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（拍手） こんにちは。今日、新幹線がとまってしまいまして、盛岡からタクシーで

来ました。2時間弱でしたか。2万円かかりました（笑）。でも、民間の人がおられて、
とっさに、「大曲へ行く人！」って声がかかったんですよ。それで、相乗りしてきま

したので、格安で参りました（笑）。皆さん方をお待たせしてはいけないなぁと思っ

て参りました。 
 
 今、市長さんから、紹介いただきましたけれども、一度ここへお招きにあずかりま

して、（大仙市）誕生のときにお話し申し上げていますので、前にお聞きいただいた

方からすると、少しダブったことを言っているように聞こえるかもしれませんが、テ

ーマは、皆さん方がもう既に取り組み始めています「まちづくり委員会の今後の行方」

という、そこに焦点がございますので、話をそこにまとめていたしますが、私が言わ

れていますのは、少しほかのところの実例などに触れながら話せということでござい

ますので、私がかかわっているところで、本市のような仕組みをとっているところに

ついて、幾つか織りまぜながらお話し申し上げつつ、今後の皆さん方の活動に対する、

私からのある期待を申し上げたい、そんな心づもりでございます。 
 
 市長さんからお話がございましたように、少し大きく言うと、現在の日本の市町村

ですけれども－ひとくくりで「市町村」と言いますけれども、まだ小さい町村が約 1,000
近くございますので、したがって、同じに扱えないんですが、しかし、市町村のこと

を「基礎自治体」と呼んでいます。最も住民に身近で、住民の声が届きやすい、そう

いう自治の単位のことでございますが、それを「基礎自治体」と言っています。 
 実は、我が国の基礎自治体は、今回の平成の大合併を契機にして大きく分かれ始め

ているんです。多数派は、「旧来のまま」です。昭和大合併の轍を踏もうとしている

ような、そういう基礎自治体が多いんですよ。区域を大きくして、人口も膨らみ、面

積も大きくした場合は、中の自治を充実しない限り、合併したってさしたる自治体に

はなれない。そんなことはわかっているはずなんだけれども、頭の中が固定観念で埋

まっているものですから、なかなか新しいことに踏み切っていかれない。 
 特に、従来型の市役所の職員、あるいは町村の職員の管理職の中に、この頭のかた

い人がいるんです。基礎自治体のイメージが固定観念として固まってしまっていて、

新しい可能性を自分たちで開こうとしない。そういうところは相も変わらず従来のま

まですから、合併してもろくな自治体になれないと私は思っていますし、ただ「なれ

ない」とたんか切っているだけじゃだめですから、生きている間に検証してみせると

言っています。 
 
 ちょっと結論的に言いますと、本市のように新しいタイプの基礎自治体を目指して

いるところのほうが苦労が多いんですよ。従来型でやったほうが簡単で、場合によっ

たら苦労もしないで済む。役所も簡単で、いろんな運び方も簡単なんです。でも、こ

れから話しますように、新しい基礎自治体を目指している方々のほうが、はるかにい
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ろんな意味で地域の自治を強めると思っているんです。なかんずく地域に暮らす住民

の皆さん方の底力みたいなものが必ず引き出されてくると確信を持っています。 
 そういう意味でいいますと、今、日本の基礎自治体は大きく二通りに分かれていま

す。本市のようなところがまだ少数派です。でも、少数派には少数派の誇り、困難と

同時に誇りがあるんですね。そのことに少し触れながら議論を進めたいと思って参り

ました。 
 
 今回、この新しいタイプの基礎自治体ができた理由というのは、端的に言いますと、

日本で初めて、地方自治法の中に、一般的な仕組みとして地域自治区を設定すること

ができる、設置することができるという規定が書き込まれたからなんです。 
 それは少し歴史をひもとくとわかりまして、日本は、御案内のとおり、世界でまれ

に市町村合併に成功してきた国なんですね。本当にまれに成功してきています。しか

も、今回は自主合併です。昭和大合併は、事実上、強制合併でしたから進んだんです

が、今回は自主合併。自主合併でこれほど進んでいる国というのは世界でありません。 
 もともと市町村合併で比較的一定のサイズにそろえて、例えば、人口 8,000 人以上
にそろえて基礎自治体を強めた、お金も渡したので有名なのは北欧諸国なんですね。

スウェーデンとか、デンマークとか、ノルウェー、ああいう国々がそれです。ここは

地域福祉も充実している国なんですけれども、基礎自治体が強いんですね。それは合

併に成功したからなんですが、実は、事実上、そういうところはみんな強制合併なん

ですね。 
 それから、英国は、ひとくくりでありませんね。今、サッカーでイングランドが出

ていますけれども、イギリスというのは複数の国に分かれているとお考えください。

イングランドも成功した国です。あとは台湾、韓国も比較的成功している国です。 
 けれども、フランスなんていうのは、今でも 3万以上の基礎自治体がございまして、
日本でいうと一番小さい町内会みたいな単位がコミューンと呼ばれる基礎自治体にな

っています。したがって、別に合併しなくたって自治の仕組みを持っている国はある

わけですので、その中で我が国は市町村合併に成功している国なんです。 
 
 まず、明治大合併をやりまして、次に昭和大合併をやりまして、今回は平成の大合

併でございます。「平成の大合併」というのは、誰が言い始めたかわからないんです

けれども、まあマスコミも言い始めましたので、起点は 1999年です。もともと特例法
という合併特例法でやっているんですが、なぜ合併を国が進めているかというと、既

存の市町村を超えるような広域的なニーズがあるから、その広域的な仕事をやるため

には自治体が一つになったほうが効率がいいでしょ、やりくりがいいでしょ、と。そ

れがもともとのねらいになっているんです。 
 法律にはそういうふうに書かれていまして、合併の理由というのは、広域行政を効

率よくやるためだと。実際には今回の平成の大合併は、これ以外の理由がたくさんつ

いています。法律上の大義名分だけでは進んでいきませんから、いろんなことがくっ
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つきました。これは後で申し上げます。 
 
 例えば、どうして複数の市町村が一つになったほうがいいと考えられているかとい

うと、今日、私、ここで講演させていただいていますけれども、ここは大ホールです

ね、明らかに。大仙市はこれ以外に幾つかのホールを持っている。なぜホールがある

かというと、それぞれ別個に自治体が存在していたから。別個に存在すると、そこに

ちゃんと首長さんと議会があって、住民もいるから、自分たちのところでも施設が欲

しいでしょ。 
 例えば、こういう施設も、一定の範囲で見ると、もともとはたくさんなんて要らな

いんですよ。でも、それぞれの市町村があったから、市町村はワンセットで一応全部

整えることになっていたんです。すると、合併するとどうなるかというと、今までこ

この御当地以外の方々も、この大ホール共有財産になっているということですよね。

だから、合併すると、それ以外の地域の方々も、このホールを自分たちの物にできる

という意味なんです。 
 しかし、それを裏返すと、今までたくさんの施設をつくってきたものを、一つの市

になっているわけですから、全部これを維持管理しなければいけないんですよ。これ、

結構大変なんです。本当は要らないから、つぶしてもいいんですんが、ただ、それは

簡単ではございませんでしょう？ 特定の地域の施設は要らないからつぶすなんて言

ったら大変な騒動になりますので、事実上は維持管理していかなきゃいけない。 
 しかし、それでも、今後仮に全市的な立場で、ある施設をつくる場合には、一つの

自治体としての観点から見て、こういう建物を、こういう規模で、こういうところに

つくるほうがふさわしいと決められる、そういう意味があるんですね。 
 
 これを裏返すと、どういう事態になっているかというと、例えば、北海道の昔の産

炭地ですけれども、それがひどい状態であるということになりまして、夕張市が新聞

に出ています。私もあのかいわいに行って講演させられたんですが、ああいうところ

はどういう事態に陥っているかというと、ある時期に、つまり、ちょうど敗戦時期に

日本の人口は約 7,200 万人ぐらいあったんです。で、高度成長期に、全国で 5,500 万
人増えた。日本の人口は、戦後だけで 5,000 万人以上増えたんです。ということは、
経済を成長させて、5,000 万人以上の新しい人たちを食わしているということになる。
これが経済成長の意味なんです。 
 したがって、北海道のような産炭地も人口が増えた。当時、市になるための要件と

いうのは人口が 3万人以上だった。で、3万人で市になっていて、高度成長で人口が増
え、4万幾ら、5万人近くになったんですね。そうすると、どうなるかというと、市に
なると、市役所ができ、「市」と呼ばれる自治体だから一定のものを取りそろえなき

ゃいけなかったんです。例えば、病院もちゃんと持ってる。消防もちゃんと常備消防

を持っているんですね。 
 「市」となるとどうなるかというと、部制をしけるんですよ。したがって、部長さ
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んがいる。当然ながら助役も収入役もいる。そういう大がかりな店を張るような体系

を、人口が伸びると同時につくっちゃったんですね。 
 ところが、急速に人口が減り始めた。人間が外に出るだけじゃなくて、少子化が来

ています。今度は、既に 1 万人を切っちゃっています。しかし、お店は張ってるじゃ
ないですか。こういうところはどこも合併をしてくれないんですよ。これが今、全国

の市町村の中で最も深刻な事態に陥っている基礎自治体なんです。 
 
 そういうところに私が呼ばれていって講演会をやると、どういう言い方するかとい

うと、「はい、直ちに病院は廃止です。消防も広域消防に変えなさい。部長さんは全

部廃止です」。課長さんだって廃止ぐらいのことをやって、ぎりぎりまでやってやっ

てやって、やっとお隣と交渉に入れることになるんでしょう、と。今まで何をお考え

になってきたんですかっていうことになりますでしょう。 
 ということは、合併ということを客観的に見ると、いろんな側面があって、合併が

万々歳であるわけではないんですね。下手をすると、合併の後、急速に財政が悪化す

るようなことだってあり得るんですね。したがって、合併した後の自治体というのは

どうあったらいいかということについて、きちっとした考え方を持って、長期的な視

点で運営をしていかなきゃいけない。そういう理念みたいなものを持たないまま合併

して、世の中大変だから合併しようといって合併すると、ろくでもない自治体になっ

てしまう。それは、長期的に見れば、そこに住む住民の皆さん方にとってはあまりい

い話にならないんじゃないでしょうか。 
 したがって、私から見ると、合併はさまざまな形態があるということは、合併した

後、ないし合併しなかったら、その基礎自治体はどういう自治体たり得るかと、そう

いうふうに物を見ていくことが大事だと思っているわけです。 
 そして、もう一度もとに戻しますと、日本の基礎自治体は、少数派ですけれども、

次のようになっているんです、今。 
 
 従来型。従来型というのは、合併なると一つになりますので、合併の特例法にもち

ゃんと書いてあるんですが、「合併後、速やかに一体化を実現する」と書いてあるん

です。「一体化」です。一つの体に化けると書くんです、一体化って。 
 旧来の頭の中が固定観念の人は、一体化するとはどういうことかということを次の

ように考えています。一番典型的には、役所の組織で考えると一番わかりやすいんで

すね。そうすると、一体化ですから、もともと市町村が分かれていたんだけれども一

つの市になるわけです。こちらは大仙市になりましたけれども、一体化ですから、一

体化をある観点から見ると、みんな同じになること。今まで市町村が育んできた自治

の実績、地域のそれぞれの小さくても個性があったことは、全部きれいにブルドーザ

ーでならして、みんな同じになることが一体化になることだと思い込んでいます。 
 したがって、市役所の形態はどうなるかというと、この場合は必ず本庁中心主義に

なるんです。予算も、人事も、全部本庁に権限を集中して、そこで全部決めていくこ
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とになるんです。これをしくとどうなるかというと、役所というのは新しい人を採っ

ていかなきゃいけません。今はたくさん採れませんけれども。すると、そこが中心で

すから、必ず中心に人が集まってくる。まず職員から集まってきますので、どうして

も本庁の中心のところを基点にしていろんなものが行われやすくなるんですね。そう

すると、それをどんどんどんどんやっていくとどうなるかというと、なるほど中心に

なっている本庁の置かれたところはいいかもしれない。でも、必ず昭和大合併の轍を

踏むことになるんですよ。周辺のほうから寂れる。村まつりさえもついえさせました

から、昭和大合併というのは。 
 
 今回も実は途中までそういう形態でいいんだと、国も、政権をとっている自民党も

思い込んでいたんですよ。その段階でどういう議論をしていたかというと、合併する

とどうなるかというと、大体、旧来の市町村の議会がなくなるだろうと。議会がなく

なると地域の人たちの意見が出にくくなるだろうと。市議会一本になるから。まあ地

域審議会ぐらい置いたらどうかって考えてたんですよ。だから、今回の合併でも、ま

あ一応、一定期間、地域審議会ぐらい置いて、旧来の市町村の人たちの意見が市議会

や市長さんに反映できるような協議会を置いたらどうだと、そう考えていたんですよ。

そこまでだったんですよ。 
 
 ところが、今回は、国のほうが途中からこれを変えたんです。どうして変えたかと

いうと、いろんな全国の合併の進みぐあいを見ていたら、どう見たって旧来の、私の

言葉で言えば、集権集中型の基礎自治体ですね。本庁中心主義に考えるような考え方

だけでは、どう見ても無理だっていうことがわかるような地域が出てきたんですね。

そういうところでは、なるほど本庁中心主義のほうがわかりやすくていいかもしれな

いが、そんなことをやったら、だだっ広いようなところで－例えば、市街地と少し中

山間地のようなところは、同じ「地域」でも趣が違いますでしょ。 
 例えば、いろんな地域がありますけれども、海と山が結婚しているようなところも

あるんですよ。もともと海と山は文化が違うんです。海辺の人たちの生活の習慣と山

のそれは違う。でも、海と山は、困難だけれども結び合うと豊かになれるんですよ。

山は海を持ち、海は山を持つんです。そして、山と海は必ず環境問題でいえばつなが

っているんですよ。ばらばらに考えてはいけない。だから、海と山が、普通の人間で

言えば結婚して新しい自治体になることのほうがずっと豊かになれると考えている地

域を見ると、海のほうと山のほうと結婚した後、海のほうの考え方でやったら、山の

人たちは絶対不満になりますでしょう？ 一つになるんだから、一つになったことの

よさはみんなで共有する。でも、山の持っていた今までの文化、海の持っていた文化

は、それ自身をそんなに失うことはないから、それを残しながら何かやってもいいん

じゃないですかというふうに、そういう声が地域から上がってきたんですね。 
 
 上がってきたときに、実は、今回の基礎自治体の行方については、総理の諮問機関
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である国の審議会がございまして、「地方制度調査会」というんですけれども、実は、

案はここが議論する前に政権党にかかるんです。自由民主党の中に地方自治のプロジ

ェクトチームというのがありまして、ここに素案がかかっていって、一応大筋の合意

があったものが地方制度調査会にかかるんです。したがって、政権党がこういう問題

についてどう考えたかということが致命的に重要だったんです。 
 頭のかたい自民党が次のように考えたんです。私は、この 1 点で、自民党のこのプ
ロジェクトチームに入っている方々は、よくぞ踏み切ったと思っているんですが、そ

のときの文書が残っています。こういうふうに言っています。「合併前に市町村が地

域で果たしている役割の重要性にかんがみ」－従来の市町村が果たしてきた役割が非

常に重要であると。したがって、合併後、それまでその合併前に市町村が果たしてき

た役割というものを生かすようにすることが必要である。そのためにはどうすればい

いか。旧市町村単位のまとまりというものがあるから、そのまとまりを新しく生まれ

ていく合併した後の自治体の運営に、その旧市町村の当該地域の住民の意向がまず反

映できる仕組みをつくれ、と。 
 
 2 番目に、新しい市になった自治体はいろんな仕事をやることになるんだけれども、
その自治体の事務の一部を地域の中へおろせ、地域に付与せよ、分権せよということ

になります。一定の地域を定めたら、その地域へ市長さんが持っている事務の権限を

一部渡せ、と。そういうような仕組みのことを「公的仕組み」と称して、それを当時

は「近隣自治組織」と呼んでいた。これが自民党の案だった。 
 この自民党の案は、私から見たら、それは画期的な案になっています。それは幾つ

かの点で画期的だったんです。一つは、繰り返しますけれども、昭和大合併から今回

の平成大合併の途中まで全くなかった発想です、この発想は。旧来のように一つでま

とまれと言うしかなかった。たまさか一定期間だけでいいから地域の協議会を置けと

言っとくしかなかった。それを踏み切った。したがって、この案は内閣総理大臣の諮

問機関である地制調の答申に反映し、それが先ほど言いました地方自治法上の規定と

して定まったんです。 
 
 実は、今、私が紹介したことにどうして新味があるかということになります。注意

深く言わなきゃいけないことがまず一つございます。それは、この地域自治区のよう

なものというのは、基礎自治体の中に自治体をつくることではありません。日本の地

方自治の仕組みというのはどうなっているかというと、都道府県と市町村になってい

る。しかし、これは憲法が定めていません。これは地方自治法によって変えられるん

です。例えば、都道府県をかためて、上に道州みたいなのをつくって、都道府県を置

いて、基礎自治体をつくってもいいですし、基礎自治体の中にもう一つつくっても構

わないんです。しかし、現在の仕組みは都道府県と呼ばれるところと、基礎自治体と

しての市町村という 2 つによって構成されているんです。これを二層制と呼んでいま
す。 
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 したがって、今回、基礎自治体の一部、一定の基礎自治体の中に、市町村の中の地

域の一定の地域を定めて、そこに地域自治区を置いて、その地域自治区の住民の人た

ち、地域自治区を置くわけですから、その地域の住民全員が地域自治区の住民になる

んです。ここがポイントです。これは任意組織でありませんので。したがって、すべ

ての住民がメンバーになれるんです。 
 いいでしょうか。これが町内会と違う点なんです。町内会は任意組織ですから、極

端に言うと、入りたくない人は入らなくて済むんです。地域自治区というのは住民を

持っていますので、したがって、全員がその地域自治区のメンバーになります。 
 その上で、この地域自治区には仕組みがありまして、1つは、その一定の地域にかか
わるような事柄－何がかかわる事柄であるかということは、それぞれの自治体で条例

によって決めていいことになっています。どういうことが一定の地域の事柄にかかわ

るかということについては、国が指図していませんから、こういうことはこの地域に

かかわりますと決められるわけです。 
 
 例えば、一番大きな話ですれば、今は合併後の建設計画の実現ですから総合計画で

すが、やがて総合計画の期限が来れば手直ししなきゃいけません。もう一度つくり直

すときには、必ず各地域に落としてやったときに、地域はどういう施策を重点的に行

うか、必要があるかということは地域ごとに違ってきますので、そういう事柄につい

ては皆さん方がこれから今やろうとしているような協議会にかけて、そこで練ってい

く。そこで意見が議会及び市長さんのほうへ出ていかれるというやり方がとれるよう

な仕組みを中に持つと。 
 はっきり申し上げると、実は、これ、議会に似ていますので、おしゃべりする機関

なんです。でも、おしゃべりする機関ですけれども、性格上は一応市長さんの諮問機

関になります。ただし、ここできちっと議論していけば、市長さんも議会もこれを簡

単に無視することはできませんから、事実上、地域の意向は反映することになります。

間違いなくなると思うんですが、諮問機関でございますので、うんと極端に言えば、

議会がノーと言ったらノーなんです、これは。 
 
 しかし、諮問機関ということは何のことかというと、こういう協議会を設けるだけ

では、住民自治は進まないんですよ。それで、自民党の皆さん方、何を言ったかとい

うと、「自治体の運用上は単に地域の住民の意見が反映するだけじゃなくて、自治体

の事務の一部をその地域自治区に授権せよ」と言っているんですよ。そこへ渡せと。 
 渡すということはどうなるかというと、一定事項については地域の住民と、多分そ

こにある種の役所的なものが置かれますので－ここで言えば総合支所になりますかね

－ここの方々が企画立案していいということになるんですよ。単に執行するんじゃな

くて、一定の事柄については皆さん方にお任せしますから、自分たちでよく考えた上

で、それは限度はございますけれども、企画立案してください。企画立案したら自分

たちの手でそれをやり遂げてください。そのことによって住民のさまざまな自治の力
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を強めてくださいという、そういう趣旨なんですよ。これが違う、従来と。 
 ということはどうなるか。ここが一番わかりにくい点なんです。この仕組みがわか

りにくい。多分、既に総合支所におる職員が一番悩ましいと思うんです。ここ仕事が

ございますので、支所でやる仕事は。相当程度持っていますので。支所の仕事は、一

種の出先機関ですから、したがって、地域の住民を相手にして、そこで地域の人たち

の便利なように事務をこなせばいいと思い込みやすいんです、総合支所をつくっても。

もし、そうなったら総合支所をつくった意味はほとんどないんです。これは必ず形骸

化していって、やがて非効率だからといって本庁のほうへ吸収されます。 
 どこがポイントであるかというと、総合支所に委ねられた事務、仕事を、地域審議

会及び住民の人たちと一緒に企画立案して、できることは地域の住民の人たちがかか

わるその仕組みをつくり出せ得るかどうかが勝負なんです。これをしない限り住民の

自治は動きません。 
 
 私の経験を幾つかお話し申し上げます。 
 まだこういう法律がないときに、私が東京で実験をしたことがあるんです。イタリ

アにボローニャという市がございまして、昨年も行ってきたんですけれども、別に日

本がボローニャのまねしたつもりは毛頭ございませんが、ボローニャはいち早く、日

本で言う地域自治区制度を実現している最初の国なんです。実は、地域自治区に警察

官まで配置されているんです。皆さん方、もしイタリアに御旅行されるんだったら、

ボローニャ市に行ってきてください。ボローニャの地域自治区を見てください。どれ

ほど地域に根差した自治が生き生きしているかということがわかります。これがちょ

うど現在日本がつくろうとしている地域自治区と似ているんです。 
 昨年行ってきましたので、そこの親分みたいな人と議論してきまして、いよいよ日

本とイタリアとボローニャは競争に入ると。勝利は我が手にあると。多分私はサッカ

ーで敗れると思っているけれども、地域自治区は日本のほうが絶対勝利してみせるか

らと、たんか切ってきました。 
 
 実は、最初にボローニャに行きまして、その後、それを－若げの至りだったんです

けれども、東京の中野区で実験したんです。このときに、現在で言うような地域自治

区を中野区でつくったんです。地域協議会というのを。そして役所も地域センターを

つくってみた。やってみて、私の失敗はどこにあったかというと、ちょうど市議会の

ようなものを置いたんです、各地域の単位に。住区協議会と呼ばれる、住民の皆さん

方が集まってきて議論をする場を置いたんです。 
 ところが、これを動かしてみて、やってみたら、しばらくしたらやることがなくな

ってしまった。集まってきておしゃべりをするんだけれども、一通りしゃべっちゃっ

たら、おしゃべりするだけですから、何にもそれ以外やることがなくなっちゃった。

はい、1抜け、2抜け……、抜けていった。私の失敗は、地域センターと呼ばれる市役
所が持っている仕事と、地域の住民のかかわりということを、ついぞ頭の中になかっ

-  - 8



 
企画部総合政策課地域政策班 

たということなんですよ。 
 その失敗に懲りまして、それを失敗させないような仕組みを次にどこで一生懸命や

らせてもらったかというと、静岡県の大井川町というところです。大井川が流れてい

る小さい町ですが、ここの町長さんは立派な人でして、ここは「まちづくり条例」を

つくりまして、この中に地域自治区制度をつくりました。 
 
 どういう仕掛けになっているかというと、大体、町内会単位を基盤にしまして、町

内会単位で一番小さいまちづくり委員会をつくりました。より広めのまちづくり委員

会をつくって、協議会をつくって。 
 一番小さい単位のところをどうしたかというと、ここへ 2 つの性格を持っているお
金を渡しました。1つは、一番小さいまちづくり委員会の運営に係る最低限の経費、こ
れを運営経費として渡しました。もう一つは、この一番小さい単位のまちづくり委員

会から企画を出してもらいたい、アイデアを出してもらいたい。事業計画、自分たち

で今年 1 年間、あるいは 3 年間の間でどういうことをやりたいかという事業計画を出
してもらいたい。そして、その事業計画が条例上マッチしているならば、それにお金

をつけますと。 
 動きました。ここ、動いています、まだ。なぜかというと、自分たちで出したアイ

デア、つまり企画立案したものが、ささやかでもそれが活動や事業になって、自分た

ちで体を動かしてやっているからなんです。これをやらない限り住民自治は一歩も進

まない。おしゃべりする機関をつくっても自治は進まないものなんです。というのが

私の体験でした。 
 
 それで、この 2 つの、最初は意気込んで失敗しまして、大井川町は乗せたんですけ
れども、その後、このことを何とかして今回の市町村合併で実現したいなぁと思って、

今までかかわってきたところを、細かいことはお話しできませんので、一、二お話し

申し上げます。 
 先ほど言いました地方制度調査会が現地を調査していて、答申に反映させていった

ところは、広島県の安芸高田市です。新しい高田市です。ここに高宮町という町内会

があります。ここは立派でして、これを一種の地域振興会という、地区の振興会をい

っぱい持っていまして、ここで言うと皆さん方のコミュニティセンターみたいなとこ

ろと近いんですが、コミュニティ会議と近いところですが、たくさんありまして、こ

こが事業をやっているんですよ。 
 さまざまな事業をやっていまして、その事業をやることを中心にしながら、合併後

もまちづくり委員会を生かしているんです。ここを国のメンバーが見に行って、なる

ほど地域の住民の人たちが地域を担うというのはこういうことか。そうすると、これ

は、自分たちの手でお互いに、若干汗をかきながら、若干お金も出し合いながら、あ

るいは資金も自分たちで工夫して調達しながら、自分たちの手で事業をやっているな、

これは何か手がかりになるなと考えて、これが答申に反映している。そういう意味で
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も有名なところなんです。 
 最初に地域の住民と結び合っていて、一番まちづくり委員会みたいなもので頑張っ

ていて、事業をやっているところで有名になったのはここでした。高田郡は 6 町村が
合併して安芸高田市になりまして、ここは依然としてある種の地域自治を実現してい

るところです。 
 
 それから、日本で、今、基礎自治体で最も面積が大きいのが飛騨高山、高山市です。

ここは高山市と周辺の 9 市町村が合併しまして、東京都と同じ面積です。大型合併で
して、ここに私はお手伝いに行きました。 
 ここはどうしているかというと、御案内のとおり高山市は観光の市でして、たくさ

んのお客さんがいますけれども、山国ですので、周辺はほとんど中山間地なんです。 
 そこで、私どもがそこへ行くと、それは合併して市は中心街がありますけれども、

合併したところが集権集中型で、本庁を中心につくったら絶対寂れるということは、

はなからわかっていたんです。したがって、高山市はここと同じように総合支所を置

き、本庁の機能を限定して、地域でさまざまな活動ができるようにしています。職員

の現在の配置でいいますと、7割近くは総合支所にいます、依然として。そこで地域の
人たちと従来の自治を守りながら、新しい可能性を今、導き出そうとしているところ

です。ここが一番大きくて、基礎自治体の中でこういう分権分散型でやったんで頑張

っているところです。 
 
 それから、合併しなくてやっているところがあるか。あるんです。愛知県の高浜市

がこれでして、高浜市は、お隣が刈谷といいまして日本で最も豊かな市なんです。あ

そこは産業がいっぱいありまして、地方交付税なんてもらっていません。高浜市も地

方交付税もらっていません。したがって、経済的に危機は来ていません。刈谷が一番

お金持ちですけれども、刈谷のまちは、行ってみるとわかりますが、寂しいまちです。

お金持ちだからといって、いいまちになっているとは限りません。―あっ、これは内

緒事です。刈谷の人に気の毒ですので。あんなにお金があるなら、もっと美しいまち

をつくりゃいいじゃないかと、私なんか言うんですけれども。ともかく合併ができな

かったんです。あまりにも相手が裕福で。裕福なここが合併してもらえなかったんで

す。 
 実は、ここの市が私を呼びまして構造改革をいたしました。基本的に言うと、市役

所の仕事をほとんど株式会社でやっています。効率よく、ほとんどの仕事は外に出し

ています。それだけに限らず、ここは地域内分権をやり始めていました。特定の地域

に相当程度そこで仕事が行われるように、これを「市民分権」と言っているんですけ

れども、地域内分権をやり始めています。 
 ここは森さんという市長さんですが、市長さんは内々次のように考えています。将

来、一定の地域に単に権限を渡すだけじゃなくて、そこから上がってくる住民税の一

定部分はこの地域に還元して、この地域で事業を興してやってもらってもいいと自分
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は考えているけれども、このためには国の税法の改正が必要だから、それまではぎり

ぎりまで地域にいろんなものを落としていきたいんだとお考えになっています。ここ

は裕福ですけれども、地域内分権をやり始めています。 
 
 同じ裕福でも、合併したがゆえに頑張ったところが幾つかあります。そばに豊田市

という有名なところがあります。豊田市は単独で人口 34万ですから、どことも合併し
なくて済むんです。もうともかく左うちわですので、あそこは。 
 ところが、この豊田市は周辺 6 町村と合併に踏み切りました。このときに市長さん
が偉かったんですよ。普通はこう考えますよ。このぐらい大きかったら、こんなもの

は豊田市からすると、周辺の 6 町村全部引っ抱えても財政大丈夫なんですよ。逆に言
うと、合併する理由はない、この 1 点で。そんなものは若干お荷物になるけれども構
わない。 
 どうして合併したかというと、ここの市長さんは、ほかの町と豊田市を見ていて、

「どう見ても、先生、豊田市の中の市民の自治が弱いんです。市民は役所のやること

には文句つけるけど、自分たちの手で地域を担うなんて考えていないんです。ここだ

けの話ですけど」と言うんですよ。自分は合併を契機にして、合併した町村に全部自

治区を認めて、ここに新しい自治の仕組みをつくり出すことによって、市内に新しい

住民自治の単位をつくっていきたい。そのために先生来て講演をせよと。それで、豊

田市に行ってきました。 
 豊田市は、今、これで合併する。あとこれで動いています。ここは「夢ある合併」

という、夢を地域自治区に託しました。立派な市長さんです。 
 
 飯田市の話を後でいたしますので、飯田市もお手伝いに行きまして、飯田市もほぼ

ここと似たようなやり方を取り始めていますので、ここもまた頑張ってやっていると

ころでございます。 
 あと 2つほど、私がお手伝いした実例で申し上げますと、この 3月 31日に、宮城県
で大崎市というのがスタートしました。これは、新幹線が通っている古川市と、プラ

ス 6 町村で大合併をいたしました。例えば、その中には岩出山町という小さい町がご
ざいます。岩出山町というのは、男女共同基本参画条例を町村で最初につくった町で

す。そこを含めまして、大崎市というのを合併してつくりました。 
 大崎市は何と言っているかというと、「大崎市から平成のデモクラシーの夜明けを

切り開くんだ」と言っています。その意味は何かといったら、ここも同じように地域

自治区を置いています、ちゃんと。これほどの合併をしましたので、旧町村単位で古

川市内を含めまして、ちゃんと自分たちの手で自治の営みができるようなものをつく

り出すことによって、ここから「平成の大合併」から「平成のデモクラシー」という

ものを打ち出すんだって意気込んで、今、スタートしてやり始めています。 
 
 もう一つ、ごく最近、これも 3 月に合併したところですが、北海道はあまり合併が
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進まないんですよ、だだっ広いものですから。本州の面積の感覚でいうと北海道は困

るんですが、そういう中で、北海道で新北見市が成立しました。北見市は、従来の北

見市プラス 3町です。ここも北見市の市長さんが偉くて、北見市ぐらい大きくなると、
大体吸収合併でしょう。ところが、そうじゃない。吸収合併であっても、北見市はど

う考えたかというと、すべての 4 つの地域に自治区を置きました。そして、ここはち
ょっと変則で、ここが本市と違う点です。ここは自治区長さんに特別職の副市長さん

を置いています。 
 
 ここは、いろんな考え方があっても結構でございますが、ちなみに今日の話と直接

結びつきませんけれども、地方自治法が改正されまして、従来の助役、収入役が廃止

になります。助役さんは副市長さんにかわります。収入役さんはもともとろくな仕事

やっていませんので廃止です。－あっ、この中においでになったらごめんなさい（笑）。

会計処理はちゃんとやらなきゃいけませんけれども、特別職で置いている必要はあり

ませんので、これは法律上は廃止になります。助役さんも「助役」なんて古めかしい

言葉でしょう？ 女房役なんていうのは。男女共同基本法に反していますよ、あの言

い方は。したがって、これは廃止です。したがって、副市長さんを置くことになって

います。副市長さんを置く場合は、条例によって何人置いてもいいんです。これにど

ういう権限を渡してもいいんです。それは各自治体の条例で定めていいんです。した

がって、北見市の場合は、副市長さんを置き、各地域自治区の区長さんに当てるとい

う方式をとりました。 
 
 このように、幾つかの自治体では、まあ私としては－どういうわけか、こういう自

治体が私をお呼びになるんですよ。あの人は苦労するほうを一生懸命言う人だと。私

はいつもそうやって学生たちにも言っているんですよ。楽なほうを選ぶな。楽なほう

を選ぶと人間は輝かないぞと。苦しいほう、困難なほうを選んだほうが絶対に輝くぞ

と言っていますので、そうやって今まで教壇に立ってきました。そのほうが励まされ

ます。 
 
 さて、地域自治区のどこが一番困難かということについてお話を進め、それと同時

にここの可能性についてお話し申し上げたい、そう思います。 
 まず、困難のほうからいきますと、実は市町村合併絡みでこういう仕組みをとりま

すと、どうして当面それで乗り出すことが可能であるかということを、現実的に見る

と次のように言えます。 
 このたびの平成大合併で、ぎりぎり前の法律－今も特例法でやっているんですが、

前の法律でぎりぎり合併したところは、ちょっとかたい、財政の話ですけれども、地

方交付税という仕組みがございまして、これは国税の今 5 税でございますけれども、
所得税、法人税、酒税、たばこ税－国税のたばこ税－及び消費税。これの一定比率を

プールしまして、最低限やらなきゃいけない仕事を各自治体がみんなやらなきゃいけ
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ないからお金がかかる。しかし、その土地の人たちが納める税金だけではとても賄い

切れないところがいっぱいあるんです、日本には。したがって、この国税の 5 税にな
っている地方交付税の税源は、もともと自治体が共有している税だと考えて、したが

って、どうしても足りないところへこのお金を回すという仕組みがあるんです。自治

体同士で協力し合っているんです。 
 
 うんと極端に単純化して言うと、大都市と農山村部でお互いに支え合っている仕組

みなんです。大都市の典型は東京都です。東京都はずっと地方交付税はいかないとこ

ろなんですよ、裕福だと思われていますので。事実、裕福なんです。だから、あそこ

にはお金がいきません。お金がいかないだけでなくて、あそこからたくさんの税金が

上がります。 
 しかし、税金が上がっているのは東京都が頑張っているからじゃないんですよ。あ

そこは人口が集中しているからなんです。そして、大手の本店、本社が集中している

からなんです。だから、税金がいっぱい上がるんです。ここで上がった税金をプール

しまして、一部がここへ来ているんです。これは自治体同士で支え合っているんです。 
 どうしてこの理屈が成り立つかというと、東京都は－今、東京都は石原慎太郎知事

ですけれども、ちょっとこの人はきつい人でして、東京都がやたらお金を吸い上げら

れているから東京都によこせって言っているようなタイプの人ですから、私はあまり

好みじゃないんですが、しかしまあ東京都側からすれば、一生懸命上がっているお金

をわけのわからぬところへ、農山村にお金がいっているのは何だって言いたくもなる

かもしれない。 
 しかし、そんなことを言ってはいけない。なぜかというと、東京という大都市は、

東京という大都市だけで成り立っているわけじゃないからです。例えば、東京都とい

うのは総体的に緑が少ないから、酸素を生産している能力は極端に低いんですよ。農

山村は山がいっぱいあり、酸素をいっぱい生産しています。だから、大きな大きな仕

切りをつくりまして、東京都がごちゃごちゃ言うんだったら、おまえのところへ酸素

回さないぞと言えばいいんですね。そういうふうな観点で見ると、東京なんていうと

ころは農山村があるから成り立っているんですよ。ところが、東京で生きていると、

どう思うかというと、農山村なんか知るかと。俺たちは俺たちで稼ぎ出しているから、

俺たちが稼ぎ出した税金を俺たちが使っていいんだと思いやすいんです。これを都市

の人間の思い上がりと言うんです。おごってるんですよ。 
 
 どうしてそういうふうに思いやすいかというと、都市というのは人間がつくってい

るものなんです、あれは。この会場は、都市です。この会場にある自然は空気と皆さ

ん方の体だけです。私と皆さん方の体以外は全部これは人工物ですから、これは都市

です。都市は快適で便利なんです。今、クーラーきいていますでしょう。きいている

ということは都市だから。都市は誰がつくったかというと人間がつくった。人間って

誰のことかというと脳がつくっているんです。ここの脳が。したがって、都市は脳の
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中に全部あるんです。人間が、脳がつくりますので、不便で嫌なところはつくるはず

ありませんから。したがって、都市で生きていると人間は鍛えられません。絶対に鍛

えられません。 
 
 鍛えられる場合は、今日のように新幹線が滞る場合なんですよ。困るでしょう。今

日なんて盛岡の駅員なんて相当ひどかったですよ。至るところでけんか状態ですよ。

あの程度の事故が起こっただけで、日ごろは必ず機械でコンピューターで全部制御さ

れていて、滞りなく快適で便利に運ぶと思い込んでいるんですよ。だから、一回それ

が絶たれると自然状態に戻るんですよ。すると生の人間が露骨に出るんでしょう。楽

しいですね、ああいうのを見ていると（笑）。しょうがないじゃないですか、人身事

故が起こっているんだから。怒っても仕方ありませんけれども、都市の中にいるとい

つも快適で便利であることが当たり前になるんですよ。こんな中だけで子供を育てた

ら、子供はだめになるのは当たり前。わかっていることじゃないですか。自分で思う

ようにならないことを体験しない限り、人間なんて人間になれるはずはないんですよ。 
 
 今日なんて私は苦労してきましたから。4人で相乗りしてきましたけれども、タクシ
ーで 4 人相乗りすると急速に仲よくなるものなんですよね。あのタクシーの中という
のは不思議にプライバシーが守れないんですよ。聞かれるんですよ、「お客さんはど

こまで行くんですか」「何で行くんですか」「どうして 1 時まで行かなきゃいけない
んですか」って。黙っていられないじゃないですか（笑）。いやいや、今日はお呼ば

れがありまして、今日お話しに行かなきゃいけないので、どうしても行かなきゃいけ

ないと。皆さん方と御一緒させていただいて大変助かりましたと言ったら、今日はお

二人とも同窓会なんですよ。大曲で降りましたら、もうかれこれ 1 時間半ですね、同
窓会の古いお友達が駅にずっと待ってたんです。うれしい話ですね。 
 車の中で何て言ってたかというと、「30 分は待ってるけど、1 時間半は待ってない
なぁ」と。しかし、私は、「もし待っていたら、友情は 3 倍か 5 倍になるのと違うん
ですか」と言ったら、待っていた。そうしたら、その人、うれしそうだった。今日、

事故が起こったから、この友情は温められなかった可能性がある（笑）。 
 だから、何か不都合があって、人間の思いどおりにならないこと、そのことのほう

が本来じゃないですか。それを一番体現しているのは自然じゃないですか。雨もどし

ゃ降りになるじゃないですか。だから被害が及びますけれども、自然は人間が簡単に

はコントロールできないんですよ。だから、自然を敬い、自然の恵みを大事にしよう

とする知恵を育んだじゃないですか。日本の文化の基本は全部これなんですよ。これ

を失ったら、都市だけで新しい文化がつくれるはずはないんです。 
 
 逆に言うと、今度は都市のほうから農山村の人たちを見ると、農山村の方々は、な

るほど農山村は困難だから、都市も都市なりにいろいろ頑張っているから、そこで生

み出しているお金がここへ来るんだったら、ここへ来たお金は一銭たりともむだ遣い
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はしないから、絶対に自分たちでむだ遣いしないで生かしてみせるからと、そういう

ふうに言わなきゃいけないんですね。つくらなくていい施設をつくって、閑古鳥を鳴

かすような施設をつくっていいのかって考えたときに、東京から来た人に説明できな

きゃおかしい。そのためには必ず、施設に限りませんけれども、こういう施設、こう

いう事業はどうあったらいいかということを住民が一緒に議論すると変なものはつく

らないものなんですよ。国から言われたようにやるからいけないんですよ。補助金ど

おりやるから、変なものがつくられてきたんですよ、ばか高いものが。 
 住民が入ってやったら、いろんなことがわかるようになるんですよ。おお、そんな

にお金がかかるのか、と。どうして役所が物を調達すると、民間同士よりこんなに高

くかかるのか、どうしてこんなふうな設計になるのか、どうしてこんな変なものを設

計するような設計事務所に設計を頼むのか。いろんなこと気がつくじゃないですか。

建物をつくった後、じゃ、このお金はどのぐらいかかって、どういうふうに使い勝手

がよくて、このお金はどうやって行使するのか。いつになったらこれは行使しなきゃ

いけないのかと。そういうことがみんなわかるようになるんですよ、住民の人たちが。 
 
 地域の住民の人たちの一番の弱点は、役所がやっている事業はどういう性質のお金

でやっているかということをほとんどわかっておられないことなんですよ。したがっ

て、今、何を言っているかというと、一つは、皆さん方が役所にいろいろ注文を出し

てもいいんです。間違いなく構いません。でも、ここで役所がその事業のために出し

ているお金は、皆さん方が払っている税金だけでは賄い切れてないということなんで

すよ。逆に言えば、だからこそ、むだ遣いをしないためにも、住民が入って役所の意

思決定をきちっと監視できること。もうちょっと言うと、役所がさまざまな事業を組

むときに、本当に住民のセンスが入っていくこと、そのことによって自分たちが使え

るお金をむだにしないこと。そのことをきちんとやることによっても、都市部と農山

村部はきちんと支え合っていくことが可能になるんだと。大きな視点の中から小さい

事業の行方や小さいこともきちんと考えていかれること、そのための仕組みをどうや

ってつくればいいかということになる。 
 
 たかだか今までやっていたことは、多分、集権型のタイプは、審議会を置いて、住

民を募って、しかも審議会のメンバーは大体役職人事ですから、主立った団体の代表

者が来て審議会をやるんです。それに意味があります。私は意味があると思っている

んですが、しかし、私どもがいろんなところで実験しましたら、さっきも御案内のと

おり、ああいう審議会もほとんど公募委員を入れ始めているんです。 
 公募委員と従来の各団体の代表者とどこが一番違うかというと、ちょっと個人差は

ございますが、公募委員のほうがはるかに勉強してくるんですよ。従来型の代表者の

方はほとんど勉強してこないんですよ。だから、役所のほうの担当者が出した原案に

ついて、若干の議論はしますけれども、ほとんどお認めになるんですよ。そのやり方

はほとんど議会と同じなんです。それで一言議会について申し上げたい。 
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 今日は議員さんおられないかもしれませんが、この中に将来、市議会の議員さんに

なろうとしている人がおいでになるかもしれませんので、一言。私は現在、市議会の

議会の改革に乗り出しているんですよ。今までの市議会だったら要りません、はっき

り言うと。議会はろくなものじゃありません。どこがろくなものじゃないかというと

－たくさんのことをお話しできますので、今日はこのために来たわけじゃありません

けれども、言うまいと来たんですけれども、一言言わないと気がすみませんので。 
 
 合併した後を見ていると、ほとんどの議会は変わらないでいるんですよ。どうして

この人たちはこんなに変わらないのか。 
 実は、少し皆さん方、飯田市のことを気にかけておられますので、まず飯田市のこ

とをお話しするんだったら、飯田市を褒めたたえなきゃいけません。どこを褒めたた

えるかというと、飯田市議会なんですよ。市議会をたたえます。 
 あるとき、飯田市の市議会の面々が私のところへ来ました。どうしても会いたい、

と。「何ですか」と言ったら、飯田市では自治基本条例を議会でつくりたい。どこを

見ていてもほとんど首長さんが原案をつくっているけれども、将来の自治の基本的な

ルールを定めるという役割こそ議会にふさわしいと考えるので、自分たちの手で自治

基本条例をつくりたい。この中に地域自治区を打ち込んでいきたい、そういうお話で

した。そのときの特別委員会の委員長さんと数人の議員さんが東京までお見えになり

まして、知恵をかせということになりました。 
 
 それで、私の最初の相談は何だかと。「先生、議会に審議会は置けないでしょうか」

と来たんですね。審議会というのは首長さんの行政にしか置けないと思い込んでいる

でしょう、今でも。そんなことありませんよ。議会は合議体なので、合議体の中にま

た審議会を置くと屋上屋を重ねるからおかしいと思っているのは固定観念なんですよ。

飯田市の方々は審議会を置けないだろうかと。もう既に年度の途中になっているから

改めてお金が使えない。何とかしてただで審議会を置けないだろうか。審議会を置く

と委員をお願いしますので、委員の手当問題が起こるんですが、この委員手当も出さ

ないで、何とかいい仕組みはないかという、虫のいい話で御相談に見えました。「お

お、いいな。市議会が自治基本条例をつくるのか。それは頑張ろう」ということにな

りました。 
 
 それで、飯田市の場合、どうしたかというと、飯田市の議長さんのもとに市民会議

をつくりました。市民会議をつくりましたので、会議のメンバーを委嘱することにな

りました。議長さんの委嘱状を出しました。四者構成です。まず、議会の特別委員会

の議員のメンバーが 6 人ぐらいおいでになりました。学識経験者もお願いしました。
地元の大学とか、ＮＰＯとか、地元のシンクタンクの方々をお願いしました。学識経

験者－学識経験者って相当怪しいんですけれども、ともかくそういう人をお願いしま

した。それから、公募の市民を募りました。ちゃんと手が挙がって出てきました。そ

-  - 16



 
企画部総合政策課地域政策班 

して、もっとすてきだったのは、4人の課長相当職に委嘱状を出しました。これがアイ
デアです。このアイデアは大森教授が出しました。 
 なぜかというと、実は、今まで議長さんが自治体の職員－首長さんのもとにいる職

員に委嘱状を出すというのは、よほどのことなんですよ。まずほとんどない。議長さ

んのもとで、現職の、実際に仕事を行っている課長さんに委嘱状を出して、議会のほ

うの自治基本条例の作成を手伝えというのはあまりなかった事例なんですよ。ここは

それをやったんです。 
 で、動きまして、最終的な段階になっていますので、これが議会に通る直前に私が

もう一回行って、それでまた檄を飛ばすことになっていますけれども、ほぼ成り立ち

ました。 
 
 すると、何が起こったかというと、原案を議会が書いていますので、議員さんたち

が地域に入ったんですよ。どういうことになったかというと、自分たちで企画立案し

ている案ですから、どんどん質問が出るんですよ。それに議員さんが答えているんで

す。この力なんですよ。今、議員さんたちの最大の弱点は、専ら執行機関に質問する

だけなんで、こんな楽な稼業ないでしょう。専ら質問することを「質疑」と言い、勝

手に自説を述べるだけを「討論」と言う。議会は自分たちでディスカッションなんて

しないんです。ということは、この議会は議会じゃないんです。 
 ここがいろんな議会の一番基本的な弱点で、したがって、現在の議員さんたちはろ

くな仕事をやっていませんので、人数を減らすか報酬を減らすべきです。しかし、私

のようにもし改革をやってくれるならば、見直してもいいと私は考えています。今の

ままだったらメンバーを減らすか、報酬を減らすべきだと思います。政務調査費なん

てもってのほかだと思います。私は、そう考えます。 
 
 実は、我が国では、市長さんのほうを執行機関と呼んでいるんです。議会のほうを

憲法は議事機関と呼んでいる。通常は議決機関と呼んでいる。ところが、この呼び方

ですっぽり抜け落ちていて、みんなが当然のように考えていることが 1つあるんです。
ここがポイントなんです。それは、この国では、市長さんのもとで執行機関がみずか

ら執行すべき事案を全部自分たちの手で企画立案しているんです。逆に言うと、議会

は、みずから議決すべき事案は自分たちの手でほとんど企画立案していることはない

んです。 
 ということは、次のようになる。執行機関のほうはみずから執行すべき事案の内容

を自分たちで企画立案するんでしょう。不都合なこととやりたくないことを企画立案

するはずがない。つまり、日本の執行機関は執行機関じゃないんですよ。自分でみん

な企画立案してくるんですよ。こういうのを世の中では「お手盛り」と言うんです。

しかし、お手盛りと思っていないんですよ。 
 そうすると、どうなるかというと、それ、議会に出てきますでしょう。議会に出て

くると、議会は一応審議する権限がありますから、市に質問が出てくるんですよ。す
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ると、執行機関の部長さんたちは、議会でいろいろ聞かれるぞ、と。何を聞かれるか

って気になるんですね。2 番目に、聞かれたらちゃんと答えられないと困るでしょう。
そうすると次はどうなるか。議会で質問すべき内容についてはあらかじめ、あれは議

長さんに出すんですけれども、全部筒抜けで市長さんの手元に来てしまうんですよ。

これを事前質問通告制と称している。どこにも、何の法律的な根拠もない。これは全

部筒抜けに出してしまうんですよ。出してしまうとどうなるかというと、執行機関は

用意万端、全部答えられる用意をして議会に臨むんですよ。この事前質問通告制はど

ちらに有利だと思いますか。絶対に議会に有利じゃありませんよ。執行機関に有利な

んですよ。だから、私は、あるところの議員さんの集まりで、直ちにこれを廃止すべ

きだって言ったんですよ。 
 
 そうしたら、会場から議員さんの手が挙がった。先生のお話は確かにそうかもしれ

ないけれども、そんなものすぐなくされたら、一番困るのは職員よりも我々である。

第 1番目に、何を質問していいかわからない。2番目に、質問した内容に答えられた答
えが本当に適切であるかどうかわからない。あらかじめ質問を渡しておいて、答えが

わかっていれば次の質問をする用意ができるけれども、そんな準備がないからとっさ

にはできないと言うんですよ。だから、私は、半分冗談ですけれども、「ああ、あな

たみたいな人が多いからね。したがって、あなたみたいな人は次の選挙のときに立た

なければいいんです」と。（笑） 
 
 つまり、日本の議会の議員さんたち、本来やるべきことをほとんどやっていないん

ですよ。自分たちで一回も条例をつくっていない人々が、条例審査ができるとは私に

は思えません。監視機能が果たせるとは思えない。大筋重要なことを自分たち企画立

案していない限り、これがちゃんとそのとおり執行されたかどうかって、どうやって

見抜けるんですか。日本の議会はほとんどろくなものじゃないんですよ。 
だから、議会は住民参加の仕組みを持っているんですよ。公聴会を開くとか、参考

人の制度をやれと言われているんですよ。やるはずないじゃないですか。首長さんの

ほうは、審議会を置いて着実に企画立案してくるんですよ、住民参加で。それが議会

にかかったときに、議会が私を呼んで参考人と呼べるんですか。こんなもの反対にし

なきゃ絶対できません。議会で企画立案する案を考えていけば公聴会を開くことにな

るじゃないですか。参考人を呼ぶことになるじゃないですか。自分たちで苦労するこ

とになるじゃないですか。住民から質問が出たら自分たちで答えることになるじゃな

いですか。それだったら、私は報酬を出してもいいと思いますね。一定数あってもい

いと思いますね。そういう活動をしない人たちが、何か知らないけど議員になるとや

たら偉ぶるんですよ。偉いと思っているんですよ、この人たちが。ここが問題なんで

す、私からすると。 
 
 これ以上言うと怒られますので、これは全国的な動向ですので、これを今、直した
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い。地方自治法の一部がこれで直っていくんです。一生懸命、今、頑張っていますの

で、私は、日本の地方自治をよくするためには、行政も頑張ってもらわなきゃいけな

いんだけれども、議会もよくならない限り、いい自治体になれないというふうに考え

ていますので、それで飯田市の例を出したんです。 
 
 ところで、飯田市の場合は、この自治基本条例の中に、言うまでもなく、これは自

治基本条例というのは自治体の運用をどうするか。つまり基礎自治体の基本的なあり

方を定めるわけですから、この基本的なあり方を定めるルールの中に地域自治区を埋

め込んでいるんですよ。しかも、この条例の改正は議会の発案になっているんです。

もとより首長さんが議案提出権ございますからあってもいいんですが、とりあえず自

治基本条例を改正する場合には議会が発案するというふうに書いてあるんですね。し

かし、この中に実は地域自治区を置いてある。そうすると、直ちに何が問題になるか

というと、地域自治区が今後果たす役割と、新しい市の議会との関係が問題になる。

旧来の議員さんたちはあんまり地域自治区が充実していくと、自分たちの役割がなく

なってくるんじゃないかと思いやすい。 
 そんなことありません。地域の自治というのは、たくさんの小さい単位から積み重

なっていくような仕組みが一番いいんです。どんなことがあっても市議会は廃止する

ことはできません。最終的な住民自治のとりでは議会にあるんです。何だかんだ言っ

たって、議会が最終的にきちっと物を考えて決めていただかない限り、一歩も、一本

になった自治体の意思決定はできません。したがって、議会がどういう観点でどうい

うふうに物事をお決めになるかということは、さらに重要になるんです。 
 そのためにも、その議会の意思決定が豊かなものになるためにも、各地域に一定の

自治を認めていいじゃないか。その自治全体がうまくいっているかどうかについて議

会で議論していただいてもいい。一定の事柄については地域に委ねた上で、全体にか

かわることについて市全体の立場からして議論して、市全体の発展に寄与するような

議論をしてもらっても、全然矛盾は来さないではないですか。とりあえずそう考えて

いいと思っていますので、私は市議会の議員さんの役割はますます重要になると考え

ています。 
 
 さて、そこで、飯田市等で地域自治区を置いていますけれども、この中で、今後の

ことで－ああ、それで、何が困難になるかですけれども、そのことをお話ししなきゃ

いけません。何が困難になるかというと、今回のこの合併は、一応、旧合併特例法で

やっていますので、滑り込みましたので、したがって、一応財政上の優遇措置がつい

ています。優遇措置は 2 つでして、合併特例債が出せるんですが、これはあんまり出
せません。きつくなっていますので。優遇措置で一番きいていますのは、地方交付税

の算定替えの特例というやつがあるんです。 
 ちょっとこれはわかりにくうございますので、最初にお聞きになった人には恐縮で

すけれども、重要ですので、なぜこの地域自治区の困難ということが出てくるかとい
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うことを説明するために必要なものですから、ちょっと説明させていただきますが、

地方交付税というのは、標準的に考えて、自治体でやらなきゃいけない仕事がわかっ

ていて、この仕事にどのくらいお金がかかるかって一応見積もれるんです。で、それ

ぞれの自治体でどのくらい税金が入ってくるかということもわかるんです。その差額

を埋めているんです。大部分の自治体では賄い切れませんから地方交付税をもらって

いるということになります。 
 
 地方交付税は、どういう自治体がもらえるかというと、普通地方公共団体といいま

して、通常の市町村、各市町村を一つの単位として地方交付税が配分されるんです。

したがって、合併前はそれぞれの単位の市町村がそれぞれ単独に計算されて交付税を

もらっていた。すると、合併すると一つの自治体になりますから、一つの自治体にな

った段階で計算することになります。 
 すると、すぐ単純なことでわかることがあるんです。あんまり大きな相違はないん

ですが、ある程度の差が出てくるのは、例えば、5つとしますと、5つの市町村が合併
した場合は、合併する前は一つ一つ、5つの自治体で交付税を算定して、必要な額を各
自治体がもらってきました。それが 1つの自治体になりますので、1つの自治体になっ
た段階で、1つの自治体として算定しますので、そうすると 5つの自治体が個別に算定
して地方交付税をもらうということを前提にして、それを全部足し算します。5つの自
治体が個別に算定された総額が出てきます。それが 1 つになった自治体で算定された
地方交付税のもらう額と、どちらが大きいかといったら、5つ個別にしたほうが大きい
んです。そうしなきゃ合併したことの意味がないんですね。合併したということは一

定の単位になりますから、交付税算定すると 5 つの個別に算定したよりも額が少なく
て済むんですよ。だから、合併することに意味があるんです。 
 
 ところが、合併特例法はどういう仕掛けになっているかというと、10 年間プラス 5
年間は、この合併した後は旧町村はもうないんです。大仙市 1 つですから、どこにも
旧市町村はないんです、もう。ところが、文書上は、というか、机の上では、旧市町

村が残っていると想定して旧市町村単位で想定するんです、ある算式があって。想定

して個別に算定して、そこに交付税を与えますと。その総額を新しい大仙市にやりま

すよという仕組みになっているんですよ。これ、優遇措置になっているんです。 
 そうすると、それはどこに適用されるかというと、端的に適用されるかというと、

これが一番重要なんですが、大仙市になったときに、旧市町村の職員はすべて 1 人も
残さず新しい大仙市の市役所の職員になりましたでしょ。1人も首になっていないでし
ょ。物すごい強い身分保証なんですよ。 
 
 実は、事実上は過員が－過員って、過ぎたる員って書くんです－過員が生まれてい

るんです。なぜかというと、一定の人口と一定の仕事をやっている市では、ある標準

的な市役所の職員の数で済むんです。ということは、今、仮定で 5 つの市町村の職員
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の総数と、一本になった市役所の職員の必要な総数と比べると 5 つのほうが多いんで
すよ。当たり前のことですけれども。大型にすると、職員は 200 人規模で要らないん
です。これを減らさなきゃいけません。合併した後、自治体運営で一番大きな困難は

これなんです。 
 
 どうしてこれを首切れないかというと、公務員の身分保証が強いんです。本人の意

向に反して首を切るんだったら訴訟に持ち込まれますので、よほどの手続としっかり

した根拠がないと、大体当局側が訴訟で破れるんです。なぜそうなるかというと、日

本の自治体では真っ当な人事評価をほとんどやっていないんですよ。合併した後、こ

の職員とこの職員を区別して、この職員は残っていい、この職員は要らないからお引

き取りいただきたいということをやるためには、客観的で、公平で、誰が見てもそう

だと思えるような人事評価の基準とその実績がない限りできないでしょ。 
 ところが、どこもやってない。やっと最近やり始めようとしているんです。したが

って、全部込みにして全部引き取っているんですよ。ということは、当然ながら、合

併した後、お金要りますでしょう。特に大型でやると、職員は全部給料出さなきゃい

けませんから。はっきり申し上げると要らない職員がいるんですよ。 
 単独だって要らない職員がいるんです、実は。辞めてもらったほうがいい職員がい

るんです。なぜそういうことが言えるかというと、職員同士が知っているから。言わ

ないだけです。あの人はもともと要らない人だと、仕事もろくにやっていないから本

来なら辞めてもらいたいけれども、言わないんですよ。私は大仙市を調べたことはあ

りませんから、全国で共通していることしか言えないんですけれども。 
 すると、どうするかというと、全部引っ抱えますので、つまり、定年で辞めた数と

新しい職員を同じ数入れると職員は減りませんね。しかし、間もなく団塊の世代が辞

めていく。その後、不補充といいまして、新しい職員を入れなければ職員の数は減る。

当面はこれでいくか、嫌がらせをして辞めさせる。「あんた、要らないんだから。役

所以外で身を立ててくれ」と。大体そうしたら身を立てられませんから、どうしよう

もない職員を引っ抱えることになるんですが、そうすると、どうしても定年退職の不

補充だけでは、少ししか削減できないじゃないですか。すぐ 10年たつんですよ。合併
した後 10年間は、少なくとも職員の給与を出せないと困るんですよ。急速にこれが減
っちゃうと。その理由なんですよ、この優遇措置は。 
 
 逆に言うと、この間、自治体の運営をどうするかということになる。誰が見ても 10
年、15 年たったら、現在の職員の数を維持するということはできなくなるんです。そ
こから実はこの地域自治区と呼ばれる仕組みの困難が生まれてくるんです。 
 なぜかというと、現在は一定の仕事がありますので、総合支所に職員を張りつけて

います。ほとんど職員がやっているんです、この仕事は。そうみんな思っています。

住民の皆さん方は、総合支所でやっている仕事を自分たちの手でやれるというふうに

考えていません。多分考えていないと思うんです。あれは職員がやるからやっている
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んだ、と。 
 しかし、よく考えてみると、あれが常勤で有給の職員にしかできない仕事かって、

怪しいですよ。窓口事務がどうして有給で常勤の職員しかできないと思います？ 住

民の皆さん方がちょっとトレーニングしたら、あの程度の仕事はすぐできますよ。 
 
 これ以上言うと、この中に職員の人が相当いますので（笑）、「私のことか」と思

われるとちょっと気の毒ですので、ちょっと後で一言しゃべりますけれども、実は一

番困難なのは次のようになってくるんですよ。だんだんと職員が減るでしょう。そう

すると、やっぱり頭の中に本庁中心主義がありますから、特に総務系統で人事系統の

人は、人事配置は相当程度本庁中心主義で内部管理すると、これ、やっぱり当てはめ

るものなんですよ、頭の中は。企画とか財政とか人事のところへ。絶対に総合事務所

に重点的な人事配置するとは考えにくいものなんですよ。 
 これ、考えなきゃだめなんです。総合事務所で本当に住民と生き生きとしていい仕

事をした以外の職員は、絶対本庁の内部管理にはつけないという人事のルールをつく

ればいいんです。そうすると総合支所は生き生きするんですよ。総合支所を、従来の

支所や出先機関扱いしたら、必ずこれはついえていくんですよ。と思います、私は。 
 そのためにはどうすればいいか。少しずつ職員の人数は減っていくんです。そのと

きに、一抜け、二抜けていくでしょう。今、総合事務所で一定の体制をしいています

けれども、職員は引き揚げてきますよ、明確に。このときに、引き揚げたときに、総

合支所でやっている仕事と、なかんずく皆さん方がこれにかかわるような地域の事柄

について、それをどういうやり方でとっていくかということを打ち込まない限り、役

所がやることだったら、そこはどんどん寂しくなってくるんですよ。寂しくなってい

って、ある段階が来たら、ガガガガッと抜けていって、必ず従来型の支所に転換する

んです。そうしたら、地域自治区のこの新しい実験はついえます。ついえると私は思

います。 
 
 今、これ、予言しています。予言が実現するまで私が生きているかどうかです。そ

んな長生きしないと思いますので。私はこの予言が当たらないでもらいたいと思って

いるんです。当たらないやり方があるんです。それが住民のかかわりなんです。 
 今日来ている住民の皆さん方、次のように考えてほしい。それから、総合支所でこ

れから勤めようとする職員と、本庁のほうにいる職員の人に次のように考えてもらい

たいんです。 
 
 実は、今回この新しい地域自治区の仕組みが出てきたときに、自治体の仕事のあり

方についての基本的な考え方の転換が起こり始めているんです。それは、住民サービ

スは行政だけがやるものではない。そうすると、ここには二通りの意味が出てくる。

住民に対するあるサービスを行う主体、活動主体は、住民であってもいい。もとより

行政であってもいい。でも、行政だけとは限らない。 
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 この後、ＮＰＯの方が御報告なされますけれども、ＮＰＯが法律でやっている仕事

のほとんどは市町村の仕事を超えているんです。ＮＰＯは民間機関です。従来の民間

機関とどこが一番違うかというと、あれは法人格を持って権利義務の主体になって契

約の主体になりつつ、基礎自治体のほとんどの仕事ができる仕掛けになっているんで

す。ということは、民間機関が公共的な仕事ができるんですよ。つまりＮＰＯは、住

民サービスを民間機関ができる仕組みをつくり出したことなんです。つまり民が行う

公共サービスなんです。公共サービスは行政だけがやるという観念が今、乗り越えら

れようとしているんです。 
 
 しかし、これも新しい考え方ですので、簡単ではないんです。もともと地域には住

民同士で互助－お互いに助け合う仕組みがあった。特に農山村ではその仕組みがあり

ました。1人だけでは生きていかれないから、お互いに助け合いながらルールをつくっ
て守ってきている。都市ではコミュニティなんて言っていますけれども、もともと農

山村にはあったんですね。英語でそういうのは、ソーシャル・キャピタルというんで

すけれども、地域には自治の根幹、地域の土壌になるような、人と人との関係がない

とだめなんですよ。やっぱり「お互いさま」ですね。お互いのことをちょっと我慢し

ながら、お互いの意欲や力を発揮できるような強力な仕組みをつくっていくことは、

もともと日本の地域社会は得意だった。都市化してそれをどんどんどんどん破壊して

きたんです。だから「コミュニティ再建」と言っている。だけど、都市はなかなかこ

れが難しいんです。 
 
 その仕組みをつくり出せるかどうかということの中に、今までだったらほとんど住

民サービスは行政が専らやるんだと考えてきた。それを、全部じゃない。行政は必ず

やらなきゃいけないけれども、その一部を住民みずからやってもいいと考えていく。

住民ができることは住民の手でやり抜いていく。その仕組みをつくり出すことこそが、

皆さん方が今回頑張っていこうとしているコミュニティの協議会、まちづくりの委員

会になるんです。 
 まちづくりの委員会は、体を動かして活動をやる主体です。協議会のほうは議論す

る場です。何を議論すればいいかといったら、皆さん方が体を動かしてやる事業その

ものの内容のやり方をいろいろ企画立案して頑張る。その中に普通の住民の人たちも

入っていかれる仕組みをつくる。 
 協議会は幾らでも分科会をつくれるんですね。あるいはワークショップもできる。

協議会そのもののメンバーは限られています。しかし、それを広い広い意味での地域

の住民参画の場としていくことによって、具体的に地域で展開していく事業そのもの

の企画立案こそ考えていく。そして、その基盤をもって、実は市長さんから諮問があ

った事項、皆さん方が建議する事項を議論するということは、必ず市議会と市長さん

は無視できなくなるんです。そそくさと形骸化したような協議会で議論して諮問答申

を出しても威力がないんですよ。裾野を広く、住民の人たちと生き生きとして日常活
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動を通しながら、そこでもまれて出てきた案であればこそ、大きな立場で議論する市

長さんと議会はそれを無視できない。そういう力を各地域がつくり出していかれるか

どうかということになるんです。 
 
 このこと自身はそんなに難しいことではないんですが、新しい仕掛けですので、し

たがって、何よりもこれを基本的に補佐する、これを手助けするような総合支所の職

員の人たちの意識改革が必要なんです。総合支所に配置されている職員は、総合支所

に出てきて仕事だけやればいいというものじゃないんです。総合支所ができ上がった

最大の意味は、この地域のまちづくり委員会と一緒になって、まちづくりについて一

緒に議論するような職員のあり方に、自分たち自身を変えていくことができるかどう

かなんです。だから、総合支所の職員は大変ですよ。 
 総合支所の職員が生き生きとして地域とつき合うということができる。もうちょっ

と言うと、地域の人たちと真っ当に議論ができて、真っ当に新しいアイデアが練り上

がっていくような、そういう力を発揮できるような職員をこそ、本庁の人事担当者は

見ていてほしいんです。そのことを人事評価に反映してほしい。ありきたりの仕事を

しないような、そういう総合支所の職員ではなくて、少々この職員は物を言うんだけ

ど、いいじゃないか、と。地域は地域であるぞと、従来で言えばちょっと出る杭のよ

うなタイプだけど、ここの人、ここの職員は地域の住民とちゃんとわたり合っている

じゃないか、こういうタイプの職員だったら新しい職員として務まるんじゃないか、

と。本庁の総務部の方々は、そういう目で総合支所の職員の働きぐあいを見てもらい

たい。そういう職員が市役所の新しい職員像というものをつくっていくんだというふ

うに考えていただくと、少々の困難があっても、この新しい地域自治区及び総合支所

は必ず私は維持できると思っています。 
 もし、このことをお忘れになって、ありきたりのやり方をとれば、日数そんなにた

たないうちに急速にしぼんでいって、せっかくの大仙市の新しい息吹がすーっと萎え

ていって、通常のどこにも見られる自治体におさまっていくと、私は思っています。 
 私は、市長さんおいでになりますけれども、ここの市長さんは本当に、これこそが

新しいこの市の将来を決めていくというのをお考えになっていますので、したがって、

市長さんの意向をぜひとも現場及び本庁の職員の人たちが体しまして、職員はすべか

らく執行機関としては公選首長を全力をもってこれを補佐することを任務としている

んです。したがって、市長さんのお考え方を体現して、それが日々の仕事に反映でき

るように頑張ってもらえるといいなぁと、そういうふうに思って参りました。 
 
 私としては、こうやって少したんか切っていますので、全国で今、少しずつネット

ワークをつくり始めていまして、こうやって新しい困難を知りながら乗り出していっ

た分権分散型の基礎自治体がネットワークしいて、もうこれについては国や県から何

の指導も来ません。これからは県庁にどうしたらいいかって聞いても来ません。－こ

のことを適用すると、各総合支所及び各地域自治組織の皆さん方はどうしたらいいか
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ということを本庁の担当企画のほうへ聞かないでほしい。 
 聞いたら何か答えますよ。聞いて答えたら、答えた方向でやらなきゃいけませんよ。

人間に聞くわけですから。聞いてやらなかったら非礼ですから、聞かないこと。少々

困っても聞かないで、総合支所の人も悩むこと。悩んでも住民と検討してこれならや

っても大丈夫なら、やってもいいんです。お金の使途についても、500万円単位で使え
ると聞いていますが、これは右から左へお金が使える訳じゃありません。これは必死

になって企画立案して「なるほどこれならば」というところにお金を使えるようにす

る、これは何もしなくてお金が使える仕組みじゃありません。そんなことやったら自

治は堕落します。だから、総合支所と皆さん方が主になって、このお金が最も有効に

使えるためには、こういう活動で、こういう企画をしていく、このことについては本

庁は大らかでいるから、自分たちにちゃんと理があればやってもいいと。 
 
 同じことなんです。これからは県庁に聞いても県庁は答えません。国に聞いても指

導なんかしません。基礎自治体は自分たちでやっていいんです。基礎自治体はどうし

てやっていいかというと、やった事柄について、やる事柄について、住民にちゃんと

説明して住民の納得が得られればいいんです。同じことが各地域の皆さん方が物事を

企画する場合にも、自分たちの地域の住民に対して、自分たちはこういうふうに物を

考えて、こういう仕掛けでやっている。市長さん、議会に対しても、自分たちはこう

いうふうに考えて仕事を組んでいるということをきちっと言える限り、そこに裁量権

が委ねられていると。そのことが最も地域の自治にとって大事なことだと私は考えま

す。ささやかでも、こうやって地域の一番現場から自治の息吹というものをつくり出

していくということが 21世紀へ向かっての基礎自治体の新しい姿だと私は考えます。 
 私は、今回の平成大合併に直面しまして、今まで 30年前にはこういうふうに物を考
えていなかったんです。基礎自治体の考え方は、合併して、合併の困難の中からこう

いうタイプのものを現場が生み出してきてくれたからこそ、このことを議論に乗せる

ことが可能になりました。ささやかながら、日本の地方自治の理論の中に、新しいタ

イプの基礎自治体の議論を打ち込むことができたのは、現場がこれに踏み切っていた

だいているからなんです。その意味で言えば、研究者は常に現場から学ぶ以外にはな

くて、私から皆さん方にお教えすることではない。皆さん方が知恵を出してやってく

ださると、私はそれを見てそれを書き、講演会に回っていって、「皆さん方が疑うな

ら大仙市に行ってみろ」と言えますので、あとはすべて大仙市が責任をとっていただ

くということになるものと思っています。 
 
 少し口幅ったいことを申し上げましたけれども、とりあえず私から申し上げるのは

以上でございます。この後、皆さん方と懇談をさせていただく機会があるそうでござ

いますので、多分幾つか御質問あろうかと思いますけれども、そのときにお受けいた

したいと思っています。 
 以上をもって終わりにさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 
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