「戸別所得補償制度」の創設で農業を再生し、
自給率を向上。

第一次産業

米、畑作物について戸別所得補償制度を創設

農業者戸別所得補償制度を活用し、２０１１年度には２万９５３４戸が加入し、そのうち「米」
では販売農家の９６％が活用してくださいました。また米価が下落した２０１０年度産米では
１０アール当たり１万５０００円の価格補填が行われたほか、農業の安定等のために農家に
支払われた金額は２６億８０００万円（２００８年度） ⇒ １２１億２０００万円（２０１１年度）と
約４．５倍に増え、農業経営の安定化が進みました。

滋賀県
では

畜産・酪農・漁業における所得補償対策、森林
管理・環境保全直接支払制度の導入。

資源管理と連動した漁業の所得補償対策、
森林管理・環境保全直接支払制度の導入を実現。

「森林管理・環境保全直接支払制度」の導入で３５億１５２６万円の予算が確保されました。滋賀県
では

中小企業の法人税率を18％から11％に引き下げ、
融資に対する個人保障を見直す

中小企業の法人税率を15％に引き下げ
（ただし、復興増税のため実質は16.5％に）

中小企業

30日以内の短期派遣を原則禁止（2012/3成立）
雇用保険の適用基準を緩和し、非正規労働者（221万人）が加入しています。

常用雇用を拡大し、製造現場への派遣を原則禁止。

職業訓練受講給付金(月額10万円）を支給
雇用保険を受けられない方もスキルアップができるよう、一定の条件を満たす
場合に「職業訓練受講給付金」（月額10万円）を支給。
失業率は5.3％（2009年9月）→4.1％（2011年9月）→4.3％（2012年7月）
アメリカ8.2％、フランス9.6％、イギリス8.2％、ドイツ5.5％（いずれも2012年3月）

職業訓練期間中に、月額10万円の手当を支給
する「求職者支援制度」を創設

雇用

この職業訓練受講給付金を延べ４９０人が活用しました。滋賀県
では

活躍できる｢場｣を共に
農林漁業、中小企業、雇用と環境を柱に人を育てる。
　滋賀県は日本列島の中心に位置しており、古くから交通の要衝として栄え
てきたほか、琵琶湖という豊かな水資源に恵まれ、自然と経済活動が相互に
関係しながら発展を続けてきました。
　豊かな自然の中で営まれる農業では、農家のうち８６．９％（２０１０年）が今
や兼業農家となっています。また大企業の工場が数多く立地する一方で、
それを支えているのは地域の中小零細企業です。滋賀県で働いている人
のうち９９．８％（２００９年）が中小零細企業に勤めています。
　豊かな自然、活発な経済活動。これらを守り、支える皆さんが、どんな職種
であっても、あらゆる「場」で活かされ、いきいきと輝く人々を増やしたい・・・。
すべての人が活かされ、安心して活躍できる「場」をともに創りたい・・・そんな
社会を目指しています。

創る！
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14カ所のダムをストップ
ダム事業83カ所の事業をいったんストップ。35カ所のダムを点検、検証。
2012年11月7日時点で14カ所をストップ、26カ所を継続としました。
引き続き43カ所を検証中。

必要な公共事業は積極的に進める！
「人」を大切にする公共事業を。

川辺川ダム、八ッ場ダムは中止。時代に合わない
国の大型直轄事業は全面的に見直す。

ムダな公共事業

　税金は官僚と一部政治家のもので
はありません。「越前屋おぬしも悪よ
のぉ～」お代官様の屋敷内で繰り返
される官製談合。政官財癒着のシン
ボルとしての公共事業と国土交通
省、政権交代を契機に変わり始めま
した。国民生活にとって必要なもの
は何か？必要なものは増やし、そう
で無いものは削る。「コンクリートか
ら人へ」と予算の組み替えが行われ、不要不急の公共工事の2割（約3兆円）が
節約されました。八ッ場ダムでクローズアップされた大型公共事業＝ダム事業は
全国83カ所の事業をいったんストップ、検証しました。

大戸川ダム、北川ダム、丹生ダムが検証の対象となっています。そのうち北川ダムは国の
検証結果を踏まえ、「ダム建設を一旦中止し、河道改修を先行する」ことになりました。

滋賀県
では

民主党は必要な公共事業については積極的に進めてきました。

滋賀県
では

■道路関係   
国道１号　栗東水口道路Ⅰ
国道１号　栗東水口道路Ⅱ
国道１号　水口道路
国道８号　米原バイパス
国道８号　塩津バイパス
国道８号　野洲栗東バイパス
国道８号　姉川橋架替
国道１６１号　湖北バイパス
国道１６１号　志賀バイパス
国道１６１号　西大津バイパス
国道１６１号　小松拡幅
国道３０７号　信楽道路
滋賀１号交差点改良等
滋賀８号交差点改良等
滋賀１６１号交差点改良等
道路　補助事業
道路　社会資本整備総合交付金

 
４７億4４００万円
２５億８６００万円
１６億７５００万円
２９億６０００万円
８億７５００万円
２億７５００万円
１３億４０００万円
２億７５００万円
６７億  ６００万円
３５億６３００万円
２億７５００万円
２億４５００万円
３億８４００万円
９億５１００万円
１１億４９００万円
１６億５０００万円
２１４億  ６００万円

■河川関係   
瀬田川改修事業
野洲川改修事業
淀川水系総合水系環境整備事業

■被害対策関係   
豪雪被害対策　長浜市
豪雪被害対策　高島市
豪雨被害対策　大津市

５億５０００万円（H２４年分）
２億４２００万円（H２４年分）
１億４６００万円（H２４年見込み分）

９億円
２億１７００万円
２２億７２００万円

平成22～２４年度予算確保
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びわこマニフェスト
　私たちは滋賀県オリジナルの公約として
「びわこマニフェスト」を掲げてきました。
　滋賀県選出の議員として、滋賀県の課題
にもしっかりと向き合ってきました。

　造林公社問題を解決するために、政権交代以降、特別地方交付
税による支援策として、従来の「利子補給」「無利子貸し付けに係
る利息分」に、新たに「債務引き受けに係る利息相当分」（県が引
き受けた公社債務に係る県支払利子額）を加えました。これによ
り滋賀県への特別交付税算定額は１億２９２４万円（２００８年度） 
⇒ ５億円（２００９年度）、約４倍に増額されました。

造林公社問題

　RD最終処分場問題の解決のために、将来にわたり禍根を残さ
ない対策に必要な巨額の財源確保に向け、平成２５年３月３１日
に失効する「産廃特措法」の延長を目指してきました。滋賀県選出
国会議員の結束した取り組みによって、「産廃特措法」の平成３５
年度末までの延長が実現しました。

RDエンジニアリング最終処分場問題

　国民的な資産である琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保
全するとともに、近畿圏の健全な発展に寄与することを目的に、
滋賀県選出の国会議員が中心となって議員連盟を設立し、「琵琶
湖総合保全法案（仮称）」の策定に向けて議論を重ねています。
できるだけ早い時期に国会に提出し、成立を図ってまいります

びわこ水質改善

マニフェスト達成のための財源
3年間で約20兆円の財源を確保しました。

独法の役員ＯＢ、１／４に
天下りについて、役所の斡旋を法律で全面禁止した上で、役員ポストの公募を義務
づけました。その結果、全役員に占める公務員ＯＢの数は189人から45人へと
激減（１／４に）。

天下りを根絶します。
天下り、渡りの斡旋を全面的に禁止する。国民的な観点から、行政全般を見直す
「行政刷新会議」を設置し、全ての予算や制度の精査を行い、無駄や不正を排除する。

公務員人件費１割カット
自公政権時と比べて総人件費の１割削減を実現（約5200億円）しました。
国会議員歳費は2011年に300万円削減。2012年～ 2013年の2年間に
540万円（約13％）削減します。

公務員人件費2割カット
地方分権推進に伴う地方移管、国家公務員の手当・退職金などの水準、定員の
見直しなどにより、国家公務員の総人件費を２割削減する。

今後の課題
■新年金制度の創設
■後期高齢者医療制度廃止
■最低賃金の引き上げ
■高速道路の無料化（無料化社会実験は、大震災復興財源へ）
■暫定税率廃止
■衆議院の比例定数８０の削減（４０減を国会提出）

■事業仕分けで2010年度2兆円、2011年度1.7兆円を捻出。
■特別会計17から11まで削減。
■１０２の独立行政法人を６５まで縮減（不要資産2兆円）
■国会議員歳費を2年間で540万円（1人あたり）削減
■国家公務員給与7.8％減（5200億円、総人件費の1割）

2010年　9.9兆円
2011年　6.9兆円
2012年　3.9兆円（見込み）

合計　　 約20兆円

ムダ遣いの根絶…2.3兆円
埋蔵金の活用……6.5兆円
税制改革…………1.1兆円

ムダ遣いの根絶…2.6兆円
埋蔵金の活用……3.2兆円
税制改革…………1.1兆円
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