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【基調講演】

これからの国民健康保険・介護保険
公益財団法人松下政経塾塾長、前社会保険診療報酬支払基金理事長

河内山 哲朗

はじめに
まず広域化の話ですが、私は歴史的にはこの学会が大きな役割を果たしたということを、
冒頭に申し上げたいと思います。
2008 年 11 月、第 8 回研究会が横浜の開港記念館で「地方分権改革の総括と展望」とい
うテーマで開催されました。司会が新藤先生で、西尾先生、神野先生がおいでになり、知
事会は山田知事、市長会は縁あって柳井市長（山口県）だった私が参加し、分権のことを
テーマに話をしたのです。
ここでの付随の話として、2008 年に後期高齢者医療制度がスタートしていたのですが、
私が「高齢者医療制度は都道府県単位で行われ始めたけれども、国民健康保険もいずれは
そうあるべきだと思うのです。でも、知事会が納得されないので、なかなかうまくいかな
いのです」という趣旨の話を壇上でしましたら、山田知事は、ご自身のお気持ちの中では、
「いずれは都道府県単位とか広域化というのは、時代の趨勢としてはありうる」というお
立場でしたので、壇上でつねに前向きのお話をされたのが、記憶に強く残っています。
その後、幾多の経緯はありましたが、たまさか知事会の会長に山田知事もなられたとい
うこともありまして、都道府県のほうでそういう議論に加わってもいいという方々が、現
在もご活躍の知事の中に何人かおいでになり、決して多数派ではなかったと思いますが、
リーダーシップを発揮されて今日に至ったと考えています。
現場をよく分かっていて、なおかつ、その中でいい方向へ歩みだそうという気持ちをお
持ち方が、どこかできっかけをつくっていくと、わが国の難しい課題も解決することもあ
るとその当時、感じました。
本日は、社会保障制度の中でも、私が国民健康保険や社会保険にずっと関わってきまし
たので、そちらの話を中心にして、介護のほうは、パネリストに大西市長がおいでになり
ますのでお任せして、私は医療保険の改革を中心にお話をしたいと思います。
医療保険の改革でみなさんが関心をお持ちになるのは、やはりその金額の話ですね。た
またま今朝のＮＨＫニュースで、私が昨年まで理事長をやっておりました社会保険診療報
酬支払基金の審査のことが取り上げられていました。診療報酬の請求支払は膨大な作業が
あるのですけれども、レセプト審査の 9 割程度をコンピューターで行い決定するべきだと
いうニュースです。これについては、規制改革会議をはじめ、強いご意見も寄せられてい
ました。審査支払事務を数年前からＩＣＴ（情報通信技術）、あるいはビッグデータの活用
を熱心に検討しておりました。5 年後ぐらいまでにはそのような形で審査をすべきだとい
う意見は、根強いものがあります。大変金額がかさむものについて、少しでも節約をしな
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ければならないということが根底にある話です。ことほど左様に、医療制度改革の議論の
半分は、どうしても財政論になります。
本日ぜひともお話を申し上げたいと思うのは、一つひとつの個別ケースがあっての全体
の財政だということです。ケースすべての積み重ねが医療保険財政の総額になっています
ので、現場でどのように頑張るかという話とマクロな話、両方が大切だということを、冒
頭にお話をしたいと思っています。
国保連合会も支払基金も、毎月 10 日に医療機関からレセプトを受け付けまして、月末ぐ
らいまでに審査して、不適当なものは査定して、適当なものは 50 日後に医療機関にお支払
いするという作業を毎月、繰り返しているのです。支払基金で扱っている件数で言います
と、年間レセプトの件数が毎年増えていまして、年間で言うともうすぐ 1 兆件、膨大な、
大変な件数になるのですね。
毎月、8000 万件とか、8500 万件とか、そういうベースで受け付けていますので、審査の
9 割をコンピューターでチェックしましても、残りの 1 割、月々でいいますと 800 万件か
900 万件は人の目で判断しなければならないものが残ることになります。医療というもの
は個別性がありまして、一件一件すべて違います。同じ肺炎といっても、お年寄りの肺炎
と若者の肺炎とは違いますし、年齢により、性別により、またその人の生活環境によって
さまざまに違いますので、医療の制度を変えていこうとか、財政を改善しようと思ったら、
これはやっぱり現場の知恵がつねに大事だということですね。本日、いろいろとお話をし
たいのはそういうことでございます。
日本の医療保険制度
この会場には国民健康保険や介護保険あるいは医療保険に詳しい方もたくさんおいでに
なりますが、そうでもないという方もおいでになると思いますので、日本の守るべき国民
皆保険の骨格について、少しお話したいと思います。
諸外国と比べますと、日本の制度は結果としてうまく出来上がっていると思います。患
者さんサイドからしましても、お医者さんサイドからしましても、そう悪い制度ではない
というよりも、かなりいい制度です。
第１に日本国民全体を、生活保護の方は除きますけれども、公的な医療保険で保障して
いることです。
２つ目はフリーアクセスであるということ。日本では、患者さんは基本的に自分で行き
たい病院、行きたい診療所に行けるということです。これは諸外国に比べて、とりわけヨ
ーロッパの国々に比べますと、フリーアクセスというのは稀有な制度です。
３番目の特徴は、比較的安い医療費で、高度な医療までを公的な医療制度でカバーした
ということです。アジアの中で介護保険体制が出来上がっているのは、日本以外では韓国
と台湾ですけれども、両国と違うのは、多数の保険者、これは市町村の国保や民間の健保
組合、あるいは公務員の共済等々、保険者がたくさんあるということです。これはもう、
世界では例外的です。韓国や台湾は、日本の介護保険制度を模倣して制度設計しましたけ
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れども、保険者がたくさんあるということは模倣しませんでした。保険者というのは強く
なきゃならない、政府そのものでなければならない、そうでないとうまくいかない、とい
うことを韓国も台湾も考えまして、基本的には１保険者です。政府が医療保険という名前
を付けていますけれども、どちらかというと国営の医療制度をやっているという感じです
ね。
それから、医療提供側の特徴を言いますと、日本は民間の医療提供体制が大半であると。
公的な病院あるいは国公立みたいな所は少数派である。これも例えば、イギリスのＮＨＳ
（国営医療サービス事業）と比べますと、極めて例外的な制度です。ヨーロッパの国々の
中で民間の医療提供体制を採っているのは、フランス、ドイツあるいはオランダ等々あり
ますが、北欧やイギリス等、大半の国は直接、医療提供をするという制度を伝統的に採っ
ています。
それから、日本の現物給付方式もいい制度です。というのは、アメリカの医療保険と比
べますと明確です。アメリカでは、保険者が認めてくれないと、医療は始まりません。マ
イケル・ムーアという監督が『シッコ』という、病気にかかったときにアメリカ国民はい
かに不幸かということをテーマにした映画を 10 年以上前につくりました。その中で、例え
ば、指を 3 本失った人がお医者さんに行って「何とかしてくれ」と言うと、お医者さんは
「あなたの入っている保険会社はどこだ」と言って、まずは保険会社と交渉する。そうす
ると、
「この人の入っている保険だと、指 3 本失っているけれども、1 本だけ取りあえず手
術してください」というようなことになる。これは日本の医療とは全く違います。日本で
は、目の前にいる患者さんに対して、ドクターはすべてのことを行うことができる制度で
す。
「それではやり過ぎ」ということがあれば、レセプトが出てきて、支払基金や国保連合
会が審査して減額をすることになりますけれども、基本的に医療は、現物が必ず給付され
ると。そういう意味では、非常に恵まれた制度であるということは間違いないだろうと思
います。
次は、医療費負担です。日本には高額療養費の制度がありますので、窓口負担は 3 割で
すけれども、患者さんの実質的な負担は 11.9 パーセントとなります。ただ、最初に保険料
を払っていますので、医療費の支払比率は、公費が 38 パーセント、それから保険料の事業
主、いわゆる本人以外が 24 パーセント、それ以外を患者さんが払っている、こういう制度
です。これを高いと見るか、低いと見るか…。
ヨーロッパでは多くの国が、患者負担もなかったり、いわゆる保険料も払っていないけ
れども、税で負担をしているということになります。では税は誰が負担しているかとなる
と、これは国民が負担しているわけですので、突き詰めていくと、どちらがいいのか言え
ませんけれども、日本は恵まれた制度であることは間違いありません。
これはよく出てくる話ですけれども、日本の年間医療費はすでに 40 兆円を超えました。
本日の日本経済新聞に、iPhone ができて今年で 10 年、iPhone 本体や iPhone のアプリケー
ションなど、さまざまなものを含めて、iPhone が創り出した市場は全世界で年 70 兆円だ、
と出ていました。日本の医療制度というのは、毎年、iPhone が生み出す 70 兆円の 6 割ぐら
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いの金額を市場として持っていることになります。ビジネスマンから見ると、これは相当
大きな、しかも安定的な市場です。
支払基金の理事長をやっているときに、アメリカの保険会社の人、それからＩＴ関係の
人、例えば、人工知能や検索サービスを行っている会社の方々が、医療をビジネスととら
えて、参入したい人が、理事長室へお越しになって、
「ぜひ、自分たちも勉強したい」と言
っていました。勉強したいと言われますが、勉強が最終目的ではなくて、少しでもいいか
ら巨大市場の一端を担いたいという気持ちを持った人が山ほど来られるのですね。それほ
ど日本の制度というのは、世界の中でいうと、安定的にうまくいっていて、ビジネスとし
ても狙われるぐらいの大きな制度に今やなっているということです。
国民健康保険
話は変わりますが、今日のテーマである国民健康保険、現状では各市町村が財政単位で
す。今後、財政単位は 47 になりますけれども、加入者規模で申し上げますと、3000 万人
以上 4000 万人近い方が加入している国民健康保険は「国民皆保険の最後のとりで」とよく
言われます。これが円滑に運営できなくなると、日本の医療制度は危機に瀕します。政府
管掌、昔の政管健保であった全国健康保険協会、協会けんぽであるとか、あるいは各企業
の健康保険組合がうまくいきましても、退職したり、あるいは雇用が流動化して離職者が
増えると、国民健康保険のほうに入ってこられるわけです。ここがうまくいかないと、日
本の国民皆保険制度というのは成り立たないということは、これから先も全く変わらない
ということです。
後期高齢者制度も含めた日本の医療制度が受け持っている医療費の金額ですが、後期高
齢者が 15 兆円、国民健康保険が 10 兆円、それから協会けんぽが 5 兆円。健保組合や共済
等は元気で若い人が加入しており、非常に力があるようですけれども、金額的にいうと 4
兆円です。でも、政治的な意味合いで言いますと、健保組合というのは、企業の代表の方、
そして加入者である労働組合が「もっと制度を良くしてくれ」とかなり大きな声で言いま
すので、国全体の制度の将来をどう設計するかということになると、影響力があります。
いずれにしても、金額で申しますと、国民健康保険 10 兆円と高齢者医療制度 15 兆円を
合わせて 25 兆円ですから、ここのところがうまく機能しないことには日本の制度が安定
しない、ということはお分かりになると思います。
海外との比較
次に、医療保険制度以外について、国際比較をしてみます。例えば、対ＧＤＰでどれく
らい保険支出をしているかというと、日本は 10.3 パーセント、ドイツは 11.3 パーセント、
フランス 11.6 パーセント、オランダ 11.8 パーセントで、日本と同じように社会保険制度
を採っているヨーロッパの国々のほうが日本よりもお金を出しているということですね。
アジアの国々は、韓国、台湾はまだ 6 から 7 パーセント、イギリスとかオーストラリアと
いうＮＨＳ形式のものを採っている国が大体 10 パーセント弱ということですので、日本
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はそれとほぼ同じだと。
高齢化率は、日本が 24.1 パーセント、ドイツは 20.7 パーセント、フランス 17.5 パーセ
ント、オランダ 16.5 パーセント、韓国 11.8 パーセント、台湾 11.5 パーセント、イギリス
17.0 パーセント、オーストラリアは 14.4 パーセントということですので、日本が圧倒的
に高齢化が進んでいます。しかし、お医者さんや看護師さんの数とか、さまざまなことで
言うと、日本は高齢化が進んでいるのですが、そんなに非効率な制度ではないというのは、
見て取れると思うのです。いずれにしても、冒頭に申し上げましたように、
「大変なお金が
かかるのだ」ということを毎年のように財務省は言うし、それからわれわれも含めてです
が、
「医療費はもう大変な状態だ」とつねに言い続けていますが、国際比較すると、決して
甘えてはいけないと思いますけれど、そんなにひどい制度ではないということは言えると
思います。
先ほど少し日本のフリーアクセスについて申し上げましたけれども、例えば、ドイツと
日本を比べますと、ドイツもほぼ皆保険ですが、強制加入がどれくらいかというと、85 パ
ーセントです。ドイツは高所得の人はどうぞご自分でということで、公的な医療保険から
外しています。そういうことを考えますと、日本はやっぱり完璧に皆保険です。ドイツの
方もよく日本に視察に来られますけれども、完璧に皆保険をやっている点に驚かれます。
ドイツの、日本の健康保険組合や国保に該当する保険者というのは、疾病金庫という名
前が付いています。現在、集約化が進んでおり、地域の疾病金庫も企業の疾病金庫もどん
どん合併をしています。日本のようにたくさん保険者がいるというのは、世界の中では少
数派です。
次に、アクセスについてです。今、日本で段階的に導入をしようとしているのは、
「直接、
大学病院であるとか、大きな病院に行ったときは、かかりつけの病院の紹介状を持ってい
ったときよりは負担を増やしましょう」という制度です。ドイツもフリーアクセスですけ
れども、そういう自己負担を増額させています。
それから、あとは混合診療の問題ですね。私も韓国へ行きまして、混合診療というのは
こういう弊害を生むのかということの実態を幾つか見てまいりました。例えば、日本では、
ＭＲＩ検査はもはや特別な検査ではなくなってまいりました。ごくごく小さな診療所には
ありませんけれども、小規模、中規模な病院にも、ＭＲI がある所は増えています。
韓国でも、ＭＲI は保険診療対象に入れているのですが、保険診療で認めない事例がた
くさんあります。韓国の医療機関は、もし査定されて、請求金額が減額されると困るので、
患者さんには、
「ＭＲI 検査したいとお思いますが、自己負担でいいですか」と言って、い
わゆる自費診療に切り替えてＭＲI 検査をやるのです。日本は、
「あなたは自費診療でＭＲ
I 検査をやりますか」とはお医者さんは言わずに検査ができるという一点を見ても、考え
させられます。
フランスも混合診療を入れておりますし、かかりつけ医がいないときには、いわゆる自
己負担が増える制度を入れている。オランダもそうです。
混合診療を認めるべきだという意見の有識者もたくさんおいでになりますけれども、や
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はり皆保険の根幹である「お金持ちだろうと、そうでない人だろうと、医療だけは平等に」
という、いわゆる日本の皆保険の精神を曲げてしまう可能性があるという意味でいうと、
議論すべき問題だというふうに思っています。
いずれにしても、諸外国に比べ日本の方が完ぺきな皆保険体制だと考えています。
医療保険制度の改革
さて、ここからが本題ですが、これだけいい皆保険を守るために、ずっと日本がやって
きましたことは、様々な改革です。これは、どちらかと言うと、負担の金額をどうするか
とか、負担のベースをどうするか、あるいは運営者の組織をどうするかみたいなことでし
た。保険には制度を運営する側、支払いをする側、患者さんといういわゆる受益をする側
と、一方で医療を提供するお医者さん側と、いくつも当事者が存在します。お互いに協力
し合って、はじめて医療制度は円滑に行われます。今までは、どちらかというと、医療制
度を長持ちさせるために、負担する側とか、医療を受ける側がどうするかということが、
改革の主な点でございました。
少し歴史をたどっていきますと、医療制度というものが始まった後、高齢者の方に対し
ていったん医療費を無料化しました。しかし、無料化は行き過ぎだということで、負担を
また増やして、その上で寝たきりや社会的入院は非常によろしくないということで皆保険
を入れるという、1960 年代くらいから特に高齢者に着目して改革が多く行われたのですが、
実はそれだけではないということです。
1961 年に皆保険ができて 56 年が経つわけですが、日本の制度は国際的には珍しい制度
です。冒頭に申し上げましたように、国によって、あるいは文化によって、医療制度とい
うのは世界中バラバラです。年金制度は大体、元気なときにお金を集めておいて、年取っ
たらお支払いする、あるいは、元気な人が負担して、年取った人に現金を給付するという
ことでいうと、年金は大体同じなのですが、医療制度は本当に千差万別ですね。アジアの
中でもバラバラです。
最近、日本の制度を学ぶべきだということで、私が支払基金の理事長をやっているとき
も、幾つもの国、特にアジアの国々が日本のことを学びに来られました。インドネシア、
タイ、あるいはミャンマーであるとか。とりわけインドネシアは、前の政権の大統領は、
2017 年に皆保険を実現するというのが公約だったのですが、それができないので先延ばし
されましたけれども…。このように、アジアではインドネシアをはじめ、そういう意欲を
強く持っているわけです。
それから、今年のゴールデンウィーク前に中国社会科学院というシンクタンクがシンポ
ジウムをされまして、私も出席しました。中国では、次にやるべきことは介護保険だとい
うふうに、政府や共産党は思っていまして、大いに関心はお持ちですが、これもすぐには
できそうもありません。それほど簡単にできない。
このように皆保険制度などは、新しくつくろうと思っても、経済発展をしてもなかなか
つくれないというものが、日本では、1961 年、戦争からわずか 16 年後にできたというこ
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とは、本当に幸運なことだったと言わざるをえないと思います。人口ボーナスもありまし
たけれども、よくできたものだと思っています。
国民皆保険という、お金をさほど負担しなくても、何とか国民が平等に医療を受けられ
る制度ができたということは、当時不治の病とされた結核を治せる病にし、またお金がな
くても治療できる病に変えていき、日本の社会の安定のために、それから何よりも世界最
高水準の平均寿命となっていくことに、大きく貢献してきました。素晴らしくいい制度だ
と思います。
医療保険制度の変遷
日本の医療保険制度は戦前にスタートします。まず、労働者保険で 1927 年に 3000 万人
の就業人口のうちのわずか 200 万人をカバーする、そういう制度でスタートしました。そ
れから戦時体制になるときに、国民健康保険というものができて、これで国民の 60 パーセ
ントくらいをカバーすることになります。その後、1958 年の改正国民健康保険法で、被用
者保険に入ってない人はすべて市町村の国民健康保険に入るということが法律で決められ、
その 3 年後に皆保険ができたわけです。皆保険がスタートしたときは、無保険者が 3000 万
人おられて、それがこの制度のスタートで市町村の国民健康保険加入者になった。アメリ
カのオバマケアは、日本の皆保険とちょっと理念は違いますけれど、無保険者を減らすと
いうことで今世紀になってスタートしたのですが、日本の場合は幸いなことに 1961 年に
これがスタートしました。
その後もどんどん制度は変わっていきます。当初は、被用者保険は、本人は自己負担ゼ
ロ、家族は 5 割負担、国民健康保険は本人、家族とも 5 割負担。ですから、始まったとき
は素晴らしい制度だと言われたのですが、5 割も負担していたわけですね。しかし、1973
年、制度創設から 12 年後に 3 割で負担が統一されると同時に、先ほど申し上げました高
額療養費支給制度がこの年に始まりまして、所得に応じて月々の上限額が決まってきたと
いうことで、3 割負担という定率負担以上に、これは負担の緩和のためには非常に功を奏
したと言えると思います。
それから、1970 年から 1982 年までは老人医療費の無料化が行われたのですね。しかし、
老人医療費を無料化しますと、制度開始から 5 年後を無料化の前と比較しますと、1.8 倍
まで増えてしまう。だから、日本の場合も、医療を受けやすくするということと負担をど
うするかということ、それから医療提供側でも濃密であるのか、賢くやるかなど、いろい
ろ考えなければいけない時代が来ているのだろうと思っています。
そして介護保険制度ができて、高齢者が社会的な入院ということでなくて、介護サービ
スとして統合して、介護保険に移行したというのが、最近の改革です。
その後、先ほど言いましたように、医療制度の改革とか、改善というのは、どちらかと
いうと患者の自己負担をどうするかということで続いてきたのですが、加えて、保険者が
何をなすべきかということについて、つい最近、非常に注目され始めました。いわゆる保
険者機能の発揮ということですね。医療サービスというのは専門性の高い業務ですので、
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いくら長い間、保険業務をやっていましても、提供側と医療を受ける側では情報の非対称
性が生まれます。言ってみれば、医療保険の観点からしましても、請求側である医療機関
と支払い側である保険者の間にも情報格差が生じる。国保連合会や、私が理事長をやりま
した支払基金で、いわゆる専門家の知見も借りながら、その辺のバランスが取れる審査を
していくということがどうしても必要になってくるわけです。今後は後ほど申し上げます
ように、かなりＩＣＴ化とか、ビッグデータの活用で、この辺のことが変わってくると考
えています。
今は、いわゆる請求される内容は、ほぼ 100 パーセント電子化されていますので、保険
者のほうも、データ分析をしたり、あるいは審査機能も向上しつつあります。保険者側が
今後は賢くなる、そのように時代は変わりつつあるということですね。市町村もそうです。
今まではどちらかというと言われたものを請求に従ってお支払いをするという感じの保険
者であったのですが、今後はやはり、この保険者機能を都道府県化した後どのように確立
していくのか、そういう時代に変わりつつあるような気がいたします。
医療制度はどうしても非常に強い保険者と、そうでない保険者、それは財政的にも強い
所と弱い所、それから保険者そのものの機能としても強い所と弱い所と、まだまだバラバ
ラです。しかしながら、国民健康保険が都道府県単位になる、それから非効率だった政管
健保も今は都道府県単位化されて、かなり保険者としての機能が発揮しやすくなっていま
す。ですから、現場感覚のある保険者に再編される、あるいは国保のほうは財政単位が強
くなる、こういう状況に今はいるということです。
それから、日本人がかかりやすいというか、医療費全体の 3 割を占める糖尿病、脳卒中、
心筋こうそく、高脂血症、こういう大どころをどうやって予防するかということが目下の
課題です。国を挙げて、健康診断でおなか周りを測って、
「ああせい、こうせい」と言って
いる現状を、
「よくそんな個人への介入を許すものだ」と海外の人は驚いていますけれども、
曲がりなりにも、特定検診・特定保健指導をやれるようになっている、これが現状でござ
います。
今後の課題
次は、これからのお話でございます。これまで申し上げたように、医療制度というもの
は、患者さん側、保険者さん側というか、いわゆる支払う側、医療を必要としている方の
改革はおおむね完了したと私は思っています。これ以上あるとするならば、国全体で 1 保
険者みたいな改革をするか、それは韓国型、台湾型というか、国が保険そのものを運営す
るような、そういう方向にいくということはあるかもしれません。しかし、今までの流れ
からして、日本の場合は制度をその方向に進めることはそう簡単ではないし、財政単位で
はともかくとして、いわゆる保険者と患者さんとの関係、市町村と加入者との関係、これ
が都道府県単位になったときに、かなり変化するでしょうけれども、やはり健康指導やい
わゆる保健、ヘルスなどの対人的なサービスというのは、なるべく身近な所に運営者がい
るほうが望ましいと思いますので、これ以上はなかなか改革の種はないかもしれません。
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そういうことで、今後は医療提供者の方の改革が当然のことながら進展すると。そのと
きの主役は、お医者さんと同時に、私は市町村だと思っています。私は日本医師会の会長
をやっておられる横倉先生と時々お話しするのですけれども、横倉先生も「地域包括ケア
をやろうと思ったら、志の高いお医者さんと、一番身近な行政である市町村あるいは市町
村長が協力しなければ、できるわけがないですよ」とおっしゃっている。とりわけ、小規
模な自治体ほど、患者さんにとってきめ細やかな地域包括ケアの仕組みができてきたこと
を考えると、
「これを市町村合併が進んだ中でどうやっていくかは、これからの市町村行政
にとって、知恵の出しどころじゃないでしょうか」と横倉会長が言っておられるのも、理
解できます。もっと言うと、横倉会長は「市町村長と医師会長が一緒になって力を合わせ
たら、相当いいことができるのではないか」と常々おっしゃっていますので、医療専門職
の方の意識、行動というものと、一方では地域住民の健康を預かる身近な自治体である市
町村がどうやって力を合わせて、ある意味エビデンスに従ってやっていくかというのは、
難しいけれども、そうすべきだと思っています。
私は支払基金の理事長になる前は、レセプトというものをほとんど見たことがなかった
のですが、理事長になりまして、9 割くらいはコンピューターが判断すればいいんじゃな
いかという改革を今しようとしています。私の直感的には、お医者さんの目を通さなくて
も、誰が見ても同じ結論だというレセプトが 7 割くらいはあります。ですから、年間の件
数で言うと、1 兆件請求があるとすれば、7000 万件くらいは大体、そんなレセプトです。
例えば、再診料という項目と、必要な検査と、それから投薬の処方せん料と、こういう感
じのレセプトが大部分なわけですね。
残りの 3000 万件というのは、非常に重篤な病気であったり、特殊な薬を使わなければな
らない、高額な検査をしなければならない、というものが 3 割くらいはあるでしょう。そ
の 3 割も、コンピューターが発達してくると、そのうちの半分くらいはどのお医者さんで
も同じことをやるでしょうと考えたときに、本当に予防の観点とか、あるいはＩＣＴも使
ってよく分析をして、より良き医療の標準化ということをやらなければと思っています。
ある市町村のお医者さんと患者さんの関係でベストな医療をやっている、あるいは予防
の観点でうまくできたなど、いわゆるユースケースをどんどん広めていかなければいけま
せん。そういうものを個別具体的なところに着目をするという意味で言うと、財政の話と、
具体的な一つひとつのことというのは、決して無関係じゃないと。一つひとつの、非常に
個別具体的なことの積み重ねが総額 40 兆円になっているという意味で言うと、国民健康
保険の財政単位は大きくなっても、やるべきことはたくさん出てくるという気がします。
具体的なお話を少し申し上げますと、日本の医療保険というか、医療制度というのは、
国会議員もみんな「世界に冠たる」とおっしゃるわけですね。この世界に冠たる国民皆保
険を守っていこうとしても、今の質を落としてしまうようなことをやりますと、日本人の
絶望感は非常に大きいと思います。医療を「保険証さえ持っていけば何とかなる」という
状況は維持しながらも、それを持続可能なものにしていく。とにかく質を落とさずにコス
トを下げるためにはどうしたらいいかということになりますと、これはやっぱり医療情報
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にＩＣＴを活用して、分析とか、標準化みたいなことを行う、あるいはビッグデータの活
用をすすめるということでございます。
医師会の先生がたも、
「そうだな」とおっしゃる事例を一つだけ申し上げますと、私たち
は大きな病院を紹介されたり、別の病院に同じ病気でかかりますと、通院初日に行うこと
は問診票を書いて、検査をして、それから、次回に先生に診てもらう予約をするというこ
とでつぶれます。これでほぼ半日とか、1 日かかるわけです。でも、その検査にしまして
も、問診にしましても、それから、過去の医療情報にしても、実はつながっていないだけ
で、どこかにそのデータはあるわけですね。そのデータを自分で持って歩けるようになる
だけで、あるいは過去の検査データ、例えばレントゲンなどの画像情報を持ち歩けること
になるだけで、実は患者さんの負担も減るし、それから費用でもものすごく節減できるわ
けですね。
これを、いわゆるＩＤ、ナンバーをどう使うかということについては、相当な議論が必
要です。マイナンバーを直接使うことについては、
「それでもいいのでは」と言う人もいま
すけれども、
「いや、いや、医療の世界だけは別番号、医療等ＩＤを使うべきだ」というよ
うな話もあります。いずれにしても、そのデータを人が管理するのでなくて、自分が持ち
歩けるようにするということが、質を落とさずにコストを下げていくという意味では大事
だと考えます。
それから、これは保険者の機能の強化ですけれども、データヘルス計画というのをみん
な作成しています。でも、まだまだ不十分です。要は、単に病気になってからではなくて、
将来の自分の健康保持に健診データをどうやって活かしていくのかということです。これ
を「保険者のかたがたは、みんなこれから作る」ということになっています。これをどれ
くらい精緻なものにしていくことができるか、これがデータヘルス計画の課題です。
それから、本当は高齢化すると医療費が増えますというのは、実は根本分析ができてい
ないのですね。高齢化によって増えていきますというのもありますが、実は医療の高度化
によって増えていきますというのもあるのです。そのさまざまなもので、使わなくてもい
いようなコストで、医療費が拡大しているということがあるならば、そこのところはメス
を入れていく必要があります。
それから、医療提供体制で言うと、地方においてうまく地域包括ケアができている所は
必ず次のようなことが実現しています。それは、総合医あるいは総合的に診ることができ
るお医者さんが中心にあって、そして自治体が協力して、地域包括ケアを組んでいると事
例です。日本全国、うまくいっている事例はたくさんあります。そこの所を学んでいく必
要があると思います。
先ほどの日本医師会長もよく言われるのですけれども、臓器別の専門家、いわゆる胃の
専門家とか、腸の専門家というのでなくて、患者さんを診ることの専門家をどうやってつ
くっていくか、そういうことが非常に大事だということです。そういう意味では、総合医
と地方自治体の協力による地域包括ケアみたいなものができますと、うまくいくのではな
いかと思っています。
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＊
最後になりますが、本日お話し申し上げました内容の繰り返しとなりますが、日本の医
療制度は国民健康保険が最後のとりででございます。過去に関係者の非常な努力によって、
うまくつくり上げられてきた。しかしながら、これをこれから先 10 年、20 年と持続可能
なものにするとするならば、過去のうまくオペレーションできたことに加えて、これはち
ょっと言い方が難しいのですが、うまく運営するというのではなくて、
「非常に賢く運営す
る知恵」が求められていると思います。
当然のことながら、お医者さんは特別な職業で、専門性も高いし、それからある意味で
は、自分たちで医療の世界のオートノミーをつくっておられる。そういうプロフェッショ
ナルなかたがたの意識と行動は、経験的に申しますと、本来、賢くて非常にヒューマニズ
ムに溢れています。その人たちと、一番現場を知っている地方自治体、まさに地方自治の
当事者というものが、手を携えて改革をしていくことによって、質を落とさずに、ある程
度コストも下がり、持続可能になってくる。
そうしますと、今までの医療保険、国民健康保険もそうですけれども、健康保険という
名前は付いているものの、実はドイツの翻訳どおり「疾病保険」ですね。病気になったと
きに使う保険です。けれでも、これからは、まさに健康を保持するために保険がどううま
く使われるかということについて知恵を出していくべきじゃないかということを最後に申
し上げて、話を終わらせていただきます。
長い間のご清聴、ありがとうございました。
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【パネルディスカッション】

これからの国民健康保険・介護保険

趣旨とねらい
山口

それでは、始めさせていただきます。最初に、このディスカッションの企画趣旨

について説明します。
国民健康保険にしても、介護保険にしても、頻繁に制度改正が行われています。それに
現実的な対応をしていくのが１点ですが、それだけにとどまらず、どういったものを在る
べき姿と見るのかということについては、種々議論があると思いますけれども、いずれに
しても、国民健康保険や介護保険の在るべき姿がこの話の中で出てくればと思っています。
また、このシンポジウムは、日本自治学会が主催しておりますので、地方自治の観点が制
度設計の中で生きてくれば一番いいと思います。
時間的には２時間弱と限られておりますので、早速、本題のほうに入ってまいります。
まずは、パネリストの皆さんを紹介します。席の並び順とお話順が違っているところが
ございますが、お話順で紹介させていただきます。
最初は、大西秀人高松市長です。大西市長は、政府の社会保障審議会介護給付費分科会
委員もお務めですので、高松市の先進的な取り組みとともに、政府の政策立案過程につい
ても精通していらっしゃいます。
その次にお話をいただくのは、野洲市の生水裕美さんです。生水さんは野洲市の生活困
窮者支援の現場にいらっしゃいますので、そこから見える国民健康保険や介護保険の姿に
ついてご報告をお願いしております。
その次に、佐久総合病院のお医者さんの色平哲郎先生です。色平先生には、予防や地域
医療に関する実践的な取り組みをお話していただきます。
最後は、地元の同志社大学政策学部の畑本裕介先生です。畑本先生には、制度、政策面、
それから実態面についてのご報告をいただくとともに、他のパネリストの皆さま方の報告
についてもコメントしていただき、さらに若干の質問をしていただくといった難しい役割
をお願いしています。
最後に、私は、今回、司会を務めさせていただきます、立正大学法学部の山口道昭と申
します。この２時間、よろしくお願いいたします。
それでは、まずは大西市長から 10 分から 20 分程度で、よろしくお願いします。
制度改革の方向と高松市の対応
大西

皆さん、こんにちは。ただ今、ご紹介をいただきました、四国は香川県高松市長

の大西秀人でございます。私の方からは、市町村の国民健康保険、介護保険の現状なり、
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あるいは、現在、取り組んでいる具体的な事例、さらには今後の方向性や課題等につきま
して、ご報告という形でお話をさせていただきたいと思います。
＜高松市の概要＞
最初に高松市の概況ですが、四国の香川県、最近は「うどん県」というふうに打ち出し
ておりますけれども、県庁所在地でございまして、人口 42 万人、面積は 375 平方キロメー
トルでございます。中核市でございまして、保健所を持った行政を展開しています。
香川県全体の人口は減少傾向にありますが、高松市は、平成 28 年は若干減りましたけれ
ども、ほぼ横ばいで推移しているところです。ただ、そういう中でも、高齢化はどんどん
進んできており、全体の人口減少の中でいかに活力を維持しながら施策を展開していくの
か、まさに地方創生でございます。
このような中、国保、医療、介護といった今回のテーマがこれからどんどん大きな問題
になってくると思いますので、高松市としましても、現在、試行錯誤をしながら、いろい
ろな施策を展開しているところです。
＜これからの国民健康保険、介護保険＞
私は全国市長会の社会文教委員会の委員長も務めさせていただいておりまして、その関
係で社会保障審議会の介護保険部会ならびに介護給付費分科会の委員も務めています。そ
の会議で介護保険につきましても議論をする中で、介護保険では、いわゆる 2025 年問題が
様々な場面で議論されており、団塊の世代がすべて 75 歳以上の後期高齢者となる 2025 年
をいかにして迎え、またそれをどのように乗り切っていくのかといったようなことが一番
大きな課題だと思っています。
国民健康保険、介護保険が持続可能な制度として機能していくためには、今後、どのよ
うな施策を実施していく必要があるのか。もちろん、これも医療の中心であります国民健
康保険についても言えることですので、今回のテーマである国民健康保険、介護保険は、
まさにわれわれ市町村にとりましても、大きな問題の２つであると思っています。
来年、平成 30 年度は、ご承知のように、3 年に 1 度の介護報酬の改定と、2 年に 1 度の
診療報酬の改定、さらには医療報酬の改定が一緒に来る、6 年に 1 度の同時改定の時期で
す。しかも、国民健康保険の財政の責任主体が都道府県になるということで、それに合わ
せまして、医療計画とか介護保険の事業計画を作らなければならない状況に置かれていま
す。
また、医療介護総合確保推進法という新しい法律ができており、その総合確保のための
計画、方針を定めなければならないということで、この平成 30 年度を迎えるに当たって、
いかに円滑に制度の運用を行っていくのかというところが、市町村にとっては非常に大き
な関所といいますか、契機となる年かなと思っています。
＜国保制度の改革の概要（国保広域化と財政基盤の強化）＞
まず、国民健康保険でございます。先ほど、河内山塾長さんからお話もございましたけ
れども、まさに国民皆保険の中心的な役割というものがこの国民健康保険ということで、
市町村が保険者たる国民健康保険が担っています。
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それぞれ、市町村が個別的に運営していたものを、都道府県が財政単位となって、県全
体を調整しながら国保財政を運営していこうということで、法律改正がなされたわけです。
今回の改革は、大きな２つの柱から成り立っています。まず１つ目が、都道府県が財政
運営の責任主体となるということです。そのために、都道府県がそれぞれ全体の運営指針
を示し、都道府県が市町村から納めてもらう納付金の額を決定します。それに基づいて、
市町村はその納付金の額を都道府県に納めますが、納付金の額に応じて、市町村が自らの
裁量で保険料率を決定していくという仕組みに大きく変わるということです。
それから、２つ目の柱としまして、この国保事業の安定的、円滑な運営のために、国も
一定の財政支援をしようということで、平成 27 年度から実施していました、毎年約 1,700
億円の公費投入に加えて、平成 30 年度から新たに 1,700 億円のインセンティブ交付金が
与えられるということです。努力している市町村、保険者に対しては財政支援をするとい
うことです。その 1,700 億円を加えまして、平成 30 年度から毎年約 3,400 億円を国が財
政支援をすることにより、保険料等も全体的には抑えられるという仕組みです。
ただ、その中で効率的な国保財政の運営をやっていかなければならないということです
ので、保険者の努力支援制度といったことで、インセンティブの付与のやり方をどうする
のかというのが、今、国と地方の間で、いろいろ議論になっているところです。
＜国の保険者努力支援制度を最大限活用した高松市の取り組み＞
そういう中で、高松市としましても、保険者の努力支援制度を最大限活用しながら、国
保財政の円滑な運営、効率化を図っていきたいと考えています。この支援制度は、国から
11 の評価指標が示されています。11 の指標の中でも特に高松市が重点的に取り組むこと
としているのが、3 番目の「糖尿病等の重症化予防の取り組みの実施」というところです。
先ほど、香川県を「うどん県」で売り出していると申し上げましたが、高松市は、うど
んを食べる機会が多いせいか、糖尿病患者の受療率が非常に高いのが現状です。お手元に
色平先生の資料がいろいろありますが、その中に野菜摂取量の順位で、一番下が徳島県、
下から 2 番目が香川県です。この徳島県と香川県というのは、糖尿病患者の受療率でも、
悪い方から 1 位、2 位を常に争っている状況です。やはり野菜を食べるのが少ない上に、
うどんを食べる機会が多いためか、糖尿病患者が非常に多いというのが実情で、この糖尿
病の重症化を予防するための取り組みを実施しているところです。
糖尿病の初期段階の投薬治療中の患者治療費は、年間 50 万円程度で済みます。ただ、症
状が悪くなって人工透析という段階まで進行しますと、年間約 600 万円の治療費がかかり
ます。したがいまして、糖尿病の初期の人を人工透析に移行しない、重症化させない努力
をしていけば、１人当たり年間約 550 万円の医療費が抑制されるということです。１人当
たり約 550 万円ですので、これを 10 人、重症化予防を実現すると、年間約 5,500 万の医療
費削減が達成できることになります。この辺を特に重点的に実施しながら、保険者の努力
支援制度の評価を得て、交付金を受けるとともに、医療費の適性化を図ることによって、
保険料の抑制につなげていきたいと考えているところです。
以上が、特に国民健康保険、来年度以降の制度改正に向かって、高松市として努力して
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いこうとしているところです。
＜介護保険制度＞
次に、もう１つの今日のテーマである介護保険制度です。先ほど、河内山塾長からお話
がありましたけれども、介護保険制度につきましては、2000 年に制度が創設されており、
来年度から第 7 次の制度改正が始まります。3 年に 1 度、介護報酬が見直されていますけ
れども、併せて 3 年に 1 度ごとに制度改正が行われてきており、様々な制度が追加されて
きています。まさに、現状や高齢化に合わせて必要な制度だということですが、一方では、
非常に複雑な制度になり過ぎているという批判といいますか、懸念、課題もあるところで
す。また、介護給付費自体が、2000 年に始まったときは、3 兆円少しであったものが、今
や 10 兆円になっているということで、このままいきますと、先ほど言いました 2025 年に
は 20 兆円になると見込まれています。
月額保険料の平均は、最初に介護保険が始まったときは、約 3,000 円だったかと思いま
すが、今は 5,500 円になっているわけで、2025 年には 8,000 円台になるだろうと推計され
ています。そのうち、1 万円を超えてしまうことになると、高齢者に本当に負担能力があ
るのかといったような議論も出てまいります。極力、給付費を抑えながら、持続可能な制
度としていくために、保険料をどのくらいまでに設定していけるのか、今の介護保険の制
度そのままで、本当にやっていけるのかどうかという議論が今、まさに始まっているとい
うことです。そういう中で、地域包括ケアシステムというような新しい概念が出てきてい
ます。
この地域包括ケアシステムの構築と併せて、今回、厚生労働省が法律改正の中で位置付
けていますけれども、もっと幅広く、障害者とか、子育て世代のケアなども考えた地域共
生社会の構築というものが打ち出されています。そういう地域共生社会を構築するために、
介護保険制度が高齢者の介護の世界だけでいいのか、障害者等を含んだほうがいいのか、
その辺についても、やはり議論が少しずつ始まってきていますし、当然これからは、やっ
ていかなければならないというふうに認識をしているところです。
市町村としましては、来年度以降の新たな介護保険の改定に向けて、医療と介護の連携
を中心とした地域包括ケアシステムの構築に力を入れていかなければならないということ
です。
そういう中で、市町村が大きな役割を果たすべき事業として出されていますのが、新し
い介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新しい総合事業といわれているもので、本
年 4 月から、全市町村で取り組むことが義務化をされています。
本市の場合には、半年ほど前倒しをしまして、昨年 10 月から、この新しい総合事業を実
施しているところです。この新しい総合事業の中で、要支援 1、2 の方の訪問介護や通所介
護が地域支援事業へ移行され、多様な主体が協力し合いながら、介護予防とか生活支援が
できるよう立ち上げ支援を行っているところです。
高松市の人口は、合併して 42 万人になっています。合併町も含めて全市域において、小
学校区を中心として 44 のコミュニティ協議会が組織をされており、様々な活動を行って
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います。すべての自治活動は、このコミュニティ協議会を主体として行っていますが、そ
こが中心単位となって、この総合事業にも取り組んでいただいているところです。
現在、それぞれのコミュニティ協議会を窓口として、44 の地域コミュニティ協議会のう
ち 29 の地域で、地域住民が主体となって地域福祉ネットワーク会議というものがつくら
れており、地域住民等でサービス提供ができるよう、本格的に取り組んでいこうという体
制ができています。そのうち、３つの地域では、地域住民が生活支援サービスを提供する、
訪問型サービス B という先行的なサービスの提供が開始されているところです。
＜高齢者の居場所づくり事業＞
新しい総合事業を行うと同時に、それを補完する事業として、高松市の独自事業で実施
していますのが、高齢者の居場所づくり事業です。これは、高齢者が地域で増えていくこ
とに伴い、高齢者が孤立しないように、また引きこもりを防ぐことを目的に、全市域に 300
カ所を目標として始め、徒歩圏内 500 メートル範囲くらいの所に 1 カ所を目安に、高齢者
が週 1 回から 3 回、定期的に集まれるような居場所をつくっていきましょうということで
す。3 年前から取り組んでおり、現在、240 カ所が設置されています。
高齢者の人口がどんどん増えていますし、高齢者だけの世帯というのも異常な勢いで増
えています。また、どちらかの配偶者が亡くなった場合に、独居状態になるという高齢者
も増えていますので、高齢者が引きこもりにならないように、この居場所づくり事業を実
施しております。
この居場所づくり事業の概念的なものとして、開始期から始まり、充実期、発展期、成
熟期とそれぞれ発展をさせていきながら、最終的には、この居場所を中心とした地域包括
ケアシステム、先ほどの総合事業に展開するようなシステムに持っていきたいと考えてい
ます。現在は、充実期ぐらいに当たるのかなというふうに思っているところです。
全市域的に 240 カ所で始まっていますので、結構、全国の注目も浴びておりまして、最
近は視察が多くなっているところです。
居場所づくり事業では、今、
いろいろな地域で活用可能な居場所をつくっていただいて、
市から支援をしながら維持していただいています。活動の内容についても、それぞれの居
場所の運営者にある程度お任せして、
「基本、やりたいようにやってください」ということ
にしています。
それから、現在、240 カ所の居場所の 1 割強である 33 の居場所において、子どもとの交
流が行われています。ただ、老人が集まるだけではなく、子ども、あるいは子育て世帯も
一緒にそこの居場所に参加して、いろいろな活動を行う。そうすることによって、多世代
交流ができ、片方で子育て世代への支援も必要ですので、そちらの役割も果たしていると
いうようなケースも、かなりできているということです。今後につきましては、このよう
なものを増やしていきたいと思っています。
それから、活動成果ですが、居場所づくりは、平成 26 年度から始めましたが、27 年度
では、本市の 65 歳以上の介護保険の新規認定率が約 4 パーセントだったのに対し、居場
所に参加した人の認定率を調べてみますと 0.37 パーセントで、居場所に来られる方に元
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気な人が多かったこともあり、10 分の 1 以下でした。このことから、居場所に来る人は、
それだけ介護認定を受けないで済んでいる、元気が持続しているということです。
主観的健康観の維持・改善率では、平成 28 年度は 92.1 パーセントで、居場所に行くこ
とによって、その人の健康が維持できている、あるいは良くなっていると感じている人が
9 割以上いるということですので、大きな成果が出ているかと思います。また、28 年度の
新規認定率で見ますと、一般の新規認定率の 3.90 パーセントに比べて、居場所に来られて
いる方は、1.15 パーセントになっており、非常に大きな効果が出ていると思っているとこ
ろです。
参考までに、高松市では、要支援 1 の人が 1 年間に使う介護保険の給付金が約 15 万円
です。認定率が 1 パーセント下がるとしますと、現在、高松市の高齢者の人口、65 歳以上
が約 12 万人いますので、そのうちの 1 パーセントの 1,200 人に 15 万円給付しますと、1
億 8,000 万円、介護給付費が少なくなるということです。介護認定率を少しでも減らせる
ことに、この居場所づくりが役立っているのであれば、大きな効果が出ているということ
です。
以上が、
本市における、、国民健康保険および介護保険の取り組み状況と現状や課題です。
山口

大西市長、どうもありがとうございました。

国保の新しい制度では、平成 30 年度には都道府県と市町村が共同運営することになり、
このために 1,700 億円ですかね、国がさらに交付金を上積みするということですが、その
配布方法については一律に配布するのではなく、頑張った保険者、市町村に対して交付金
を渡しますという仕組みで、これは地方創生でも同様の仕組みになっていますが、市町村
の側からすると、国が査定するということから、どのように評価しているのだろうと思っ
ていたのですが……。
今のお話を聞いておりますと、高松市ではうまく活用しているな、活用しようとしてい
るなということで、いままで新しい制度をマイナスに評価していたのですが、そうでもな
いのかと見直す契機になるお話をいただいたと思います。
それでは続きまして、野洲市の生水さんからお話をお願いします。
野洲市が取り組む生活困窮者支援
生水

皆さん、こんにちは。私は、滋賀県湖南に位置します野洲市で相談業務を担当し

ています生水と言います。野洲市は人口 5 万人で、高齢化率がちょうど 25 パーセントで
す。これから国が施策をしていく上で、モデルになるようなぴったりの数字かなと思って
います。
私からは、生活困窮者支援の報告をさせていただきます。平成 27 年 4 月 1 日に生活困
窮者自立支援法が施行され、全国市町の福祉事務所を持つ自治体が実施責任者となり、自
立相談支援事業を実施しています。当時、厚生労働省の援護局長でした山崎史郎さんが、
この法律の生みの親です。
山崎史郎さんは、本日のテーマである介護保険の制度設計でも尽力された方ですので、
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生活困窮者自立支援法と介護保険は考え方が共通しています。本日は、この点も踏まえて
お話ししていきたいと思います。
野洲市役所の正面玄関を入っていただいてすぐ右手に市民生活相談課、相談窓口があり
ます。普通、相談窓口というのは、プライベイトを考えて、もう少し奥まった所にあるの
が多いかと思いますが、野洲市は一番分かりやすい場所に相談窓口を設置しています。こ
れは当市の売りかなと思っています。見取り図ですが、納税推進課の前に部屋を設置し、
ハローワークの機能を持ってまいりました。ここで職員が同席し、相談者と一緒に相談を
受けていきます。正面玄関から市民生活相談課まで 15 歩でたどり着くというコンビニみ
たいな分かりやすい所です。
相談窓口の概要を紹介します。平成 11 年に、当時の野洲町、3 万 5,000 人の町のときに
消費生活相談の窓口が新設されまして、私はそのときに雇用されました消費生活相談員で
す。平成 21 年に、多重債務問題が社会問題化しました。どうすれば相談が必要な人を発見
して支援につなげられるかを考え、多重債務者包括的支援プロジェクトを始めました。こ
れも後から説明します。
さらに借金の問題だけを解決しても生活再建ができないため、他にも家庭の問題、心の
問題、貧困、失業、そうした包括的な問題にも対応していくために、パーソナルサポート
サービスモデル事業を始めました。これは平成 22 年に民主党政権の菅さんが総理大臣の
ときに、
「誰一人、取りこぼすことのない社会をつくろう」と、このモデル事業が始まりま
した。このモデル事業を平成 23 年度から 24 年度の 2 年間実施し、25 年度から 26 年度は
生活困窮者自立支援法の前身となるモデル事業を行いまして、27 年 4 月から今の事業を行
っています。ですから、野洲市の場合は、平成 27 年の法律の施行と同時に始めたというよ
りも、消費生活相談、そこから多重債務、生活困窮の今まで積み重ねた取り組みをベース
に行っています。
その他に、平成 27 年には地方創生の事業も 2 年間行いました。皆さんのお手元に、『野
洲市くらし支えあい条例』のリーフレットを配布しています。これは、昨年 10 月 1 日に施
行し、消費者行政と生活困窮支援を包括的に取り込んだ条例です。
この条例では、生活困窮者の定義を広げています。生活困窮者自立支援法では生活困窮
者を「お金に困った方、経済的困窮者」と位置付けていますが、野洲市のこの条例では、
生活困窮者の範囲を広げまして、
「地域社会からの孤立、いわゆる引きこもり」やいわゆる
「ごみ屋敷の問題」、といったところにも対応できるようにしています。
先ほど、高松市長からもお話ありましたが、例えば高齢者と同居する 50 代の子ども、
5080 問題と言います、この引きこもりの世帯が増えている、ここの問題にも対応するため
に、こうした孤立の問題も入れ込みました。もう１つ、この条例の大きな特徴として、23
条に「市は、その組織及び機能のすべてを挙げて、生活困窮者の発見に努めるものとする」
と。条例の中に市民へのメッセージ、そして職員の覚悟というか、モチベーションとして、
この条文を入れていきました。
それでは、この条文に従ってどんなふうに相談者を発見しているのかを紹介していきま
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す。野洲市のゆるキャラは「ドウタクくん」、体力自慢で「ゆるキャラ全国運動会」でＶ２
を勝ち取っています。その「ドウタクくんの悩み事」と言いまして、次のような流れで困
窮者の発見に努めています。
市役所からの手紙です。「給食費払ってよ」と学校教育課から、「水道料金払ってよ」と
上下水道課、「市営住宅の家賃払ってよ」と住宅課、そして、「国民健康保険税と軽自動車
税を払ってよ」と納税推進課。自治体職員の方が多いのでご存じかと思いますが、市役所
から来る督促というのは、クレジットカード会社みたいにまとめて来ないですよね。それ
ぞれの担当課からバラバラに来るので、滞納されている方、借金のある方は、もうどこに
いくらの滞納があるのか分からない。
住民が税金を滞納すると、自治体は督促状を送らないといけません。そのときの督促状
や催告書に入れるのが「ピンクチラシ」と呼ばれているものなんですね。ここに、
「消費者
金融等でお困りの方についてはご相談ください」とあって、納税推進課から送付している
のですが、お問い合わせ先は市民生活相談課が上になっています。これで、生活困窮が原
因で税金滞納されている方がつながるようにしています。
相談者は、なかなか自ら相談に来ることをできないのです。やっぱり勇気がとっても要
る。勇気を出してドウタクくんが納税推進課に相談に来ました。さっきのピンクチラシを
見て来ています。半個室のブースに案内をして、相談を聞いていきます。
納税推進課のキタムラさんが話を聞くのですが、
「ドウタクくん、いろいろ滞納があるよ
ね」と。そのときに、
「滞納した税金を払ってください」と言うだけではなくて、「滞納が
あるけれども、他にも借金とか、いろいろ困っていることはないですか」ということも聞
いていきます。そうすると、ドウタクくんが「実は困っています」と。そこで職員が、
「そ
れでは、いい人を紹介しましょう」とつないでいきます。
納税推進課の職員が市民生活相談課に足を運び、
「今、困っている人を見つけたから、一
緒に相談に乗ってください」というオファーが来ます。相談者を動かすのではなくて、小
さい 5 万の市なので、
職員のほうが出向いていって、一緒に相談を聞くようにしています。
「ドウタクくんね、借金とか、解決しましょうね」
「はい、分かりました」とはならない
ですね。ほとんどの方が「嫌だ」と。
「借金の相談はしたくないし、生活相談をしたくない」
と。納税相談で、まさか市役所が生活相談に乗ってくれるなんて、なかなか普通の方は思
わない。それと、長く借金をされている方ほど、債務整理、いわゆる借金整理をとても怖
がられます。「借金整理をしちゃうと、もう借りられなくなるんじゃないか」「誰かに迷惑
をかけるんじゃないか」と、とても悩まれているので、なかなか「うん」と言われない。
そのときに、
「あなたの生活再建のためには、借金整理をすることがとても大事なことだ
から、一緒にやっていきましょう。市役所がお手伝いしていきます」と説得していきます。
ここで、すごく時間を取ります。1 時間、2 時間。ここでドウタクくんが、
「分かりました。
一緒にやっていきます」と言ってくれれば、もう 8 割方、その方との関係づくりが出来て、
支援は成功です。
ドウタクくんが「いいよ」と言ってくれたら、個人情報の同意を取ります。これは何か
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というと、相談者の生活困窮の状態の解消の目的に限って、市の中で情報共有をしたり、
第三者に情報提供をしてもいいですよ、という包括的な同意を取っています。
市役所には債権を抱える課係があります。例えば、市営住宅の住宅課であるとか、水道
料の上下水道課、そして給食費の学校教育課。こういった所をチームにしまして、今回は
納税推進課がドウタクくんをキャッチアップしましたが、他にも住宅の家賃であるとか、
介護保険料の滞納もあるかもしれないので、
「そこも調べてもいいですか」と。そして「調
べた情報について、情報を共有してもいいですか」と。
それと同時に、これから債務整理をお願いする弁護士や司法書士、また社会福祉協議会
は権利擁護や生活福祉資金の貸し付けもあるので、
「ここに情報を伝えてもいいですか」と。
情報の共有化と第三者提供、こうしたかなり包括的な同意になっています。
総務省も、
「しっかりと同意を取ることによって、情報共有してもいいですよ。税情報を
活用してもいいですよ」という通知を、平成 23 年 3 月 3 日に出しています。
もっといろいろな部署に聞き取りしていきます。さっきドウタクくんから同意書を取っ
ているので、いろいろな部署に聞くことができるのですね。「給食費の滞納がありますよ、
水道料金も。ドウタクくんは、市営住宅に住んでいるんですよね」と。
こうした情報をいろいろな所に聞き取りに行くことと同時に、「ドウタクくんの相談を
受けていて、これから債務整理をしていくので、計画が立つまで、いったん滞納の請求に
ついては止めてください」と、一括管理していきます。この取り組みをベースにしたのが、
平成 27 年 4 月に施行しました野洲市債権管理条例です。
もっと聞き取りしましょうと、いろいろな話を聞いていく。相談者の方が 1 人で来られ
ても、その方の親がいたら、介護サービスを受けているか、子どもさんがいたら学校にち
ゃんと行けているか、いろいろなことを聞いていきます。その人だけの課題ではなくて、
世帯丸ごとの課題を聞き取るようにしていきます。そして、課題の整理をしていく。税金
滞納もあれば、給食費が払えない、借金もあるし、市営住宅も滞納、妻もうつ状態だし、
家計簿見直しもしなくちゃいけない、食料もない。こうして課題の整理をしていきます。
実は、この課題の整理、とても大事で、相談者は困窮して疲れているほど、自分がどん
な状態にいて、何に困っていて、何が大変なんだということをゆっくり考える余裕がない
んですね。そこで、人に相談をすることによって、「今、自分はこんなことに困っていて、
こんな状態でいて、大変なんだ」と分かる、それがとても大事な時間となっています。
この中でスクリーニングをして、課題についてプランを立てていく必要があって、支援
が必要となれば、生活困窮者自立支援法の自立相談支援機関が継続して支援をしていきま
す。その中に緊急支援というのがあって、市のほうでは食料支援もやっていまして、市の
予算で食料費を確保しています。こうして、相談を受けることとセットで、ストックをし
ていた食料を 3 日分ずつとか、お渡しをしています。
地域の方からは、お米とかを寄付してもらっているんです。玄米で置いておくんです。
精米しちゃうと、虫が湧いてしまう。玄米で置いておき、必要なときに精米を、私のポケ
ットマネー、400 円払って行っています。
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あと、住居確保給付金があって、これは生活困窮者支援で住宅手当、家賃相当分をもら
えるという制度があるのです。この制度にもつなげています。
他にも、プランのためにみんなで一生懸命に考えましょうと。これが野洲市のやり方な
んです。１つの課だけで全部の制度を知ることはなかなか難しいので、それぞれの担当と
顔を突き合わせて、相談者のために何が必要かということに知恵を出し合います。さっき、
「給食費、払ってよ」と言ったヤマダさんが、
「ああ、ドウタクくん、大変やったら、就学
援助申請というのができるよ」ということを情報提供する。横で聞いていた納税推進課の
キタムラさんが、
「ああ、そんな制度があるのか」と。究極のＯＪＴですよね。1 人の相談
員、１つの部署、１つの窓口だけで生活再建は絶対できない。チームとなって市役所の総
合力でやっていかないと、また地域のさまざまな方々の力を借りていかないと、生活再建
はできないです。
こういうことで、市民にとって必要な情報をチョイスして情報提供をしていくというこ
とをしています。
法律家との連携も、市のやり方に協力いただける先生方、皆さんに、お願いしています。
直接、法律家におつなぎをさせていただいて、先生が面談をして、準備をして、業者から
取引履歴を取り寄せるなり、交渉をしていってくれます。先生からは必ず情報のフィード
バックがあります。
また、ドウタクくんが「仕事が減っちゃった」という悩みを先生に言うと、
「やすワーク」
という、ハローワークとの一体的な施設を紹介します。市役所の個室を使い完全予約で
実施しています。これは何かというと、アクションプランという国の事業を使って、市の
予算は 1 円も使ってないです。ハローワークは就労支援をし、そして生活支援をする市民
生活相談課と一体的に就労支援をやっていきましょうという事業です。
この事業については、ハローワークから就職ナビゲーターを毎日、派遣していただいて、
うちの相談員と相談者が同席して相談を行います。ハローワークと同じ端末機があります
ので、求職情報を検索して、紹介状も出していきます。
このときに、
「午前中しか働けないんです」と言われる方がいる。「どうしてですか」と
聞くと、
「実は、お母さんが介護サービスを受けているので、ヘルパーが来る時間が午前中
なのです」と言われる。すると、ケアマネージャーさんも一緒に相談して、介護プランの
見直しをして、その方が働けるような環境調整をし、その方の就労支援をする。このよう
に、環境整備をセットでやっていかないと、言われるだけの就労支援をしているのでは、
一体的実施にならないので、このように行っています。時には、家まで行って状況を見て、
ごみ屋敷の家も結構多いので、そういった時はお掃除から始めることもあります。
履歴書はなかなか書ける方はおられないので、その指導もしています。あと、面接練習
もします。コミュニケーションができない方が多く、本当にしゃべれない、聞かれても黙
ってしまう。なので、市役所の職員の管理職を呼んできて、市役所は圧迫面接がめちゃう
まいので、面接の練習をさせてもらっています。
あと、相談者は服もないんです。全身ドピンクのトレタイツとか、どこで売っているの
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だろうと思われる服を着ているような人が、結構多いのです。そこで、全部寄付で集めた
スーツ、男性用も女性用も置いておいて、そこで着替えてもらうのです。化粧道具も置い
ていて、きれいに髪の毛を解いて、化粧をして、スーツをバリッと着る。すると、めっち
ゃ、べっぴんになったり、男前になるんです。そして置いてある姿見を見て、
「あー、私こ
んなにきれいになった」と。そこでシュッと姿勢も良くなり、そのまま履歴書を書いてい
く。やっぱり人は見た目が大事というのは、その方の気持ちも入っているのかなと思いま
す。こんな感じで就労支援をしています。
また、人事であったり、財政であったり、出先であったり、市役所のすべての課が、
「生
活再建の支援って大事だよね」という共通認識を持つ、それが大事だと思っています。山
仲・野洲市長は「1 人を救えない制度は制度ではない。1 人から始めて普遍化すればいい」
と堂々と言ってくれているので、非常に働きやすいボスです。
後、家計相談でレシートを見ると、中高年の 1 人暮らしの男性の食生活がひど過ぎる。
コンビニの弁当ばっかり食べている人がいる。そういう人たちをピックアップして、おと
な食堂として調理実習をやったんです。すると、40 年間引きこもっている男性が参加して
きた。この方は、包丁使いがものすごくうまいということで注目を浴び、お友達もできま
した。
また、市の予算で年賀状を買い、孤立されている方に、年賀状を送りました。最初は「市
の予算で年賀状買っているのか」と怒られると思ったのですが、受け取った方がとても喜
んでくれたこともあり、監査時にはとても褒められました。
あと、先ほどお話しした債権管理条例についてです。うちの市長は「滞納は生活状況の
シグナルだ。ようこそ滞納いただきました」ということをプレス発表で本当に言うんです。
滞納からＳＯＳを発見して、そこから支援につなげようというのが市の考え方です。債権
管理条例の中には、生活困窮状態にあれば、市はその私債権を放棄できることが盛り込ま
れています。
それから、国民健康保険の資格証明書から相談者の発見というプロジェクトもやってい
ます。野洲市の国民健康保険の被保険者交付要綱の改正をしてもらいまして、生活困窮者
自立支援法に該当する相談者の場合は、資格証明書を交付しないとする改正をしていただ
きました。法律までは変えられないけれども、こうした要綱の改正をすることによって、
現場で必要な支援をお届けできると。
野洲市で約 100 の資格証明書交付世帯の調査をした結果、9 割近い方が何らかの生活困
窮の状況にあるということで、やっぱり健康保険税の滞納の多くに生活困窮状態があるか
ら、そこから少しでも発見をして、その方の生活支援をしていくことが、きちんと税金を
納付いただける状況になるのだろうと思っています。
仕組みをつくる課題として、まず、予算がない、人材が不足、理解が得られない。これ
がやっぱり大きな課題だろうと思います。でも、こうした具体的な課題については、個人
情報の共有の仕組み、これをどうしていくか。先ほど、お話をした税金の滞納、国民健康
保険税の滞納者の中に、多くの困窮されている方がいるのですが、その方となかなかつな
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がり合えない。相談に来てほしい人ほど、相談につながっていかない。早い段階でキャッ
チアップをすることで、生活再建すれば、ちゃんと納付いただけるようになるだろうし、
その方の生活困窮の支援もできるだろうと。
介護保険の滞納高齢者、1 万 3,000 人が差し押さえになったというニュースがありまし
たよね。年金しか受給されていない方が差し押さえに遭っているという状況の中で、本当
に差し押さえだけでいいのか。本当は、差し押さえの前に、生活再建支援をしていけるよ
うな、そんな取り組みが必要ではないかなと思っています。
以上、私からの報告を終わらせていただきます。
山口

生水さん、どうもありがとうございました。

きょうのテーマの国保や介護保険からしますと、マクロ的に財源調達をどうするのかと
いう話ではなくて、ミクロの個人、被保険者の生活実態からどうやってケアをしていこう
か、そんなお話だったと思います。そのキーワードが情報の共有化で、個人情報の保護が
昨今、すごく重視されているわけですけれど、それが絶対的なものでなくて、本人同意や、
場合によっては、法令によって規定されていれば、本人の同意がなくても情報提供できる
となっているところでありまして、そういった過程をクリアする１つとして、野洲市のく
らし支え合い条例があると思いました。
また、最後に、地方税法のお話もありましたので、この辺、後半で取り上げられればと
思います。
いずれにしても、個人を中心としてどうケアしていくのかということでは、市町村が住
民に一番身近な行政単位になりますので、その辺がうまく動いている例だと感じたところ
です。
それでは、次に、医療の提供者といった観点で、色平先生から発表をお願いします。
医療費の削減は、目的ではなく結果
色平

皆さん、初めまして。

今、滋賀県の野洲市の取り組みを伺い、感動いたしました。先日 、同じ滋賀県南部の甲
賀病院から連絡がありまして、「外国籍の患者対応で困っている、講演に来てほしい」と
の依頼を受けました。今から四半世紀前、私が研修医だった頃、信州でタイ人の生活困窮
に対処し、ＨＩＶ感染者への積極対応をしたことで、タイ政府から表彰されたことがあり
ました。野洲市で難しい生活相談案件に誠実に取り組んでおられることに感銘を受けまし
た。
生水さん、すばらしい！ ありがとうございます。また、大西市長さんのご発表も、お
もしろかったですね。
「友だちの数が多い人は長生き」って、皆さん、ご存じでしょうか。友だちが多く、お
母さんがニコニコしているご家庭の家族は皆、長生きです。死ににくいばかりでなく、転
びにくいから骨折もしにくい、寝たきりにもなりにくい、認知症にもなりにくいことが昨
今、はっきりしてきました。ビッグデータの解析が進んでわかってきたのです。
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先ほどご丁寧にご紹介をいただき、すでにばれてしまっているのですが、私はお坊さん
みたいな頭をしておりますが、実は医者なんです。そして普段、お坊さん役とお医者さん
役の両方をやっていること、わかります？超高齢社会の第一線医療は、どうしてもそのよ
うな役回りとなりましょう。
そしてお坊さんもお医者さんも人々から嫌われているって 、ご存じですよね。弁護士さ
んのお仕事も含め、「人さまのご不幸でご飯を食べている卑しい仕事」。その卑しい職業の
人々が、先生、先生、と周囲から持ち上げられるのはなぜなのでしょうか。それは人々の
ご不幸を扱うからこそ、なにかしらの倫理性が伴った、そんな聖なる職業でもあった時代
の名残があるからに違いありません。
ここに 2017 年 6 月 16 日付けの日経新聞があります。記事に、がん死亡率は、男性も、
女性も、全国平均と比べて長野県は 2 割近く低い、とあります。長野県佐久市では、75
歳以上の「後期高齢者」人口割合は高めですが、1 人当たりの医療費は全国平均よりかな
り低い。老衰で亡くなる人は男女とも、全国平均より 1.5 倍以上多い。健康長寿の秘訣は
どこにあるのだろうか、との記事。日経が特に注目しているのが、わが長野県の東部・佐
久地方です。
これは、実に日本一というだけではなく、世界最高。私はときどき在京テレビ局に呼ば
れます。どうして世界一なのかと。日本の中でも信州は長寿、佐久はさらに長寿、どうし
てなのか、と。世界銀行の部長がニューヨークから佐久にインタビューに訪ねてきたこと
もある位。そのときはホント困りましたね。私たち信州の医師がお役に立てていないから
だ、と感じていましたから。
「予防は治療に勝る」ということ、これはつまり、予防が成
功してしまったから「医者は要らないよ」ということにつながるわけです。
では、医療機関がどのように佐久の住民たちに働きかけてきたのか。
佐久ではＩＣＴ（情報通信技術）はなかった。その代わり 、皆さん、分厚い健康手帳を
持っておいでです。そこに 50 年前から、どういう病気で、どういう処方でと、全部書い
てあるのです。自分で持っているのですね、カルテのような健康手帳を。災害になって
も、自分で持ち歩く健康パスポートみたいなものですね。それですべてわかる。しかも、
自分自身の持ちものです。
佐久では自分の健康手帳を自身のものとする。自分の健康は自分のものだという意識
を、なぜか病院がその中心を担ったはずの健康教育活動で芽生えさせることができたの
か。いったいどうやったのでしょうか。私は昔、演劇をやっていたので、寸劇形式で、ち
ょっと、やってみましょう。
爺

（老人車を押し、腰曲げて、よぼよぼ歩いてくる）

婆

おやー、ジイさんじゃーないかい。えらい、ぼつらぼつら歩いてるけんど、どう

しただい。
爺

おらあ、車の運転やめただよ。子どもにかくれて、乗らっと思ったら、正月に来

たとき、鍵隠されちまっただよ。
28

婆

よく、あきらめただにー。

爺

しょうがねー、この車（老人車）買ってもらって、うちのばあさんと一緒に歩い

ているだに。
婆

じゃあ、買い物はどうしてるだい。

爺

おらちのおばやん、買い物が大好きだったども、どこも出かけられなくなってな

あー。しょうがねーから、生協頼んだだが、注文書の棒が引けねーだよ。だいいち、
量が多くてだめだ。次になあ、農協の食材にしただけど、農協が決めたものがくる
だよ。おれが肉が食いたくても、魚が届くだ。
婆

まあそうかい。女衆は品物見て買いてーしなあー。ストレス解消にもなるらぁ。

むずかしいところだいねー。
爺

だけど、これは、きっと、おらっちだけの問題じゃあねーよ。佐久病院に診察に行

くのだって、困るいなあ。葬式だって、人に頼まなきゃ行かれねーわ。義理を欠くよ
うになりゃ、つれーなあー。福祉バスは日に１本きりだし、朝でかけりゃ、夕方まで
けーってこれねーや。新幹線で東京まで行くに、１時間半だなんて言ってるけんど、
バスで買い物に行くのも一日がかりだ。
婆

あー、だからあそこんちは、東京の娘が、ちくわだ魚だミカンだって、宅急便で送

ってくるだわ。便利なようで、なんかー変だいなあー。子どもがいる衆はいいけど、
おらっちみたいにいなきゃ、どうするずら。いまちっと、世の中、何とかならねぇず
らか。
爺

いまちっと何とか、っちゃー、佐久病院の診察だわ。まーで、この間なんか、2 時
間も待って、やっと色平先生の顔見たと思ったら、「いいですね」で終わりだったわ
ー。おらー、いっぺー、言いてーことがあっただども、そう言われりゃあー、何も言
えねえで、けーってきちまっただよ。情けねーなあ。先生とうも忙しくてかわいそ
うだども、おらも、ちっとは聞いてもらいたかっただよ。

婆

ほーっ、そーかい。どんな話がしたかっただい？

爺

天気の話とかさー、今年は寒いとかさー。おらちの東京の孫のこととかさー。

婆

そりゃー、だめだわ。先生だってふんふん聞いてりゃー、日が暮れちまうわ…。

こういうふうな寸劇を、佐久病院ではフツーに皆がやっていることです。農民がオーナ
ーシップをもち、お金を出しあって病院を築き医師たちを雇った。これが徐々に発展し、
信州最大の病院と化し、後日、戦後になって国民皆保険制度の基にもなった。
国民皆保険とは、「農村・農民を包摂する」ということです。途上国のベトナムからで
も、ミャンマーからでも、毎年私のところに研修視察に来ますが、農村をどうするのかと
いうことが、まず大問題。たいへん難しい。いつもお金の問題ではありません。どうやれ
ば可能だというのか･･･。佐久はお金をかけずに、先ほどのようなＩＣＴがない時代に、
健康手帳をつかって自覚を促し、自分たちで脚本を書いて劇をやり、互いの自覚を育てて
きました。
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毎年、5 月第 3 土日には、数万人が集まる病院祭が開催されます。今年の病院祭は、ス
ーダン保健省から医師が来たし、ミャンマーからも、タイからも行政官がおいでになりま
した。どこの国でも、途上国から来たお客さん方は、「帰国したら、ぜひ、私のところで
も、病院祭、フェスティバルをやりたい」と言い出します。お祭りでは、若手の研修医た
ちが先ほどのような寸劇をやるんです。そして、「糖尿病とは何か」「開腹手術とは何か」
とか、住民と情報を共有し、感動を共有する。
先程、大西市長さんがおっしゃったことはまったく正しい。糖尿病を悪化させてしまう
と、とっても医療費がかかるんですよ。本人としてはインシュリン注射にはなりたくはな
いことでしょう。なったらどうなるのかって、自ら、劇にして、下手くそでもいい、役者
と会場が感情をやりとりする中で、
「ああ、そうか、予防は治療よりも大事なんだ」「医者
要らずが一番なんだ」と納得ができる。
医師は卑しい仕事。むしろ後ろに控えているべきであって 、主役を務めるべきは住民自
身。大きな病院は役にたつようだけれど、われわれ自身が取り組むことが最重要。住民の
イニシアティブでがん死亡率が下がったように、「結果として」医療費がここまで安い、
これは、医者たちがアホだ、ということです。
皆さん、お医者さんって医療機関にいるでしょう。たくさん病気がでたほうが医療機関
って、もうかるじゃないですか。佐久はあえてそういうことをしないできた、そんなアホ
病院の代表ですよね。
行政が何かを仕切るということでもなく、医師が何かを仕切るということでもなく、フ
ェスティバルをしかけて、人々が気さくに、ホンネで声をあげる。佐久病院は、サケ病院
と言われているの、ご存知ですか？皆さんのお手元に、経済誌『プレジデント』のインタ
ビュー記事をお配りしています。「佐久総合病院はサケ騒動病院だ」と書いてある。なぜ
サケ騒動病院なのかというと、一緒に酒ばかり飲んでいる。農民にホンネを打ち明けても
らうために、お酒をついで回ったんです。そして「おらっちは、医者たちのこういうとこ
が大っ嫌えだ」と言わせる。そういう農民たちが、なかなか口に出せないでいるニーズを
聞き取って、襟を正すことを 70 年間も続けたら、信州最大の病院になっちゃった。
佐久病院に、経営方針はひとつしかないんです。それは、農民のニーズに応えること 。
ウォンツに応えるということではない。欲求に応えることではなくて、ニーズに応えると
いうことを、若月先生たち諸先輩が取り組み続けた結果、大病院になりました。
大きくなりたくてなったわけでもなく、医療費を下げたかったからでもなく、「結果と
して」費用がどんどん下がってしまって、「結果として」平均寿命が世界最高になってし
まった。金メダルですので、
「後は落ちるだけだね」と、いま長野県庁の担当者とやりと
りをしています。「もう信州、いつ首位から、落ちるばかりなり」という感じ。
私は『日経メディカル』で毎月連載しています。9 年前に都道府県別の医療体制になっ
たら、ちょっと大変だね、というような観測記事を書いたことがありました。また、「都
道府県別の医療提供体制」になったらどうでしょうか、というような、いいかげんな記事
も 5 年前に書いています。これらは手探り的なもの過ぎません。つい先月に書いたのは、
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新専門医制度になったら、いったい第一線医療はどうなるというのか。こうやって医療政
策や医師教育について、多少でも発信するようにしています。
京大医学部の出身なので、つい先日、後輩たちに紫蘭（しらん）会館で話しました。今
日も数人か来ているかもしれないですが、私が赴くと、あちこちから医学生、看護学生が
集まってきて、私の口車に乗って、信州の村までやって来てしまいます。15 年間で 2,000
人くらいの学生が来ました。もう、もてまくりで、ほとんどが女の子。わかりますか、私
にはなんでもてたのか、ぜんぜんわからないです。
年間百数十人は来たものですが、そのうちの 1 割ほどは海外へ送ります。フィリピンへ
送ったり、バングラデシュへ送ったり、英語圏が多いです。そういう途上国の農山村に足
をはこんで、「貧困の中に」身をおいて、戦前、日本の産業組合の指導者たちが農山村で
自前の医療機関をもつためにどのように苦闘したのかということを、後日、日本に戻って
から日本語で勉強していただくための事前準備をしていただきます。昭和農村恐慌で苦し
んでいた時代の農民たちの語りは、今も長野県に伝わっています。けれど、それをいま日
本語で聞いてもよくわからない、というので、最初は英語で海外に、現代の事情を聞いて
来てもらうようにしています。
「地域包括ケア」という言葉、先ほど大西市長さんもおっしゃったように、最近の言葉
です。厚労省も認めていることだから言いますが、これ、佐久モデルのことなんですね。
これをやると、医療費は下がるという単純なお話。病院祭やったり、劇やったり、つまり
医師たちの頭を切り替えないといけない。そのように、先ほど、河内山・塾長も言ってお
られたでしょう！だから、若月院長は（オルタな医師を育てる）農村医科大学をつくりた
かった。いまだ設立できてはおりませんが･･･。われわれのような、医科大学の医局に入
っていない、はぐれ連中を集めましたら、ドクターは現在 230 人以上、毎年どんどん増え
るという、そういうミラクル病院です。
では、ミラクル病院にはどうして医師が集まるのか。今日の課題で、河内山・塾長が残
した宿題のうち、最大のものはここです。制度やお金ではない。残る要素としては、人の
心というべきか。実際は専門家たちの医師あたま（石頭）。これ、かたいという意味です
が、医師頭をどうやってかち割るのか、ここが大問題。
今日の会場の京都府には京都府立医大と京大の二つがありますが、多くの県では医科大
学は 1 校しかありません。県に 1 校しかないこの大学医局が、どのぐらい「白い巨塔」的
な権力を持っているのか。彼らはもちろん、ものすごく大事なんです。こと医療に関して
「白い巨塔」とどうつきあうのかという、このお作法を誰が教えてくれるのか、という辺
りで悩んだ学生たちが、私のところに来るようです。京都府立医大でも講義したことあり
ますが、「ここで私がしゃべったことはすべて忘れ、講義室から出た後、決して外でしゃ
べるな」と、申し上げました次第。そのくらい「沈黙の掟」になっているわけですね、今
でも。
介護のお話もしましょう。介護で大事なコミックがあります。『ヘルプマン！』って知
っていますか。
『ヘルプマン！』は、この第 8 巻がいいと思います。一冊 544 円。講談社
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の回し者である私は、544 円、『ヘルプマン！』コミック第８巻、と言って回ります。こ
れを買えば「ＴＰＰも読み解けるし」と言って、売って回ります。
これは面白いですね。皆さんが大事にすべきは、学者さんが本とかで書いたり展開した
りすることではなく、地域の人たちが一番不安に思っている「本当に困ったときに、自分
をちゃんと助けてくれるのだろうか」ということです。ここをうまく描けているのが、こ
の『ヘルプマン！』、特に第８巻が良いと思います。１冊買うなら第８巻、講談社が出し
ていますよ、どうぞよろしく。
こういうことを私、全国市議会議長会でもしゃべったことがあるんです。皆さん全員が
『ヘルプマン！』コミック第 8 巻を何冊か買って、それをばらまいて、みんなでちょっと
泣いたりすれば、実はそれでＯＫ。市議会議員が全員読んだら、もうぜったい、そこの議
会は、そして自治体が変わる。これは本当のことです。
世界中が注目しているのは、日本国がこんなスピードで高齢化し、人口がドワーッと落
ちるなんて、そんな国、世界史上あり得なかった、「お初」の状況になっている。ジェッ
トコースター状態。だから、どうなるのかって、私は先進国とももちろんおつきあいはあ
るけれど、途上国からも、どんどん質問が寄せられる。そこで、健康手帳だよ、とか、病
院祭だよ、って答えると、向こうで勝手に始めちゃうんですよ。ローコストだから。50 年
後ぐらいに佐久病院みたいになりたいからかな、彼ら。
皆さんに質問をしましょう。医者が少ないといわれているでしょう。何科が少ないか、
どの医者が少ないかわかりますか。一般内科医が少ないんです。さっき、河内山・塾長さ
んは「総合医」っていっていたかな。総合医というのはほぼ一般内科医のことです。一般
内科医というのは専門内科医じゃないっていう意味。医科大学では、みんな専門医になり
たいわけです。循環器内科、消化器内科、かっこいいから。かっこいいのは、たとえば脳
外科とかね。そうじゃない、一般内科医になる医者がホントは大量に必要なんです。
一般内科医が一番守備範囲が広い。野球で言うと内野手。一般内科医は、福祉と協働で
きる。一般内科医をちゃんと仕込めば、医者語だけじゃなくて、村語もしゃべれるし、行
政語もわかるんですよ。自治医大は、それを育てようとしてきています。一般内科医を育
てるためにどうしたらいいのかということをもっともっと真剣に考えて、文科省に迫らな
いといけません。これは厚労省マターじゃないですからね。
医師不足をどうしたらいいかって、皆さんに回答しましょう。それは「医師を輸入する
か、患者を輸出」したらいい。皆さん、のけぞっている場合じゃないですよ。これ、正し
いんです、新自由主義的には。諸外国ではみんな、やっているわけです。なぜ、日本では
できないのかって考えたこと、ありますか。
日本語をしゃべるのは日本国だけでしょう。だから、国外に出されちゃった患者さんた
ちは日本語でケアをしてもらえない。自分に身を置きかえたらひどいことだ。外に植民地
をもっていた時代ならともかく、日本語ができる医師はもう海外では輩出できないのだか
ら、国内で「一般内科医」を養成するしかないんです。
これは、すでにものすごーい背水の陣なんです。私は、2,000 人の医学生看護学生の相
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手をしたけれど、これは愛国心の一心からです。君たちが一般内科医になって、途上国の
苦労もわかって、オーナーシップをあえて農民にとってもらい、自分が技術者としてかっ
こつけるのではない方向へ進めるか。医療技術を商品化するのでなく、権威化するのでも
ない。医療技術を協同化し、
「みんなのものだ」と言ってみせるような医師を大量につく
っておかないと、われわれ自身の老後がアウト。ということで、私はこの十数年、いろい
ろやってきましたが、全然、力が足りません。
きょう、もう一つお話ししなければいけないのが、ＳＤＨ（Social Determinants of
Health）。健康を支えるその決定要因が何なのかということ。われわれが健康で長生きす
る。ハッピーで、お母さんたちが笑顔であるためには、どういう要因があるのか。大まか
に言って、
「遺伝」が４分の１はある。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃ
んが長生きな人は長生き。この４分の１はしょうがない、諦めてね。遺伝がもしも全部だ
ったら、もう諦めてくださいね、医者、要らないでしょう。
それでは、残りの部分を決定する因子、ここの４分の１が「医療技術」です。では残り
の４分の２、半分の決定因子が何なのかということ。これが、友人が多くて、ニコニコし
て、何かと支援の手があり、自分も支援できたらうれしいし、人と人とのつながり、日本
語で言えば、「おたがいさま」
「おかげさまで」というところ。この社会的要因で、健康の
半分を支えることが担保できているんです。
長野県は、医者が優秀かって、優秀じゃない。むしろ 、医者が優秀じゃないことを認め
て、こんなこと 70 年前に見抜いたんです。佐久はね。いまになって、やっとビッグデー
タで分かるＳＤＨを。だから、ＷＨＯが学びにやって来るんですよ、世銀も取材に来るん
ですよ。なぜ、こんなことができたのか。ワシントン・コンセンセスでは解決できないこ
とを、なぜ佐久ができたのか。われわれは別に医療費を下げようと思ってやったんじゃな
いのです。日経新聞は、誤解して、そう褒めてくれていますけれども。
農民は、医者の顔なんか見たくない。医療費を払いたくない。でも、長生きしたい、痛
くないように。それはニーズだから。その思いを大事にできるかどうかというのは、別の
意味でしょうね、ちょっと変わった専門家たちを輩出しないと無理。日本は大量の「一般
内科医」を持たないと、この超高齢社会を乗り切れないんです。
なぜ、長野がトップなのか。いろいろな質問がきます。いろいろな人が答えています 。
でも、はっきりしているのは、当時、農民は貧しかった。医者にかかれず、死んでいた。
そういう人たちのところに入って、多少でも、「医療技術」のこの４分の１をやる。当
時はこれ、非常に効いたんですよ。平均値は上がる。クラスで言えば、九九のできない子
どもたちのところへ行って、九九を教え込んだら、平均値、バーンって上がるでしょう。
ただそれだけのことなんです。
でも、そのときのおしつけとして、医師が大事なのではない。行政も大事だけど、むし
ろ保健師さんが大事だと、女性たちの働きが大事だと。あなたたちが思いを持ってやって
いることを、われわれは見守って、あえて介入はしない。手控えるような感覚で、「おた
がいさま、おかげさまで」という、日本のムラ社会がもともと持っていた良いところを生
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かすようにするように仕向けたのが、若月が天才である所以です、とこの記事に書いてあ
りますね。
東大医学部は、創立以来の百何十年のうちに 3 人の天才を産んだというんです。その 3
人のうちの 1 人ですよ、若月先生は。どう天才なのか、ちょっと説明しきれないですね。
ＳＤＨを 70 年前に見抜いて、それに適合した社会活動を始めちゃうというのは、いった
いどういう人なんでしょうね。いや、これ、英語でよく聞かれる質問なんですけれど、ち
ょっと想像もつきません。
もうそろそろお時間だと思います。
山口

どうも色平先生、ありがとうございました。唐突にパッと終わったので、どうコ

メントしようか考える時間がなかったりしましたけれども、キーワードは、予防だと思い
ます。昨今の制度改革では医療費の削減が目的のように捉えられますが、実はそうではな
く、結果なのだと思います。
天才がたくさんいれば、日本全国、すごくハッピーなんだと思うのですが、残念ながら、
そうではないので、こうした中でどうやって医療費を削減するのか、地域の事情によって
も違うのでしょうが、結果としてそういう状況になってくれば、保険料も下がり、保険料
を払えない人が少なくなってくるでしょう。そういう状況になったらいいなと思って聞い
ておりました。どうもありがとうございました。
それでは、最後のパネリストになりますが、同志社大学の畑本先生、よろしくお願いし
ます。
国民保険料（税）の市町村間の違い
畑本

同志社大学政策学部の准教授の畑本裕介といいます。よろしくお願いします。

私は、開催校の教員ということで、せっかく同志社大学で開催するのに、開催校の教員
が 1 人も登壇しないのは寂しかろうということで、駆り出されたという事情です。それで、
そういう者として、皆さまのお話しになった全体をまとめるような話にしなさいというお
題がありましたので、なるべくそれに沿えるような内容を準備してまいりました。
皆さま、非常に多士済々な方々ですので、国民健康保険や介護保険制についてというシ
ンポジウムではありましたけれども、いろいろな角度からこの制度についての言及があり
ましたので、全体をまとめるというのは少々困難です。ですので、最初に国民健康保険や
介護保険、特に平成 30 年度国民健康保険制度の大改正が迫っておりますので、そのことに
少し触れる形でお話をさせていただければと思います。
厚生労働省の資料等を見ましても、すぐに分かりますし、すでにこのシンポジウムで何
人かの方が触れられていますように、平成 30 年度から国民健康保険の運営に都道府県が
保険者として財政運営の主体として関わるようになっていくということになっております。
ですので、これからはこれまでのように市町村ごとに国民健康保険を財政運営の主体とし
て運営していくという制度ではなくなってきます。とはいえ、仕組みとしまして、都道府
県ごとに設定された費用を市町村が保険料を集めて、納付金として払うという保険料徴収
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業務は市町村に残ります。
ですので、市町村が集めてくるという仕事はなくなるわけではありませんし、保険料率
は都道府県で設定しますけれども、実際に集める保険料の設定は市町村が裁量を働かせな
ければならなくなります。従来からいきなり金額が上がっても、住民の方に納得していた
だけませんでしょうし、横の市町村を見まして、あそこは従来どおり頑張っているけれど、
うちは頑張ってないよと比べられても困るでしょう。実際に集めてくるお金というのはい
ろいろな要因を考慮して、都道府県が指定したとおりのお金を徴収するということには必
ずしもならないと思います。ですので、まだまだ市町村の方々の苦労が残るという運営は
しばらく続くかなと思います。
次に、国民健康保険制度において、どれだけ市町村の現場の方々が苦労なさっているか
を確認するために、幾つかのモデルケース等を参考にしながら、現状の確認をさせていた
だければなと思います。このモデルケースといいますのは、本来は幾つかを普通は設定し
ますが、今日は時間も限られますので、一つのモデルケースのみを見ていきたいと思いま
す。
年収が 420 万円で 1 人暮らし、また、資産割りというのが国民健康保険料にはあります
ので、資産割りを考慮すると、ちょっと複雑になりますから、固定資産を持たない方とい
うものをモデルケースにします。保険料を年間で幾ら払わなくてはいけないのかというも
のを、ピックアップした市町村ごとにまとめておりますので、見ていきたいと思います。
まず、ここは京都ですので、京都府全市町村の国民健康保険料を計算したものを作って
みましたので、ぜひご覧ください。数値は平成 28 年度のものです。パワーポイントの資料
の字が小さいですので、別刷りで A4 の用紙を配っておりますので、そちらも参考になさっ
てください。そうすると、同じ府の中でも市町村によって年間に払っている金額が異なる
ということが見えてくると思います。
例えば、モデルケースで計算したものですけれども、一番右側のモデルケース合計とい
う数値を見てください。一番高い所では八幡市ですけれども、年収 420 万円の方から、今
回の条件に当てはまる方は、年間 45 万 2,000 円。大変高くて、年収の 1 割超を毎年、毎年
取られるわけですよね。かと思えば、一番安い所になりますが、これは資産割りを考慮し
ないといけませんから、単純比較はできないんですけれども、伊根町という人口が 2,000
人ほどの町は、年間 18 万 5,300 円です。25 万円から 30 万円ぐらい違うんですよね。同じ
制度で同じ医療を受けるのに、1 年間に 420 万円の人に 25 万円から 30 万円も違うような
費用の差が生じてしまいます。
当然、住民としても文句が出るでしょうし、あっちの町は安いのに，こっちは高いのは
どうしてだといったように、職員の方はいろいろご説明が大変だと思います。伊根町とい
うのは非常に小さな町ですので、基金等の貯金を取り崩しながら、うまく財政を調整して
安く抑え込むということが可能なようです。保険料を使わなかった年のものを留保し、過
去に積み残していったものを取り崩したりしながら、うまくやれば抑えることはできてい
るんだというお話でした。
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これは小さな町ですので比較にならないだろうということでしょうから、比較的近隣に
ある二つの市、京田辺市と八幡市の数値を比べてみますと、状況もそれほど違わないでし
ょうけれども、八幡市は 45 万 2,000 円に対して、京田辺市は 31 万 8,600 円です。差額は
13 万 3,400 円ですね。八幡市にも、京田辺市にも、資産割りはありません。資産割りがな
くて、ほぼ同じような地域にあるのに、年間を通じて 13 万 3,400 円も違ってきます。当
然、住民同士も交流があるでしょうから、あっちはあんなに高いのに、なんでこっちはこ
んなに安いんだと、あれやこれやとの話になります。やっぱり市役所の方がうまく調整す
ることによって、何とか乗り越えなくちゃいけないというのが、これまでの状況でもあっ
たと思います。
また、生活に困窮されている方も、こっちの市だったら、何とか乗り切れるけれど、あ
っちの市だったら、とても乗り切れなかったねとか、こっちの市だって、こんなに払わな
くていけないから、自営業はとてもやれないので引っ越しますかとか、そういうことも当
然、起きるのではないかと思います。
このように、あまりにも保険料が違い過ぎましたので、とても同一の保険制度とは言え
ない状況が実際にはあったんではないかと思います。しかも、格差は大きく保険料は安く
はありません。年間では年収の 1 割を持っていくわけですので、住民としても文句も言い
たくなる制度ではないかとは思われます。
それで、どのように、制度を運営する際に苦労があるのかということをより明らかにす
るために、ある県の県境地域に位置する市に注目して、健康保険税の設定がどのように変
遷していったかについて、次に確認させていただきたいと思います。県境地域に位置する
健康保険料率の調整の難しさを確認していきたいと思います。
これは、とある県の県境地域にある市なのですけれども、お隣が非常に裕福な都道府県
です。このお隣の都道府県では保険料も非常に低く設定されています。ほんの少し移動す
ると、その裕福な都道府県に行くわけですね。そのため、実際に保険財政を賄うための費
用として十分かどうか分からないような保険料を設定せざるを得ない時期がずっと続いた
と思われます。
平成 23 年ぐらいまでの保険料は、非常に安く抑えていました。県境を越えた政令指定都
市Ｂ、平成 20 年から 21 年の介護保険料を含む保険料は、年間 24 万 100 円です。それに対
して、Ａ市は、ほぼ互角の 22 万 2,900 円。県外のもっと裕福なすぐ近くの政令指定都市じ
ゃないですけれども、大都市Ｃは 19 万 4,800 円です。この大都市と比べると、22 万 2,900
円でも、ちょっと見劣りするかなというような金額になります。この県外大都市Ｃという
のが、非常に裕福な都道府県で、全国でも圧倒的に安い保険料となっております。この県
を超えた富裕自治体の大都市も意識して、低く抑えられていましたＣの安さには及びませ
んけれども、Ｂには十分対抗できるような保険料の設定でした。
しかし、これではやっぱりやっていけないですよね。この低い保険料を設定していると
きに、ニュース等が流れていたのを見ましたけれども、病院の土曜日の往診をやめるとか、
出産の受け入れを一時停止するとか、さまざまな医療における機能の障害が出てきます。
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ですので、やはりこれは厳しいだろうということで、Ａ市は、平成 24 年以降、少し上げ、
平成 26 年からは大幅に値上げをせざるを得なくなってきます。
平成 26 年からは、モデルケースですと、介護ありで 36 万 3,100 円になってきます。こ
の 36 万 3,100 円というのは、先ほどの県を越えた大都市と比べますと、非常に高いです
ね。大都市が 26 万 7,500 円にまだまだ抑え込んでいますので、10 万円も年間では差がつ
いてくるということになります。この金額ですけれども、Ａ市の所属する県の県庁所在市
Ｄ、これがやっぱりものすごく保険料が高い所でして、平成 26 年にはちょっと値下げをし
て、39 万 900 円になっていますけども、やはり高いことには変わりがありません。やっぱ
り年収の 1 割は持っていくということになります。それとＡ市は数字が大体似通ってくる
んですね。
今回、県が保険者として関与することを見越して、恐らく上げてきていると思います。
もしくは、病院の運営等が厳しくなってきましたので、同一県の県庁所在地の方の保険料
に合わせてきたんだと思いますけれども、さまざまな調整が必要です。
だから、市役所としても、その周辺自治体を一生懸命にらみながら、調整するのでしょ
う。費用を高く設定し過ぎると、住民の方はそっちの自治体にいずれ逃げてしまいます。
もしくは、職員の方を引き止めるにも、保険料をはじめとする医療や福祉の財政は影響し
ます。いろいろとお話をお伺いすると、国民健康保険だけではなく、例えば、介護職員や
病院職員の体制を維持するのも、富裕自治体の病院や介護施設の給与を参考にしないと、
職員の方は残ってくれません。そのため、どうしても、高い水準で給与を設定しないとい
けなくなるんです。そうすると、自らが所属する県の給与水準からしてうんと高くなるの
で、とても市の財政で賄えないという、非常に火の車になるわけですね。とはいえ、財政
が厳しくなれば、頑張っていた保険料も、大幅に値上げすることになると思います。
このように、これまでも国民健康保険制度の運営において、制度の矛盾がある中で相当
自治体の努力で乗り切っていたという状況があったと思います。以上の状況から見えてく
るのは、自治体や自治体職員というのは、法律や制度の不整合性を押し付けられ、かとい
って、それを直接、住民にかぶっていただくわけにいかないので、住民の方にうまくご説
明し、住民の方からは、なんでこんなに高いんだと突き上げがあるところをまず調整する
バッファー役をずっと期待され続けてきて、それを一身に担ってくださっていたというこ
とがあると思います。
これからは県ごとの運営になるからいいかとなると、そうはやはりなりません。県ごと
に保険料を設定すると、やはり県境地域というのは値段が高くなるわけですよね。だから、
本当に県が指定してきた料率で保険料が徴収できるのか。それを取ってしまって、住民が
逃げないのかということが、非常に懸念されることがあると思いますので、やはり依然と
してバッファー機能は求められ続けてくるでしょう。また、自治体の財政運営も非常に厳
しい中を綱渡りしていかないといけないということになっていくと思います。こういった
問題が、これから県が関与するとしても残り続けるのかなと思われます。
また、これまでは、保険料を徴収する市町村の中で財政運営を行っていましたので、医
37

療費の適正化に関しては、市町村の中で完結させることができていたと思います。これか
らは、財政運営は県になりますので、自分の市は頑張っているけれども、他の市が頑張ら
ないから、県としては全体として保険料が上がるなんていう現象が当然起きてくるでしょ
う。それをどう調整するのかなど、さまざまな問題がやはり予想されるのかなと思われま
す。ですので、新たに発生する問題を見越さないといけないのかなと思われます。
一応、数字を見ていただきまして、こんなに大変だったということ。ここは必ずしも、
医療保険ですとか、介護保険のご専門の方ばかりではないでしょうから、具体的な数字を
見ることで、問題の深刻さということを確認していただければなと思いました。
それで、各先生方にコメントを付けろと指定がありましたので、コメントをさせていた
だきたいと思います。制度が始まって、国民健康保険の大改正もこれからで、実際に問題
が出てきているというよりは、準備を行っている段階ですので、なかなか質問というのが
設定しづらいです。また、皆さまが多彩な方ですので、なかなか一つの大枠にまとめるこ
とが難しいですから、それぞれ、技術的な質問を行うか、あとコメントをさせていただく
かということでご勘弁願えればと思います。
まず、大西市長さんです。やはり、新しい制度になったら、従来の制度との不整合性と
いうものが発生すると思います。先ほどの保険料の問題もありますし、実際に徴収ができ
るのか、できないのか、設定されたとおりにお金が集められるのか、どうなのか。また、
従来の保険料とあまりにも違う保険料の設定になった場合に、それをどう説明していくの
かなど、バッファーとしての機能の体制整備というのも必要になるかと思いますけれども、
そういった点についてどのようにお考えかということが 1 点です。
もう 1 点は、他市町村との関係です。県ごとに運営になりますので、例えば、高松市さ
んだけ頑張ればよいということではなく、高松市さんが頑張っても、他の市町村が頑張ら
なければ、全体としての費用が上がるわけですので、その割を食うことにもなりかねない
わけです。ですので、県全体としての調整というのが必要になってくると思うんですけれ
ども、その点についてのご準備をどうなされているか、もしくは、ご意見などがございま
すでしょうかということをお伺いできればと思います。
次に、生水補佐さんにお伺いしたいことです。まず 1 点目です。今回は国民健康保険と
介護保険制度についてという論題のシンポジウムだったわけです。無理やりにこの話につ
なげていけば、生水さんのお話というのは、結局のところ、国保や介保の費用の適性化と
いうのは、個々の住民の方の困難を取り除くことで、逆に費用がかからなくなるのではな
いかというお話だったのではないかと思います。問題は皆さんが抱えてらっしゃるので、
その根底的な問題を取り除くことで、逆に住民の幸福度が増して、健康度も増して、結局、
費用のかからない状況につながっていくのではないかという覚悟であるというふうにも受
け取れると思います。そういった国保や介保の問題について、例えば、私がお話ししたよ
うな形につながっていくのかどうかということをお話していただければと思います。
あともう一つは、消費生活相談の専門家として最初に市役所に入られたということだっ
たのですけれども、やはり福祉の問題などをはじめとした生活の問題というのは、従来の
38

ゼネラリストとしての職員だけではなくて、専門職として市役所の中に職員が入っていく
ということが、庁内の雰囲気を変える上で大きく貢献していると思われます。
福祉の問題では、例えば、介護保険制度が導入され、2005 年に地域包括支援センターと
いうのができます。その地域包括支援センターを設置するときに、直営の地域包括支援セ
ンターを置いて、ブランチとして民間委託するという形を採った市町村もかなり多かった
と思います。その直営の地域包括支援センターを設置したときに、社会福祉士を雇うわけ
ですね。そうすると、市役所職員として専門職が雇用され、その専門職が市役所の雰囲気
を大きく変えて、国民健康保険とか、介護保険などの運営にもかなり予算を割いたり、人
員を割いたりする雰囲気が出来上がったというお話をよくお伺いします。このように専門
職というのは、実はかなり大きな役割を果たしていますので、今回の問題に関しても、市
役所の中で専門職がどのような役割を果たしたかなど、少々お話いただければと思います。
最後に、色平先生です。国の政策ではなくて、住民の自立性こそが重要だ、主体性こそ
が重要だというお話だったと思われます。とはいえ、結果としても、佐久総合病院は非常
にうまくいったわけですので、佐久じゃない地域に何かアドバイスをお話し願えればなと
思います。
あともう一つです。ソーシャルキャピタルこそ重要だということも、レジュメに書かれ
ておりましたが、私は以前、色平先生の病院のある長野県の隣の山梨県に住んでおりまし
た。山梨も頑張ってはいるんですけれども、長野と比べるとどうしても見劣りするんです
よね。いつも健康な長野県と比べると、健康度では常に負けているので、頑張っている山
梨はあまり威張れない状況です。大体、長野の方というのはすごく真面目で、朝 5 時に起
きるなんて当たり前だという学生さんも普通にいたんですね。朝 5 時に起きるのは、ちょ
っと僕は無理だなと思いまして、健康的な生活は確かに長野の方はなさっているかもしれ
ないけれど、じゃあ、これ、都会人ができるのかというと、なかなか厳しいですね。
私は社会的に孤立しやすい属性を二つほど備えております。大体、一番社会的に孤立し
やすい属性として 55 歳以上であると。まだ 55 歳になっていないですけども、そろそろ危
ないかなと。あとは男性で結婚していないのに当てはまりますので、あと何年かすると、
孤立しやすい属性を一番備えた人間になります。孤立しやすい都会人が健康でいるという
のはどうしたらいいのかなと。ソーシャルキャピタルと言われましても、ソーシャルキャ
ピタルは一つも持っておりませんので、そうした場合、何かアドバイスいただけることは
ないかなと、ぜひ、色平先生にお伺いできればと思います。
以上、いろいろと興味、関心が非常に湧きまして、ご質問差し上げましたが、時間の関
係もあるでしょうから、お話ししやすいところからお願いできればと思います。また、私
のコメントに限らず、ご自由にお話しいただいても結構だと思います。ご清聴ありがとう
ございました。
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国保財政の都道府県化の意義と課題
山口

畑本先生、どうもありがとうございました。

今のコメントと質問に対するお答えに移ります。
畑本先生のお話のポイントと言いましょうか、私自身は、国保の都道府県化について当
初、疑問に思っていたことがありました。市町村が保険者として努力すれば、医療費がか
からなくなる。要するに、予防に力を入れれば、医療費が減ってくるということがあって、
そうすることで、佐久市のように医療費の削減がうまくいっている所もあるのですが、都
道府県化ではそういったインセンティブがなくなりますので、都道府県化よりも、いまの
ように市町村が保険者として努力し、保険料収入との見合いを自己決定できる制度のほう
がいいのではないのかと考えていたところです。
しかし、畑本先生のデータを見ますと、それだけではなくて、同じような状況にあって
も、保険料がこれだけ違うというのは、理念だけでは済まないのか、むしろ、広域的にし
た今度の改正のほうがいい面もあるのか、というふうに思ったりしました。また、これは、
来年度からの取り組みで、長期的にはいいのかもしれませんが、短期的には結構、混乱も
あるのではないのか。その混乱については、制度を変えたのが国だとしても、応えるのが
市町村、保険者などになりますので、自治体では、結構大変だろうと思うところです。
さて、準備も整いましたので、それぞれ、お答えをしていただきたいと思います。順番
は、最初の発言順でお願いしようと思います。まずは大西市長さんからお願いします。
大西

国民健康保険の財政単位が都道府県化されるということについて、それぞれ、市

町村の努力が十分反映されないのではないか。あるいは、高松市だけが頑張ったんだけれ
ども、それが全体としてうまく反映されないので、今よりも保険者努力といいますか、そ
の辺ができなくなるのではないかということがあります。
後、こういう国民健康保険制度に限った話だけではありませんが、市町村は常に住民と
向き合いながら、国とか、県のいろいろな施策、制度などを実行に移していくにあたって、
やはり住民との間での板挟みといいますか、いろいろな苦労があると思いますが、実際の
現場においては、どう対処しているのかというようなお問い掛けだったかなと思っていま
す。
国保の今度の 30 年度の都道府県化につきまして、私自身も最初、都道府県化するという
ことの必要性は認めながらも、今、お話がありましたように、それぞれの市町村が市民の
健康増進とか、疾病予防とか、そういう施策に取り組みながらも、努力がなかなか反映し
づらい、その施策の効果が測定しにくいということから、逆に、都道府県化することによ
って、責任が薄弱になるのではないかというような危惧は抱いておりました。
ただ、国保制度の途中で後期高齢者医療制度というのが入ってきています。後期高齢者
医療制度というのが、それぞれの都道府県ごとに広域連合という形で広域化して一本化し
ています。その制度自体が一つの広域連合という形ですので、これも成功事例というふう
に思っています。
そういう意味では、今度の国保の財政単位の都道府県化と、どちらがいいかと言います
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と、市町村の広域連合でも後期高齢者は制度の運用がうまく行われているのだから、そう
いうやり方でも、本来であれば実施できたのではないかなというふうな気もいたします。
ただ、これが終着駅ではないので、今後、中長期的な観点から、政府が制度設計を見直し
ながらやっていくべきではないかなというふうに思っています。
ただ、基本的には医療制度と医療政策というのは、本来、都道府県の役割なんですね。
医療政策に関しては、基本的には都道府県単位というのが、今の制度の枠組みです。やは
り医療政策の実施主体とその保険者というのは、一致した方が望ましい。先ほどのデータ
にもありましたけれども、全く医療資源とか、環境が変わらないのに、しかも、人口規模
とか、財政状況というのもあるのでしょうが、隣の市町というだけで、保険料が大きく変
わるというのは、なかなか説明しにくいと思います。
私は、ある程度、医療政策と保険は同じ単位であるべきではないかなというふうに思っ
ていますので、取りあえず、平成 30 年度都道府県化というのは円滑にきちんとやっていく
べきだろうというふうに思っております。
高松市だけ頑張ればいいというものでもないというところはありますが、やはり高松市
としましては、高松市民の健康とか、疾病予防に責任を持つ団体、基礎自治体として、保
険料率をどうするのかという話に関係なく、しっかりとやっていく必要があるのではない
かなというふうに考えています。
「地域包括」の範囲とは
山口

どうもありがとうございました。続きまして、生水さんへの質問に移ります。専

門職職員としての個人的な見解や、
「地域包括ケア」関係ですと、「包括」とは、どの範囲
を指すのか、についてもお答えください。私の見解ですが、医療・介護だけで包括してい
けばいいのか、もっと広げて、保険料などの滞納者というか、そういうところまで含めて
の包括なのか、こうした点からのコメントもいただけたらと思います。
生水

まず、先ほど、色平先生のほうから、一般内科医増員が必要だとおっしゃってい

て、これは相談支援でも全く同じなんです。医療の現場では、病院の先生が体の不調の原
因をいろいろ見立てて、どこの専門医につなげていったらいいのかという最初の見立てが
できる人、いわゆる総合医のことだろうと、私は理解しました。これは、市役所や地域で
いろいろな方々のご相談を受ける中ではやっぱり大事なことで、相談者の見立てができる
人材が不足していて、ここが非常に必要です。その人にはどのような課題があって、何が
問題であってという見立てと、じゃあ、どのサービスにつなげていけるか、どの機関のサ
ービスを活用できるのかということを考えられるか、ここの人材をどう育成していくか、
これが生活困窮支援の中では課題だというところです。
二つ目として、先ほど貧困の話が出てきましたが、貧困世帯には糖尿病の患者さんが多
いのです。なぜかというと、お肉や魚や野菜をバランスよく料理をして食べるという習慣
がないからです。それは、やっぱりお金がないからなんです。そして、親からそうした料
理をするという養育を受けていない。特に、虐待などを受けている家庭においては、そう
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した家庭環境にありません。また、一人親家庭の中には、菓子パンだけを食べていたり、
マヨネーズだけで味付けにしている家庭が多いですね。味付けをどうしてマヨネーズだけ
でしているのかというと、塩やしょうゆやみそなど、いろいろな調味料を混ぜ合わせて作
るという料理の習慣がないから、マヨネーズをかければすべて食べられるという環境に育
つと、その家庭の子どもは体がしっかりと育っていかないと。これは学習の問題で、貧困
連鎖と言われていますが、いわゆる健康の問題での貧困の連鎖も非常にあると思います。
ということを踏まえると、
先ほどの地域包括ケアの中では、医療や介護だけではなくて、
そこの家庭の世帯を次の世帯にどうつなげていくかを考えると、やっぱり貧困問題、困窮
者支援というのは、非常に重要な課題であろうし、ここもぜひとも視野に入れていく必要
性あると思います。
国からはいろいろな施策が出てくるけれども、そこの地域にはどういったやり方がある
のかという、このアイデアを出していくやり方で、行政が新しい働き方、新しい考え方、
新しい予算の取り方をしていかなくてはいけない時代になっているんだなと思います。ど
れほど自治体職員がアイデアを出していけて、また行政だけで悩むのではなくて、地域の
ニーズ、地域の方々と協働してやっていくことが大切だろうと思います。
さまざまな地域の医療供給体制
山口

どうもありがとうございます。次は、色平先生にお伺いします。先ほど諸外国の

取り組みについてお話がありまして、いろいろな所から訪問があるということでした。そ
こで、国内の他の地域へのアドバイスということで、日本国内の最近の状況について教え
ていただけますか。
色平
あ

高松の丸亀商店街にうかがって、そのことを『日経メディカル』に書いたことが

ります。各地のさまざまな「自前の自治」の取り組みについて、取材して回ったこと

もありました。生水さんのご著書について、ぜひ『日経メディカル』で拙評を書かせてい
ただきたいものだと感じております。
毎週、朝日新聞に連載していたこともあるんですが、自分で発信する立場になると、診
療ばかりしているのでなかなか取材に行けないので、ネタがほしくなるんです。だから、
今日のこの場のような学会に参加すると、勇気づけられます。同時に、皆さんがどういう
ところで日々悩んでおいでになるのかということに関心をいだきます。サケ騒動病院のご
とく、懇親会なりで飲んでお話ししてみたいものだという気持ちになりました。フォーマ
ルな場では本音が出ないですからね。
佐久の場合は、医者がフツーの医者の仕事をやらないようにしているんです。ケースワ
ーカーみたいな仕事を医者がやってもいいのだと。さらに言うと、佐久では、医者と医者
以外のスタッフとは平等です。全職員で研修医たち若手を育てる。毎年 16 人、若い研修
医が就職し、それをわっさわっさとみんなで育てるという感覚です。
医科大学での卒前教育が終わった後、卒後研修の場では、こういう医者になってほし
い、こういう医者は困るんだ、そしてこういうことで私たちは困っているんだけれど…と
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いう現場の話を聞かせます。
医療だけでは解決しきれない課題、例えば外国籍住民を含む地域の人たちと語り合うよ
うな場を設定するようにして、職員教育に取り組む。間接的には、研修医たちの定着率、
つまり初期研修医たちがどのくらい後期研修に残って佐久で働き続けてくれるかというこ
とが、われわれの救急医療体制を支える大きな基礎になっているということもあってのこ
とです。
長野県にひきつけていうと、総合医を育てることのできる医療機関は、佐久病院と諏訪
中央病院しかないんです。大学医局がそういう意識を持っていないはずはないでしょう。
しかし、医局の論理というのは、自らの弟子を育て、研究者を育てるという方向性。一時
代前はこれで良かったのだと思いますが、現在の国民ニーズには合わない方向ですね。医
科大学は、合議制の中世的なギルドみたいな組織です。
「生命だけは平等だ」という言葉、皆さん知っていますか。徳洲会を創設した徳田さん
の言葉です。生命だけは平等だという言葉があそこまで支持され得たということの背景に
は、現今の医療提供体制への不満がある。なかなか言葉にならないところではあります
が、ここを踏まえて、徳洲会病院はあんなにも大きくなった。離島医療、救急 24 時間診
療といった分野のことです。そういった庶民の期待に応える医療者たちも存在していた、
という歴史を浮き彫りにしてくれています。
私は、大西市長さんと違って、ちゃんと卒業しないで中退して京都へ、でした。京大は
中国学で有名です。医者の医というのは、京都ではこういう字で習うんですよ。これ、旧
字体ですが。左上は技術です。刃物をちゃんとサックに入れてある、危ないから。右上は
手です。手あてのこと、あるいは奉仕のこと、ケアのことなんですね。左上がキュア、右
上がケア。下はお酒。これは祈り。地域住民が素朴な意味で地域共同社会の仲間の病気を
心配している。おたがいさま、おかげさまで、みたいな感じ。自然村で、自分たちの同胞
の回復を願っている、そんな祈りです。
これは医療の三要素です。そのうちの左上の「技術」だけを取り出して教えてしまって
いることについての批判を、われわれは京大医学部で習いました。この教えが京大の中で
さえきちんと後代に引き継げなくなっているということを聞き、私はもうのけぞっている
んです。
佐久では、あるいは地方で何ができるというのか、とのご質問ですね。まず、病院祭を
始めたらいいと思います。皆さん、自治体病院を持っておいでになりますね。その病院で
病院祭をやるとなると、現場はのけぞると思いますよ。うまくいっているところでは、病
院が人気者になって、地域のニーズが伝わっていき、不満や不安感が少なくなるというこ
とがわかってきています。
佐久のデメリットを言えば、住民側の要求水準が非常に高くなりました。佐久病院には
気安いお医者さんしかいない。皆さん、農協の組合員といえばみな農民じゃないですか。
佐久では農民が拒否権を持っていますから、「この医者は要らない」と言ったなら、われ
われは首になっちゃいます。
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そういう、一定しんどい場所でご修行いただくということで、後日、開業した際には大
成功、というような世迷いごとを、私はあえて私立の医科大学で講義しています。別に介
護保険制度とは関係なく、相手の介護ニーズを把握できるという能力は、担当者の心のア
ンテナ次第です。それはお金にもなるけれど、みんなのためになる能力。
皆さんどうでしょうか。英語と数学と物理があそこまでできる医科大学の医学生たち、
彼ら、日本語しゃべれないでしょう。医科大学・吉本枠でもつくったほうがいいぐらい、
と感じるところ。
医療は技術です。医者は技術がちゃんとしていないようだと、特に外科系は困ります。
ここに大きな矛盾があります。皆さんは、自分の子どもさんたちが医者になったとして、
出身地域に呼び戻しますか。講演した後など、村長さんたちと酒を飲むと、「色平先生、
ぜひ、うちに来てくれ」って言ってきます。「今いる医者は困ったやつで何とかしたい」
と言ってきます。「そんなこと言っちゃ駄目ですよ。今いるお医者さんを大事にしなきゃ
駄目です」と、お答えいたします。そのうちに、「うちの子はできがいいから、都会の医
科大学に行っている」などと。私から「お子さんを早く戻し、村長さんの村に貢献しても
らったらいい」
。そしてさらに「村長さん、そこまで言うのだったら、村長が今から勉強
して医大行って医者になって村に赴任してください」と。医者はウジではないから、そこ
いらから自然にわいて出てくるものではない。
自治体と同じように、つまり行政語と同様、医者語というものが現に存在します。医者
どうしでの仁義の切り方、医者仲間での仕切りのあり方･･･。このような古来のギルド団
体に関し、その的確な読み解き方までを開示してくれる奇特な人は絶無です。「メディカ
ル・リテラシーの教科書」はなかなか出版困難、ということでしょう。皆さんにとって、
『ヘルプマン！』という講談社コミックは、「ケア・リテラシーの教科書」でありましょ
う。ケアを読み解くためには、「コミック 544 円、第 8 巻」でＯＫ。
医療についてもっと読み解いてみたいという方には、岩波新書をぜひ。『医療のこと、
もっと知ってほしい』という岩波ジュニア新書が出ています。1 冊で、ＯＫ。これ、サケ
病院の話です。自分たちのこと、自分の病院のことを私は書けなかったので、外部の方に
書いてもらいました。この本をもって、佐久でない地域ではどうなのか、というご質問に
対するお答えにいたしたく存じます。
保険料・保険料格差と「足による投票」
山口

ありがとうございました。畑本先生は、他のお三方に対して質問されたのですけ

れども、畑本先生もパネリストのお一人ですので、私から一つだけ、質問したいと思いま
す。
国民健康保険料の格差があることで、高い市町村から低い市町村へ住民が引っ越すこと
の可能性についてお話しされていましたが、なかなか日本では、こういった「足による投
票」が難しいと思っているところです。しかしながら、保険料が著しく高額であるとかの
場合にはどうなのかという点について、一言、コメントをいただけますか。
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畑本

確かに、すでにご自宅を持っていらっしゃる方とか、ある意味では住まわれてる

方は、足による投票であるかのように、引っ越しを行うのはなかなか難しいでしょうけど
も。ですが、地域によっては、新しく新居を構えるということが頻繁に行われる地域もや
はり多いと思います。
特に今回、お話ししたような地域ですと、隣の富裕な都道府県というのは、新しく家を
建てられてお住まいになるような方が多いような自治体ですし、むしろ代々住んでいても、
相続ができずに違う地域に引っ越される方が多いぐらいで、そういうように足による投票
というのが可能な地域も一部、都市地域では現れているんですね。かなり意識しなくちゃ
いけないところだと思います。
ですが、逆に、一部地域というのは東京都ですけれど、東京都とその他の地域というの
があまりにも違いますので、東京発信の情報ばかりになってしまって、医療の政策も、保
育所の政策もすべて、東京の問題解決が日本全国の問題解決であるかのように見えてしま
っているというのがむしろ問題ではないかと思います。ですので、足による投票は実際に
存在しているが、それはその他の地域には通用しない論理であることも確かであるという
ことを確認させていただきたいと思います。
＊
山口

ありがとうございました。まだまだお聞きしたいこともあるのですが、時間も過

ぎておりますので、ここで終わりにしたいと思います。本来、こういったシンポジウムで
は、今回、２巡なんですけれども、もう１巡ぐらいあるといいなと思っておりました。さ
らには、これも本来であれば、フロアの方から質問をいただいて、それに対してお答する
とか、そういうこともできればと思ったのですけれど、なかなか時間の割り振りが厳しく
て、今回は申し訳ないのですけれども、なしにさせていただきました。
熱心にご討議に参加くださいましたパネリストの皆さんに、盛大な拍手をお願いします。
それでは、これにてパネルディスカッション「これからの国民健康保険・介護保険」を
終わりにします。どうもありがとうございました。
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第 17 回

研 究 会

【共通論題Ⅰ】 「憲法・地方自治法 70 年
司会・新藤

成果と課題」

宗幸

（日本自治学会会長、後藤・安田記念東京都市研究所理事長）

【共通論題Ⅱ】 「憲法と地方自治～これからを構想する」
司会・鎌田

【分科会Ａ】

「公文書管理と情報公開」
司会・伊藤

【分科会Ｂ】

司（地方財政審議会委員）

正次（首都大学東京大学院社会科学研究科教授）

「東京一極集中と地方創生」
司会・坪井ゆづる（朝日新聞論説委員）

【分科会Ｃ】

「東京都区制度・財調制度」
司会・髙井

【分科会Ｄ】

正（帝京大学経済学部教授）

「原発と自治」
司会・新藤

宗幸

（日本自治学会会長、後藤・安田記念東京都市研究所理事長）

【オープンセッション】
司会・岩崎

忠（高崎経済大学地域政策学部准教授）

・「ローカル・マニフェストと自治体「執政職員」の登場と課題」
・「地方自治体議会存続の危機
～高知県大川村「町村総会」設置検討をめぐる問題～」
＊肩書は実施当時

２０１７年１１月１１日（土）・１２日（日）
立正大学品川キャンパス
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【共通論題Ⅰ

憲法・地方自治法 70 年

成果と課題】

憲法・地方自治 70 年

成果と課題

地方公務員共済組合協議会会長

松本 英昭

＊報告の録音テープの状態が悪いため、当日配布のレジュメを掲載いたします。

＜レジュメ＞
１．憲法の「地方自治の本旨」の達成に向かっての二つの視点
（１）済ませていない宿題を終える
シャウプ勧告と神戸勧告（地方行政調査委員会議の勧告）
地方自治の完成を目標に掲げたシャウプ三原則
①

行政責任の明確化の原則

②

能率の原則

③

市町村優先の原則

具体的な大きな課題二つ
・ 行政事務再配分（地方自治の完成に向かっての役割分担の見直しと明確化）
・ 付加価値税の導入（地方法人課税の外形標準化）
手は付けられているが、宿題は済んでいない。
（２） 経済社会の推移に対応する地方政治
高度経済成長の過程で顕在化した諸課題への対応
高度経済成長後の成熟化社会への諸課題への対応
少子高齢化社会の急速な進展がもたらす諸課題への対応
２．70 年間の地方自治に係る大きな流れ
（１）新憲法における地方自治の保障と戦後の地方自治制度の発足
～「地方自治の本旨」の実現に向かって
（２） シャウプ勧告・神戸勧告とその後
（３） 日本独立後の見直し
（４） 地方自治体の枠組みを巡る論議と改革等（市町村合併、地方庁構想、都道府県合併、
広域行政の仕組み等）
（５） 国と地方の行政事務再分配の論議（国と地方の間の役割分担の見直しの論議）
（６） 高度経済成長に伴う地域社会構造の激変と対応
（７） オイルショックと高度経済成長の終焉
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（８） 国・地方を通じる行財政の合理化等
（９） 地方分権の“混声合唱”
（10） 国会における地方分権推進決議
（11） 地方分権推進法の制定及び地方分権推進委員会の設置と第 1 次地方分権改革
（12） 平成の市町村の大合併
（13） “三位一体の改革”
（14） 地方分権改革推進法の制定及び地方分権改革推進委員会の設置と第 2 次地方分権
改革
（15） 地方分権改革推進一括法による累次（～第 7 次）の改革
３．評価と課題
（１）宿題は終わっていない。
経済社会の推移に対応する地方政治ということについては、多くの“しがらみ”が
あって、創意があっても生かしきれない。
（２）中央集権の“岩盤を崩す”ような改革や地方自治の“地平”を広げるような成果は、
機関委任事務制度の廃止を除いて、ほとんどない。
４．憲法改正における地方自治条項のあり方
（１） 地方自治の総則的規定（別記参照）
（２） 地方自治体の種類等に関する規定
（３） 地方自治体の組織に関する規定
（４） 地方自治体の権能に関する規定
（自治立法権、自治行政権、自治財政権等）
（５） 地方自治の防禦等に関する規定
（６） 自由民主党の憲法改正草案における地方自治条項（案）について
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（別記）
第 5 回日本自治学会（2005 年 11 月）において示した

憲法の地方自治条項の改正私案の「地方自治の総則的規定」
（地方自治の意義等）
第○条

地方自治体は、地域に関する公共的な権益及び責務並びに政治的、社会的又

は経済的事項を住民が共有することを基調として、自主的かつ自律的に活動する権
利及び権能を有する。
２

地方自治に関する法律又は命令は、地方自治の本旨に基づくとともに、地方自治
の発展を図るものでなければならない。

３

前項の地方自治の本旨には、国として本来果たさなければならない役割を国が重
点的に、かつ、純化して担い、地域における公共に関する事項については地方自治
体が自主的かつ総合的に処理する役割を広く担うこととする国と地方との役割分
担の原則が含まれる。
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【共通論題Ⅰ

憲法・地方自治法 70 年

成果と課題】

二元代表制の課題：選挙制度から考える
駒澤大学法学部教授

大山 礼子

地方議会の現状と問題点
今、地方自治体の全体的な見取り図について、松本先生からお話がありましたけれども、
最近の状況を見ていますと、地方議会の側ではさまざまな努力が行われているにもかかわ
らず、地方議会に対する住民の信頼感が失われてきているのではないかと思わざるをえま
せん。せっかくいろいろ積み上げてきたことが足元から脅かされているのではないかとい
うのが、私の最近の見方でございます。
きょうのオープンセッションでも大川村の話が取り上げられるようですが、なり手不足、
投票率の低下、それから議員構成の偏りが地方議会にとって深刻な問題になっています。
総務省のホームページに掲載されている資料に沿ってご説明しますと、無投票の増加に
よって、都道府県議会と町村議会では約 2 割の議員さんが無投票で当選しています。一応
選挙が実施された場合でも、大選挙区制の市町村選挙では、定数プラス 1 しか立候補者が
いないというケースが増加しています。これでは本当の意味で選挙を行ったといえるのか
が疑問です。
そして、それと並行して、投票率は戦後ずっと下がってきており、最近では 50％を切っ
ています。そのような選挙で選ばれたとしても本当に住民を代表していると言えるのかど
うか、問題のあるところです。
さらに、議員の構成も大変偏っています。ついこの間の衆議院総選挙では女性議員がわ
ずかしか増えず、ようやく 1 割には届いたものの相変わらず世界 160 何位ということが話
題になりましたが、実は地方議会の状況もほとんど同じです。他の国ですと、大体、国会
よりも自治体議会のほうに女性議員が多いのですが、日本では地方議会の女性議員比率も
衆議院とほとんど変わらない水準です。それどころか、町村議会や都道府県議会では 1 割
に達していないところが多く、町村議会ではまだ女性議員ゼロのところさえあります。
女性議員が最も多いのは特別区議会ですけれども、それでも、まだ 3 割には届いていま
せん。3 割を超えないとそのグループの意見はなかなか反映されないという研究もありま
すので、非常にお寒い状況であるということだと思います。
それから、年齢別に見ても、特に町村議会では 60 代以上が 7 割を超えており、高齢男
性ばかりの議会になっているという感じがするわけです。
職業分布にも偏りがございます。議員専業の方たちを除くと、やはり、自営業の方が多
くて、普通に給料をもらって働いている人はほとんど参入できていないという状況になっ
ています。
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地方議会の選挙制度はどのように作られてきたのか
では、これから地方議会をどのように改革すればよいのでしょうか。
町村総会を活用したらいいのではないかとか、議員を２種類に分けて、専門的な専従議
員のほかに、もっと定数を増やして住民のさまざまな意見を代表する非常勤的な議員を入
れたらよいのではないかとか、抜本的な改革案も提案されておりますが、ここでは、取り
あえず現在の枠組みを維持した上で、選挙制度の改革によって議会を変えることはできな
いかという視点で少し考えてみたいと思います。
まずは、地方議会の選挙制度が、どういう経緯を経て今のようなかたちになってきたか
をざっと振り返ってみたいと思います。
都道府県については、まずは、1878 年の府県会規則で初めて統一的な選挙制度が導入さ
れています。このときからすでに、行政区画を選挙区とし、選挙区への定数の配分は人口
基準によることになっており、ほぼ現在とつながるような制度が採用されていたといって
よいでしょう。
ただし、当時は完全連記制でした。完全連記制というのは、もし定数が 3 であれば投票
者は 3 人選べるという仕組みです。実は世界的に見ると定数が多いのに 1 人しか選べない
単記制というのは、非常に珍しい制度でございます。当時の制度が完全連記制を採用した
のは、世界標準に合わせたものといえるでしょう。
その後の一時期、直接公選制が廃止されて複選制になります。これは、郡会と市会の議
員が選挙人になって府県会の議員を選挙するというものでした。
1899 年に直接公選制が復活しましたが、このときに、投票方法が単記制に変わりまし
た。つまり、定数が 3 であろうと 4 であろうと 1 人しか選べないという、現在と同じ制度
になりました。この改革は、衆議院の制度が単記制に変更されたことと連動して行われた
ものでした。
そして、その後、大きな戦後改革という変動があったわけですけれども、選挙制度はほ
とんど変わっておりません。ちょっと定数が増えたぐらいで現在まで来ております。
ただし、最近になって、あまり人口移動が激しくなって郡と市を基準とする選挙区を設
定するのが難しくなってきたものですから、都道府県議会議長会からの要望もあって、そ
の規定を外しました。その結果、選挙区について都道府県の裁量の余地が拡大しています
けれども、選挙区定数のばらつきも大幅に拡大しており、選挙権の不平等も問題になって
きているというのが現状です。
近年は一人区、小選挙区が増加しています。戦後すぐの選挙では一人区は全体の 18.4 パ
ーセントに過ぎず、例外的な存在だったのですが、今は、4 割ぐらいが一人区になってし
まいました。
一方で、非常に大きな選挙区もできていて、たとえば鹿児島県では鹿児島市に島嶼部を
加えた選挙区だけが定数 17 で、あとは、全部一人区、二人区です。かなりいびつな選挙制
度になっているわけです。
政令指定都市も都道府県と同様の選挙制度をとっています。政令指定都市の場合は一人
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区はありませんが、こちらもかなり定数のばらつきが大きくなっています
市区町村議会のほうをみますと、市制町村制ができた最初は、等級選挙を行っていまし
た。財産要件に従って選挙人団を作って、市会では三等級、町村会では二等級に分けてい
ました。町村会の場合、お金持ちの選挙人団では 20～30 人の中から何人選ぶのか、そう
いう選挙をやっていたわけでございます。そのときは、まだ完全連記制で、府県会と同じ
ように半数改選制でございました。
それが、1911 年に単記制になります。府県会よりも少し遅れますけれども、やはり制度
を揃えるべきだという観点から単記制になり、全員改選方式になっています。さらに、1925
年になると等級選挙が完全に廃止され、立候補制度が採られるようになりました。それま
では、立候補なしでいきなり選挙していたのです。
それ以来、戦後改革を経ても、選挙制度の改革は行われませんでした。現在では、一番
大きな市区町村議会では定数 50 人というところがありますが、それでも有権者が選べる
のは一人だけです。定数の多い都市部では有権者の 1 パーセント以下の支持でも当選可能
ということです。町内会ですとか、地方に行けば農業団体とか、そういうところの支持が
あれば、それだけで当選できますので、とくに地方では地方議会の議席は団体の候補者の
指定席になりがちです。
選挙制度をどう改革すべきか
地方議会の選挙制度をどのように改革していったらよいのか。まずは、二元代表制の下
での議会のあり方について、もう一回考えてみる必要があるでしょう。先ほども申しまし
たように、戦後改革で自治の姿、自治体の組織は大きく変わりましたが、地方議会の選挙
制度には変更がなかったのです。つまり、現在の選挙制度は、二元代表制度の下での議会
というのはどうあるべきかということを十分に考えて作られたものではないわけです。
これまでは、総務省でも選挙制度についてはあまり議論してこなかったのですが、最近
になって地方議会・議員に関する研究会が設置され、やっと少し議論するようになりまし
た。私も参加しましたので、そこでの議論をご紹介しつつ、考えてみたいと思います。
まず、第一の論点は、地方議会では多数派形成の必要性があるのかということだと思い
ます。国会の場合、特に衆議院の場合は、内閣総理大臣の指名という任務がありますので、
端的に言ってしまうと、あまり政党がばらばらにならないほうがいい。単独の政党、ある
いは政党連合が多数を取り、安定した政権を作ったほうがよいという議論があるわけです
けれども、その点は地方議会については当てはまらないと考えられます。
それから、議員というのは地域代表なのか、それとも利益代表なのか。この辺もあまり
突き詰めて考えられてきませんでしたが、大きな論点です。
地域代表であるべきだというなら、選挙区制の導入を考えなければなりません。しかし、
例えば、一人区がこのように増えている状況で、その一人区で選ばれた議員さんは地域代
表だとおっしゃるわけですけれども、その地域の有権者の意思が本当に反映されているか
どうかはよく考えてみる必要があります。当選者が一人だけでは、その人に投票しなかっ
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た人の意見は反映されないわけですから。同じ地域の居住者というだけで共同の利益があ
ると言い切ってしまったよいのかどうかもわかりません。
実務的な観点からは、もし選挙区を作るとなると、一体誰が、どのようにして設定する
のかという大問題がございます。市町村議会でも選挙区を設定することになった場合に、
誰がどうやってやるのか、公平性を確保できるのかという辺りが問題になるはずです。
それから、もう一つの論点として、やはり国との関係も考えるべきだと思います。今回
の衆議院の選挙でも地方政党の国政進出がニュースになりました。今回は、あまり大きな
ブームになりませんでしたけれども、今後は地方政党が国会を席巻するような事態も考え
られます。そうすると、国の選挙と地方の選挙と全く別な論理で動いていていいのかとい
う点についても、改めて考えていかないといけないと思います。
先ほど申し上げましたように、戦前は、衆議院の選挙制度がこう変わったから地方もそ
れに揃えましょうというような議論がありました。ところが、戦後は、衆議院の大きな選
挙制度改革が 1994 年にありましたけれども、そのときにも、地方議会の選挙制度につい
ては全く手付かずで終わっています。衆議院では小選挙区制と比例代表の並立制を導入し
て、個人本位から政党本位の選挙に変えたはずなのに、相変わらず地方議会では、中選挙
区制を主体に個人本位の選挙が継続していますし、利益誘導型の選挙運動も継続している
ということになるかと思います。
そして、小選挙区制と中選挙区制が混在している。参議院も実は同じなのですが、両者
の混在が政党間の不公平を生む要因になっています。すなわち、過疎地域では、小選挙区
制ですので、そこでの選挙に強い政党が議席を独占できますけれども、都市部は定数 17 と
いうような選挙区ですので、都市部で強い政党は都市部でも議席を独占できず、他の政党
と議席を分け合う結果になる。つまり、地方型政党、過疎地域を地盤とする政党のほうが
有利になる選挙制度なのです。
中選挙区制や大選挙区制の議会では、新規参入に対する障壁が低いので、首長新党の進
出がきわめて容易になっているということもあります。
これも、先ほど申し上げました総務省の研究会では、都道府県議会については比例代表
でやったほうがいいだろうというのが、多数意見でした。その理由は、比例代表によって
政策本位、政党本位の選挙が実現するだろうということに加えて、選挙区設置に伴う実務
的な困難を回避できるということでした。ですが、そのときに地域代表に配慮する必要が
あるとすれば、何らかの形で並立制とか、併用制とか、地域別名簿の導入とかいった手当
を考える必要が出てくるかもしれません。
それから、市区町村議会については、これもやはり政策・政党本位ということになれば、
比例代表選挙を導入するというのが正統的なやり方だと思いますけれども、もしそれが無
理だということなら、制限連記制も考えられるのではないかという議論をいたしました。
制限連記制というのは、完全連記制とは異なり、定数より少ない数の候補者を選ぶ、つ
まり、定数が 10 だとすると、例えば 3 人選べるといった選挙制度です。制限連記制のメ
リットとして考えられるのは、有権者が複数人を選ぶことになりますので、恐らく候補者
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の間でグループ化が進むのではないか、ある程度まとまって私たちに投票してくださいと
いう動きが出てくるのではないか。そうすると、もう少し政策中心に選べるようになるの
ではないかということです。
比例代表制だけでなく、制限連記制にも議員の多様化を促す効果があると思われます。
戦後初めての衆議院の選挙で 1 回だけ制限連記制が使われましたが、そのときに女性議員
が 39 名当選したというデータがございます。
もう一つのやり方としては、今の現行制度を維持しつつ選挙区設置を進めるという考え
方もあります。例えば、定数 50 なのに１人しか選べませんというのではやっぱり投票に
行くインセンティブがなさ過ぎるので、選挙区を作って定数を分けてはどうかという意見
も出てきます。ただし、この場合は選挙区をどうやって作るかという問題はもちろん出て
まいります。
議員を魅力のある仕事にするには
このように、いろいろな改革の余地はあると思いますが、議員の仕事が魅力的だと感じ
られないと、なり手不足の解消は難しいかもしれません。
私は今まで地方議会のチェック機関は重要だと申し上げてきました。地方分権が進めば、
ますます長の権限が拡大するわけですから、その人をチェックするというのは、非常に大
きな役割になってくるのです。
ですが、それだけですと、あまり魅力的な仕事とは言いにくいところがあります。議員
の仕事を魅力的なものにするには、やはり積極的に政策を作る地方議会に変えていく必要
があると思います。自治立法権の拡大とか、条例に対する法令の規律密度の引き下げなど
が実現すれば、条例でできることが拡大します。それから自治体との権限配分を少し見直
しして、議案提出議案の賛成者要件をさらに引き下げるとか、議員提出議案、政策条例案
について優先的に審議する日を作るとか、いろいろなことを同時に考えていく必要がある
のではないかなと思います。
ここで、なり手不足解消のための面白い試みとしてご紹介したいのは、長野県飯綱町の
議会政策サポーター制度、議員が住民と連携して政策を作っていくという試みです。こう
した試みによって、議員になると、こういう仕事ができるんだということが住民に分かる
ので、実際にこのサポーターだった方から今回 2 人目だと思いますけれども、議員になる
方が出ているそうです。そういう意味では成功事例だと思います。
最後にちょっと付け足しになりますが、長の選挙制度についても、考える必要があるの
ではないかと思います。戦後、最初に公選制が導入されたときは、法定得票数が有効投票
総数の 8 分の 3 以上ということになっていて、それ以下の候補者しかいない場合には決選
投票を実施することになっていたのですが、1952 年に 4 分の 1 に引き下げられました。
その結果、ほとんど 1 回目の投票だけで、単純多数で市長が選ばれるというふうに現在は
なっております。例えば、30 パーセントぐらいの票で当選する例もありますし、当選者の
得票率が 43.1 パーセントだったのに対して次点者は 41.4 パーセントというような例もあ
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ります。これは、決選投票すればひっくり返った可能性がかなりあります。つまり、過半
数の有権者がこの人はまずいのではないかと思っている人でも当選できる選挙制度なので
す。
もちろん決選投票を導入すると、その分だけ費用がかかります。しかし、大した件数に
はならないようなので、民主主義のコストとして負担してもいいのではないでしょうか。
この前のフランスの大統領選挙を見てもわかりますが、決選投票は政策論争を活性化させ
るので、そういう意味でも住民の皆さんの関心を高める効果もあるのかと思います。

＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊憲法改正と参議院
昨年のこの会では、参議院は地方代表議院たりうるかという演題でお話しさせていただ
きましたけれど、参議院を地方代表にするという構想自体はありうると思いますし、そう
なれば、国と地方の協議の場に期待されているような議論を活発に行えるようになるなど、
メリットもあると思います。
ですが、今の参議院の権限をそのままにして地方代表議院にすることは無理です。諮問
機関にすべきだとは申しませんが、もう少し権限を引き下げる必要はある。地方代表議院
が国民代表議院の意思に対して拒否権を発動するということはあってはならないので、そ
こが、どうしてもネックになると思っています。
＊低投票率と選挙
私が調べたところでは、首長選挙で 50 パーセントに満たない得票で当選した例はそん
なに多くないのです。市町村では、有力候補者が 2 人ぐらいしかいない場合が多いもので
すから、50 パーセントを超えるのが大多数です。50 パーセントに満たない例だけ決選投
票を実施するわけですから、多分、１回の統一地方選挙で 10 カ所とか、その程度で済むは
ずで、そういう意味ではあまりお金がかからないだろうと考えられます。
それから、最近は投票率がどんどん下がっていますが、決選投票をやると少し上がるの
ではないかという期待もしています。

＊無投票と地方議員数
地方の議員数は市町村合併によって大幅に減っており、これ以上減らすのがいいとは思
いません。実際には、欠員ができたために、議員定数を減らして対応している議会も多い
のですが、それでもさらに無投票になっているという状況なのです。これ以上議員定数を
減らすと、議員がますます住民から遠ざかって立候補する人がいなくなってしまうという
悪循環に陥りそうな気は、私はしています。
＊地方議員のなり手を増やす
夜間、休日開会を基本にしようという試みが市町村レベルで出てきていますが、当然あ
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ってよいことだと思います。それから、通年会期制をぜひやってくださいと、私は申し上
げています。通年にすると、曜日を決めて夜間に開会することも容易になります。結局、
今の議員の方がどれぐらい危機感を持って新しい運営の仕方を採用していくかが問題なの
ですが、逆に新しい人が入っていかないと運営の仕方を変えるというインセンティブが出
てこないという、その辺が、鶏と卵じゃないですけれど、難しいところだと思います。
あとは、もうちょっと国の制度としても変えていけるところがあるのではないか。例え
ば、地方公務員の方が、自分の勤めている自治体で議員をやるというのは問題かもしれま
せんけれども、住んでいるところで議員に立候補したいということがあってもいい。当選
したら辞めていただいてもいいですが、少なくとも立候補時点では、もう少し柔軟に考え
ていいと思います。それから、
市町村議会からスタートして都道府県議会に挑戦するとか、
衆議院、参議院に挑戦するとかということも当然あっていいわけで、立候補時点で辞職さ
せる必要はないでしょう。日本の制度は厳しすぎて、市町村議会の議員をスタート点とし
て政治的キャリアを積んでいく若い人を応援するような体制になっていない。そこも問題
だと思っています。
＊課題を打開・前進させるために必要なこと
地方自治は、日本の法制度の中では着実に変わってきた分野であると思います。それは、
地方自治法については、地方制度調査会があり、地方六団体からのご意見があったりと、
改革の筋道ができているからです。ところが、それ以外の分野を見ると、ルーティンとし
て改革を実施する習慣がないために、なかなか変わらない。変える筋道みたいなものを作
ることが大事だと思います。
私がお話した選挙制度については、現職議員が変えたがらないというのが一番大きな問
題なのです。しかし、1994 年になぜあんなに大きな衆議院の選挙制度改革ができたのかを
考えてみますと、本当は変えたくないけれども、改革反対派のレッテルを貼られると制度
が変わらなくても落選してしまうという恐怖心が議員を動かしました。議員にはもっと危
機感を持って改革に取り組んでもらわなければならない。そのためにどうすればよいかと
いうと、結局は、有権者が関心を持つことに尽きるのではないかと思っております。
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【共通論題Ⅰ

憲法・地方自治法 70 年

成果と課題】

地方自治の現在
地方自治総合研究所所長

辻山 幸宣

私は、70 年の長い時間の中で、自治法なりがどう変化してきたかというようなことは一
応置いておいて、現段階に地方自治または地方自治の法や制度がどういう問題を抱えてい
るか、地方自治の現在ということで、大まかに 3 点ほど申し上げたいと考えています。
憲法の縛りと自治
一つは、憲法の規定そのものが地方自治を縛っている部分があり、それが地方自治の現
状をゆがめているのではないかということでございます。レジュメは、10 月 10 日締め切
りということで作成いたしましたので、今日のような政治状況の中で憲法の改正が急務み
たいな声が、こんなに高まってきているという状況ではなかったものですから、あまり、
深刻に考えずに論点だけ示してあるということでございます。
（1）憲法 92 条の縛り
まずは、憲法 92 条の規定でございます。そこには、
「地方公共団体の組織及び運営に関
する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定している。単純に言
えば、自治体の組織運営に関する事項を法律で定めなさいというふうに規定しているわけ
でございます。
この点について、塩野宏先生は、アメリカの研究者ショー・サトウ教授が憲法 92 条につ
いて「意味が分からない」と言っていたことを紹介された論文を書いておられます。
『地方
自治の本旨に関する一考察』
（自治研究 80 巻 II 号）です。
ここで言われている趣旨は、憲法は地方自治について一方で自律つまり自己決定を謳う
とともに、他方では 92 条で組織及び運営については法律つまり当該地方公共団体にとっ
ては他律的に定めると書いてあり、これでは何のことか分からないというものでした。
振り返ってみれば、今日本でも自治体の憲法と呼ばれるような自治基本条例というもの
をそれぞれの自治体ごとに作っていくという動きが相当程度高まっています。もう、数百
の自治体が制定していると思われます。ただし、この自治基本条例は組織運営に関する事
項を定めてはいるのですけれども、やはり憲法との関係で言えば、それは法律が定めるこ
とだということになっているのです。塩野先生は、92 条の地方自治の本旨に基づいて法律
で定めるという規定、これは、GHQ の草案にはなかったものですので、先ほどもお話ござ
いましたが、日本で案を作り、これを GHQ との交渉の中で 92 条に入れたと、こういう経
過がございます。GHQ は、言ってみればこのような法律で画一的に全国の自治体の組織
あるいは運営について法律で定めるというようなことを、なぜ承認したのであろうかとい
うことを塩野先生が自ら問うているわけであります。
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そして、GHQ 草案の他の条文ではチャーターの制定に関する条項があったので。地方
自治体の本旨に基づく、言ってみれば地方自治の原理原則のような規定を置くことについ
て油断したのではないかというようなことが書かれているのでございますけれども、謎で
す。
ただ、言えることは、憲法が法律で地方自治体の組織運営について定めるといっている
ことは見直してもいいのではないかという論点をはらんでいるということでございます。
これが第一点目、大きな１のうちの一点めです。
（2）二元代表制の縛り
もう一点は、今、大山先生のお話を伺いながら、その前提になっているのは二元代表制
という縛りでございました。日本ではすべての自治体に例外なく二元代表制を敷いていま
す。一部例外はありますが。例えば、大川村で話題になったような町村総会というような
ものを置けるという例外を作っているんですが、憲法自身はすべて長と議会という二元代
表制を前提にしている。もちろん、一部には、地方自治法 94 条の町村総会－町村において
は議会を置かなくていいよという規定－は憲法違反ではないかという、そういう議論も過
去にずっとありました。
そして、今、大川村の事件を、どのようにして地方議会の選挙制あるいは町と議会の関
係、そういったものを変えていくことにつなげていこうかという議論の中で、この自治法
94 条自身も廃止するというような意見も出ているようでございます。
問題なのは、やはり、それにしてもすべての長・議会議員は住民の選挙で選ぶという二
元代表制を取っているということ。この見直しは必要ではないのかという論点がございま
す。つまり、自治体ごとに、そのありようを検討し変えてもいいのではないかと。
ただ、これについても GHQ の憲法草案には当初から、長および議会議員を直接住民の
選挙で選ぶということが含まれていたのです。なぜ GHQ はこのような一律の制度設計を
持ち込んだのであろうか。例えば、そう思ってアメリカの政府形態に関するものを調べて
見ましたら、ニューヨーク州では自治体ごとにチャーターで、その組織について定めてよ
ろしいということになっているところが多くて、例えば、議会支配人型 14 市、理事会型 3
市（うち 2 市が知事会管理型）、それから市長議会型 45 市とか、それぞれ多様な政府の体
系をとっている。そして、選ばれる人たちも当然違います。そういうふうにして、まさに、
先ほど紹介した、ショー・サトウ教授の指摘したように、条例でその地域で決めるという
ことが行われている。それが日本の場合は、全国一律で二元代表制になっている。この問
題についても、やはり見直しが必要ではないか。
連携・補完論と自治・自立
さて２点目は、最近よく耳にする。補完論の一種なんでしょうが、代替執行とかいうこ
とが市町村間、または都道府県・市町村の関係で、大変取りざたされております。
東大の金井氏も何かの文で、協約というふうに言われた場合、力を出し合ってやるのだ
からいかんというふうには、なかなか言いにくい言葉なのだけれどもと述べておられます。
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これは具体的に地方自治法の規定として、連携協約と言うものが持ち込まれたのは、2014
年でございました。まさしく、あの地方創生総合戦略というようなものが打ち出されてく
る、ほんの半年前のことでございました。そして、私たちは、地方創生についても広域連
携という概念をその総合戦略には書きなさいといっている。これは、一体何を意味するの
だろうか。
私たちは、明治市制町村制のときの大合併、そして、戦後の大合併、昭和の時代、そし
て今回の平成の大合併まで来たわけでありますけれども、そういった規模を再編するとい
う合併の方式と、もう一つは広域行政というようなものを中心にして、それぞれの協力関
係を作ってきたというものと、今回の連携補完というようなものは、一体どう違うのか。
しかも、これには、中枢として、その法律の中で最も力を発揮することが予定されている、
期待されている中枢都市というものを置いて、そして、ここに連携をした小規模町村など
は、結局、そこへの依存という形になりはしないかということがあります。
そうしますと、それぞれに議会が置かれていても、そこの住民たちの自己決定は、その
連携している広域連携の圏域の中で決定の力が損なわれるのではないか、つまり自治が損
なわれるのではないか、という心配はしているのでございます。
これについては、今申し上げましたように、代議制民主主義との葛藤であるとか、さま
ざま、
かつて西尾私案で示されたような権限を制限してもたせていくというようなやり方。
そして、それは都道府県に依存するというやり方、そういったものと重なってきて、一体
この行方は、何を目指しているんだろうかというようなことが問題になります。
これについては、今月 25 日に、私どもの研究所でこのテーマを取り上げてセミナーを
開催したいと思っております。配布資料の中に多分、配られていると思うんですが、どう
ぞ、関心のある方は、まだ余裕があるそうですので、申し出ていただきたい。
沖縄辺野古基地問題と地方自治の理解―辺野古訴訟と法定受託事務
最後の 3 点目は、沖縄の辺野古基地問題。これをめぐる、事務論なんです。もちろん、
政府のさまざまなやり口については、私も多くの異論がございますけれども、ここで問題
にしたいのは、地方自治法というもの、一部の研究者の中には、その到達点として地方分
権改革というものを掲げて、大きくその効用が上がったのが、これまでとは変わったとい
うことを言っている人がいるのですけれども、果たしてどうか。
レジュメに辺野古の訴訟の経過をざっと書いておきましたが、一番大きな論点は、仲井
間前知事が公有水面埋立てということを承認したわけです。国の埋立て工事を承認した。
その後、県民の支持を受けた翁長知事が誕生して、そして、どうも、この埋立て承認には
問題がありそうだというので、第三者委員会に検討させた結果、この承認行為は瑕疵ある
承認であるというふうに結論づけて、その承認という行為を取り消したのです。
ということは、埋立て工事をする承認を得ていない政府はやめなければならないという
ことになります。そこで起きたのは、この承認を取り消した行為を取り消せということを
言うわけですが、当然ながら沖縄県は首を縦に振らなかった。そこで政府は極めて急いで
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やったと思いますけれども、11 月 17 日。これは、去年のことですが、代執行訴訟を起こ
したのです。自分で取り消さないのだったら、裁判にかけてこっちの権限で取り消すとい
うことをやって、そして、訴えたんです。
そのときの代執行訴訟の訴状に私は大きく異論がありまして、そこにはこう書いてあり
ます。
「そもそも、法定受託事務として、公有水面埋立法に基づいて、一定範囲の権限を与え
られたにすぎない県知事が、わが国における米軍施設および区域の配置場所などといった
国防や外交に関する国の存立や安全保障に影響を及ぼし、国の将来を決するような国政に
とって極めて重大な事項について、その適否を審査したり判断する権限はないことは明ら
かである」と言ったのです。これが、国が知事を訴えたときの代執行訴訟の訴状の一部で
ございます。
要するに、たかが国から一部の権限を委ねられたにすぎない県知事が、今は、事務が知
事ではなくて沖縄県ということですが、沖縄県がそのような国の事務に関するようなこと
に判断したり審査したりする権限なんかないんだよと、こういうことになります。
私は、この訴状を読んだときに、これは、地方分権改革前の機関委任事務についての解
釈だということに直ちに気づきました。それについては、この代執行訴訟を受けた高裁の
判事が、実は和解の勧告をするのです。こんな乱暴な訴訟はちょっと一遍辞めて、あらた
めてゆっくり法の手続きにのっとってやったらどうだということでした。その和解の勧告
文に、
「平成 11 年地方自治法改正は国と地方公共団体がそれぞれ独立の行政主体として役
割を分担し、対等・協力の関係となることが期待されたものである。このことは、法定受
託事務の処理において、特に求められるものである」というようなことを述べて、もう一
遍頭を冷やして最初からやろうというようなことを勧告したんです。
問題は、この高裁の勧告文があるにも関わらず、なぜ、その後の違法確認訴訟、つまり、
承認の取り消しを取り消さないのはけしからん、違法だというので、違法確認訴訟をやる
わけでございますけれども、そのときの判決文を見ますと、同じ人が書いたとは思えない
のです。「40 都道府県すべての知事が埋立て承認を拒否した場合、国防外交に本来的権限
と責任を追うべき国の、不合理とは言えない判断が覆されてしまい」うんぬんと、こう言
っているのです。
今私は、この法定受託事務をめぐる解釈が最初の訴訟のように、固定化してしまうので
はないかという恐れを持っているので、それゆえ、レジュメにありますように、辺野古強
行反対意見書というようなものを調べてみたのです。どれくらい本土の自治体がこれに対
して、共感しただろうか。共感したというのは、おかしいということに共感したんだろう
か。
2016 年 3 月 20 日の共同通信が調べた 39 自治体が、レジュメに掲げられているのです
が、本土は 23 自治体、わずかこれだけです。そして、その後どうなっているだろうかと思
って少し調べてみたんですが、なかなか出てきません。追加されたのは本土の 2 自治体、
吹田市と尼崎市だけございました。なぜ、このように本土自治体は反応が緩いのだろうか
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というと、実は、これは自治ということに関わっていて、
「沖縄が基地をうんというかどう
かは沖縄の決定だ」というふうに本土の自治体、そして市民は感じているのではないだろ
うか。翁長知事が何度も言っているように、これは沖縄問題じゃないんだと、日本の地方
自治そのものが問われているんだよということを言っているにもかかわらず、反応が遅い。
そんなことを、今考えておりまして、場合によっては、地方自治法第十一章「国と普通地
方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」を書き直してしまうというよう
なことさえ必要ではないかと思っているところでございます。

＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊国と地方公共団体との関係の再構築
私は、法改正も含めてと言いましたけれども、多分、自治法の国と地方公共団体との関
係の各条文をもう一度検討し直す。とりわけ、是正、指示、俗に言う代執行、そういった
規定を全部廃止というのは難しいかもしれないんだけれども、要するに、国との権限調整
の仕組みというものをもう一遍組み立て直すのが必要かもしれません。小早川先生が来ら
れている前で何なんですけども、国地方係争処理制度というのが、十分に当初期待された
ような規定になっているんだろうかということを含めてやってみたいなという気はしてい
るということでございます。
＊課題を打開・前進させるために必要なこと
散々問題だけ指摘して、実は答えを持っていないのですけれど、言ってもいいかなと思
いながらあえて述べますけれども、とにかく、これまで国との関係とか、調整とかという
ことについて、法律上の規定とか、運用とか、そういうことでお互い議論はしてきたんで
す。ただ、憲法がそもそも地方自治というものを、どのように規定しているか、どう規定
すべきか。現在、全国知事会が検討しているようなことにも当たりますけれども、これを
議論すると、あいつ改憲論じゃないかと言われるような雰囲気があって、憲法を話題にす
ることがタブー視されてきたという感じがあります。
国民的レベルまで、みんなで憲法にどう書けば安心した地域の暮らしが実現できるんだ
ろうかというようなことから、
議論してもいいかもしれないなという気はしているのです。
しかし、その場合の処方箋もまだ、憲法学者とか、地方自治論者とか、そういう人たちも
含めて考えておかないといけないなということから、これは大変難しいということで、あ
る種の護憲というくびきから逃れて、きちんと議論していくということを考えてもいいか
なというふうに思っているところです。

＊日本国憲法第８章の改正の必要性
報告の趣旨にもありましたように、憲法 92 条の地方公共団体の組織及び運営に関する
事項は、地方自治の本旨に基づき条例で定めるというふうにして、どんな政府形態にする
のか、それを構成する代表者たちは、どうして選ぶのかというようなことを含めて自治体
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がみんなで知恵を出し、それぞれ特色ある政府形態を作るということを、実験のようにな
りますけれど、してみてはどうかというようなことを、実は考えているところでございま
す。

＜レジュメ＞
１．憲法の縛りと自治
①

自治体の組織･運営に関する事項は法律で
自治基本条例の制定が進む中で「条例で・・」でいいか
＜参考＞
塩野宏「地方自治の本旨に関する一考察」自治研究 80 巻 11 号････米地方自治
研究者ショー･サトー教授の疑問、
ａ

92 条はなぜ条例ではなく法律か？

ｂ

ＧＨＱはなぜ日本の新設(92 条)を認めたか？charter に関する条文が別に
あったので油断：塩野

②

組織運営事項の根本の政府構成（二元代表制）を憲法で縛ったのはなぜ？
組織運営事項を条例化しても動かせない
＜参考＞(米慣習？no)
州－憲法が法と政治組織の基本的な青写真（設計図）
自治体－自治体ごとに charter で政府形態を選択(ex．ニューヨーク州)
議会・支配人型
理事会型

1４市

3 市（うち 2 市が知事会.管理型）

市長・議会型（強市長・弱市長あり）45 市（うち 2 市が市長・議会・管理型）
Clair「ニューヨーク州地方自治ハンドブック」2006）
２．連携・補完論と自治・自立
2014 年
連携協約（252 条の 2）
）

地方創生

→中枢都市圏（23 圏域

206 市町村）

代替執行(252 条の 16 の２～第 252 条の 16 の４)
①

戦後合併→広域行政→連携･補完の意味するもの
「基礎自治体自己完結主義」or「総合行政主体論」
（西尾試案）を目標の合併でも
その要件を満たさない「特例町村」を都道府県が補完(市川)

②

代議制民主主義との葛藤
「差別的役割分担」
（本多）中枢都市・他自治体への依存
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自己決定の制約

３．沖縄辺野古基地問題と地方自治の理解－辺野古訴訟と法定受託事務
＜辺野古訴訟経過＞
2013 年 12 月 27 日

仲井真知事が公有水面埋立てを承認

2015 年 7 月 16 日

埋立て承認を検証する第３者委員会が「瑕疵あり」報告書を翁長知事

に
8 月 10 日

国と沖縄県が集中協議、溝は埋まらず

(８月１０日～９月９日）

10 月 13 日

翁長知事が埋立て承認取消し

10 月 27 日

石井国交相が翁長知事の取り消し処分の効力の一時停止を決定

11 月 17 日

国が代執行訴訟を福岡高裁那覇支部に提起

11 月 25 日

県、那覇地裁に国交大臣の執行停止の取消訴訟と執行停止の申し立て・福岡

高裁に国交大臣の執行停止を自治法 251 条の５の違法な国の関与と取消訴訟
3月 4日

国と沖縄県の争った裁判で和解成立、国は辺野古沖の工事を中断

3 月 16 日

石井国交相が是正指示

3 月 22 日

国交相の是正指示を不服として、沖縄県が国地方係争処理委員会に審査申し出

6 月 20 日

国地方係争処理委員会が国交相の是正指示に対する適否の判断はせず、協議を

6 月 24 日

沖縄県が協議を求める文書を首相、官房長官、外相、防衛相へ発出

7 月 12 日

沖縄県が法廷闘争によることなく真摯な協議が行われるよう国交相へ文書

7 月 22 日

是正指示に応じない不作為の違法確認訴訟を福岡高裁那覇支部に提起

9 月 16 日

福岡高裁那覇支部判決、国勝訴

2017 年 7 月 24 日

23 日

最高裁に上告

12 月 20 日

上告棄却

辺野古工事を無許可で強行するのは違法だとして、工事差し止めを那

覇地裁に提訴
10 月 10 日

第 1 回口頭弁論

翁長知事陳述

＜論点＞国・裁判所の法定受託事務理解
① 代執行訴訟訴状「そもそも法定受託事務として公有水面埋立法に基づいて一定範囲
の権限を与えられたにすぎない県知事が,我が国における米軍施設及び区域の配
置場所などといった,我が国の国防や外交に関する,国の存立や安全保障に影響を
及ぼし国の将来を決するような国政にとって極めて重大な事項について,その適
否を審査したり,判断する権限はないことは明らかである」。
ａ．法定受託事務を処理する全国の自治体にとって共通する論点「辺野古訴訟は『沖
縄問題じゃない』(自治日報 16.3.11)
② 代執行訴訟和解勧告文
「平成 11 年地方自治法改正は、国と地方公共団体が、それぞれ独立の行政主体とし
て役割を分担し、対等・協力の関係となることが期待されたものである。このこ
とは法定受託事務の処理において特に求められるものである」。
③ 違法確認訴訟判決文
「米軍基地の必要性が乏しい、また住民の総意であるとして 40 都道府県全ての知事
（埋立海岸がある：筆者）が埋立承認を拒否した場合、国防・外交に本来的権限
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と責任を負うべき立場にある国の不合理とは言えない判断が覆されてしまい･･･」
a. 分権改革前の「機関委任事務」の理解となんら変わらない理解が罷り通っている。
④「沖縄のことは沖縄が決める」が自治か。
「本土自治体・市民は基地を拒否する」自治
辺野古強行反対意見書提出自治体（（2016 年 3 月 20 日共同通信）39 自治体（本土
23 自治体）その後の追加採択（本土２自治体：吹田市・尼崎市）
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【共通論題Ⅰ

憲法・地方自治法 70 年

成果と課題】

憲法・地方自治法 70 年

成果と課題

衆議院議員・前新潟県知事

泉田 裕彦

今、先生方のお話を聞いて、実感として感じることが多々あります。レジュメとして提
出をさせていただいたところには、制度論を書かせていただきましたが、先生方のお話を
受けて重複は避けて、実際、実務に当たっているものとして、何を感じたのかという辺り
を中心にお話をさせていただきたいと思います。
地方自治の進展
まず、松本先生の「地方自治制度の強化、宿題は終わっていない」というご指摘、まさ
にそれが実感かなというふうに思います。地方自治を制約をしているのは、制度論のほか
に、実はもう一つ財政も大きく関わってくるというのが、現場の実感です。
制度論から言うと、自治体の中の組織構成。例えば、副知事を置くのか、出納長を置く
のか、こういったところを含めて自治体で決められないというところがどうしても出てき
ます。その原因が法律上の障害が取り除かれても、今度はいろいろな指標を国のほうで設
定をして、財政からの縛りによって、余分な役職は作らないようにという圧力が別にかか
ってくるというような現実もあるわけです。
中央集権というのは、皆さんご存じのとおり、現場への事情の配慮、これがなかなかで
きないということで、これを是正していく。大正時代から地方自治を強化して国全体のよ
り合理的な政策形成ができるように、住民の幸せが増すようにという議論がなされてきて
いるわけです。この中央集権を是正する制度の仕組みとしての情報公開、または分権一括
法の成立等々ございました。
それに加えて、国と地方の協議の場。これが法定されたということで、制度的には前進
したように見えるのですが、これは影響力という点では、むしろ停滞をしているのではな
いかなということを感じています。
14 年ぐらい前になると思いますが、「戦う知事会」を掲げて、新潟大会、岐阜大会とい
う辺りだったのですが、国と直接交渉をするというようなことで、知事会に注目が集まっ
た時期があるのですが、最近は新聞紙上でも、ほぼ知事会の提案というのは、見ることが
少なくなっているのではないかなというふうに思います。
これは、何でなのかということですが、やっぱり調整型になってきている部分というの
があるのかなと。国との問題点については、地方の権限を使って対応していくということ
をせずに、むしろ話し合いをしていこうという基本方針になっているところが影響してい
るのかなというふうに思っています。
一つ例をあげると、政府主催の知事会というのが年 1 回、12 月にあるんです。これは世
67

論の盛り上がりというのも大きいんだと思いますけれども、10 年ぐらい前、知事会が注目
されていた頃というのは、総理以下、全閣僚が必ず出ていました。そこでの発言、一つ例
を挙げると、「医師不足を何とかしてくれ」と言うと、「それでは医学部の定員を増やすこ
とを検討しましょう」ということで、臨時に対応してくれるのです。それは複数の、かな
り多くの知事から、急ぎで何とかしてくれという中で、実際に財務大臣、それから総理の
耳に届いて、制度を変えるということがありました。
近年、政府主催の知事会、官邸で開く会には、大臣が出てこないのです。代理で副大臣
だったらいいほうで、政務官ということもあって、せっかくの機会にもかかわらず、残念
ながら十分に話を聞いてもらえる時間がない。せっかくの国と地方の協議の場で、しかも
1 時間しかないのですから、本当は分科会を作って、それぞれ担当の知事さんが、担当大
臣と話をして、最終的に決着がつかなかったものを国と地方の協議の場で、知事会長と総
理が直談判するという仕組みになればいいのですが、それがほぼ機能していないという状
況になっている、というのが現実ではないかなと思います。
地方自治の限界
憲法の問題にさかのぼって言うと、やっぱり 92 条が曖昧に書かれているということで
す。先ほどご指摘のあった、なぜ地方自治の本旨は条例で定めるのではなく法律で定める
のか。この辺りにも起因をしていて、法律で地方自治の本旨が定められてしまうと、国か
ら見て地方をどうコントロールするかということが重要になりますので、本来住民ニーズ
を受けて施策を立案しないといけない首長をむしろ縛る方向にどうしてもいってしまう、
ということなんだろうと思います。
国と地方の係争処理委員会。私も１回利用させていただきました。整備新幹線の話なん
ですけれども、整備新幹線をどういうふうに作っていくのかという認可を国がするのです
が、これは国鉄の時代、新幹線を作るときは全額国の費用で作っていくということから、
国が決めたところに淡々と従っていくということで問題なかったのです。しかし、整備新
幹線については、地方に負担を求める。これは地方にもメリットがあるので地方負担を求
めますよと。ただ、その手続の中には、意見聴取という手続が入っていたわけです。
したがって、地方の意見も聞いた上で新幹線を整備し、そして地方も負担するという合
理的な制度であったのですが、この地方聴取手続が国によって飛ばされてしまったという
ことです。ですから、新潟県が国と地方の係争処理委員会を活用したのは、地方が負担す
る以上は、どういう駅舎にするのか、そしてどれだけ列車が止まるのか、すなわち住民の
利便性に直結する問題を抱えていたので、十分な協議をしてほしかったのです。しかし、
そういうことではなくて、法律で定められている意見聴取手続を経ずにいきなり認可が行
われた。
「これはおかしいでしょう」ということで、国と地方の係争処理委員会に提起をし
ました。
そうしたら、結論は、
「認可対象は、鉄道運輸機構にあるので、法律上に意見聴取手続が
書かれていても、あなたは関係ありません、紛争ではありません」ということで、対応し
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てもらえないという結論になってしまったわけです。
ですから、法律上の手続がなくても案件が通ってしまうということが現実にあり、残念
ながら実質的に調整する仕組みには必ずしもなっていないのではないかということを感じ
ています。
それから、原発の話もさせていただきたいと思うのですが、原発の立地エリアの住民の
皆さんが今一番、懸念をしていることは何なのか、というところから説明をさせていただ
きます。
知事の最も重要な職務の一つは、やはり、住民の皆さんの生命、安全、健康、財産、こ
ういったものを守るということだと思います。福島第一原発事故以来、原発で事故が起き
たら、まさに故郷を追われてしまう。そして、甲状腺がんがどれだけ発生しているか、こ
れは評価が分かれている部分があるのですが、健康、そして生命にも影響を及ぼす事態が
生じるということが 3.11 の事故の以降、明らかになっているわけです。
現在の原発の審査対象は、あくまでもプラント審査ということになっています。IAEA
（国際原子力機構）が定めた基準は 5 層あります。どういうことかと言うと、当然原発施
設は安全でなければいけないのですが、トラブルが生じたとき、いかに被害を拡大させな
いかという論点は当然あるわけで、それはサイトの中だけでは決着できない要素を含んで
いるわけです。
例えば、放射性物質が漏れ出しているときに、誰が物資を運ぶのか、被害を拡大させな
いための方策、さらに事故がプラントの外に及んでしまったときに近隣住民をどう保護し
ていくのか、ということも IAEA の基準に入っているんです。これは、国際基準です。
日本の原子力規制委員会は、原子力利用の安全を確保するというミッションを持ち、さ
らに関係府省に勧告権まで持っているのですが、残念ながらこれを行使してこなかった。
さらに国際基準で言う第 4 層については極めて不十分な規定しかない上に、第 5 層はそっ
くり抜けている。すなわち世界基準に達していない基準で、審査が現在なされているとい
う状況になっています。
分かりやすい例を一つ申し上げると、今、米朝関係が大変緊張しているということで、
私も知事時代に、原発がテロにあったらどうするかという質問を県議会から受けました。
例えば、航空機が突っ込むとか、もう 20 年ぐらい前になりますが、高圧電線のボルトが引
き抜かれ鉄塔が倒れ送電が止まるという事件もありました。これは、ネジを緩める器具が
あれば誰でもできてしまう。でも、送電が止まってしまうということです。それに、潜航
艇に近づいてきて、マシンガンで武装した 10 人ぐらいの小部隊が上陸をして、警察官と
打ち合いをして、そして取水口にプラスチック爆弾を仕掛けて、水が入らないようにする、
こういうテロもあり得るということです。これは福島と同じ状況になります。
その他に、ミサイルが着弾したらどうするのかと。これは、今の規制委員会は、普通の
事故しか想定していなくて、大量放出は起きないという前提でやっています。でも住民の
皆さんは、福島事故のような放射性物質の大量放出があったらどうするんだ、テロ、ミサ
イルの着弾などがあったらどうするんだ、こういう心配をされているわけです。
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このような問題点がありますので、全国知事会で取りまとめて知事会として田中前規制
委員長に持っていきました。そしたら、なんて言われたかといいますと、規制委員長はこ
う言うんです。
「所管でございません」と。つまり対応しないと言われました。
そこで、原子力災害では自衛隊は動くことになっているので、自衛隊に避難協力のお願
いをしてみました。新潟県の場合でいうと、柏崎刈羽原発の半径 30 キロ圏、そのうち 5 キ
ロ圏は即時退避ですが、5 キロから 30 キロ圏については、屋内退避ということになってお
り、44 万人います。自衛隊に避難を手伝ってくれとお願いしたら、「できません」という
ふうに言われました。何でできないかについては、いろいろ言い分はあるようです。
そして、住民が抱えている不安を三つに絞って紹介させていただくと、一つは、ヨウ素
剤の配布ができないんです。安定ヨウ素剤というのは、甲状腺がんを防ぐために放射性物
資が到来する数時間前に服用するということが望ましい。でも、福島事故の場合は、8 時
間半でベント判断、すなわち放射性物資を大気中に放出するという判断を、8 時間半で実
施しています。そうすると 44 万人に、どうやって配るのか。今 5 キロ圏しかヨウ素剤を
配布しないというのが国の指針なんです。
しかし、それ以外の屋内退避するところについては、保健所か、もしくは避難する小学
校に保管されているという状況になっています。数時間で 44 万人にどうやって配るのか、
不可能を現場に強いているというのが現実です。
さらには、この屋内退避指示を出されている中で、誰が配るのか。つまり被ばくしなが
ら配る人は誰なんですかと。決まっていないわけです。屋内退避を求めている中で、配り
に行けと命令できる人は誰なのか。医師会は常に嫌だと言っています。大体 44 万人にす
ぐ配れるのかという問題がありますが、それ以外に物資を運んでくれる人は誰なのかと。
南相馬の桜井市長から、テレビで SOS があって、新潟県からもバスを派遣し、そしてま
た物資を運ぶトラックを派遣しましたが、バスは当然 30 キロ圏内には入ってくれません。
また、福島県からも SOS をもらったんです。どういう SOS かというと、地震で停電を
してしまって放射性を監視するモニタリングポストが機能していないので、新潟県さんか
ら職員と機材を貸してくれという SOS でした。もう、即時にイエスと言えない状況がある
んです。だってモニタリングポストが壊れて測りに行くということは、大量被ばくする危
険があるところに職員を派遣するということを意味するわけです。したがって、組織にお
願いしたのは、決して指名して命令するな。内部被ばく、外部被ばくの違いが分かって、
そして自分で放射性防護ができ、食糧と水は新潟県から持っていき、短期間で交代する。
それでも行ってもいいという人がいたら、事後的に出張命令を書きますと。これが精いっ
ぱいでした。実際行ってくれると手を挙げてくださった方がいましたので、派遣をしまし
たけれども、正直言って特攻隊員を送り出す司令官の気分です。制度も何もないわけです。
ソ連の場合は、チェルノブイリに軍隊を投入し、そして運転手さんを軍属として送って
いるのですが、先に決めていることがあったんです。独ソ戦と同じ対応をすると。すなわ
ち、本人に健康被害があれば、国家が面倒を見るし、本人に万が一のことがあれば、家族
の面倒も見るということを決めた上で人を派遣している。日本の場合は個人責任で、現場
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がリスクを全部負担するという仕組みになっていますので、
「行け」という命令、本当につ
らかったです。
また、消防派遣ができるかということになると、東京都だけは東京府と東京市の合併自
治体になるので、石原さんが「行け」と言って行きましたけれども、基本は市町村消防に
なっているので、知事は消防に指揮権を持っていないのです。そうすると、ヨウ素剤を配
るだけじゃなくて、物資の派遣もできない。自衛隊も避難をするのに、44 万人に配布はで
きない。
さらには熊本地震でも明らかになったとおり、屋外退避と地震、原発震災が同時にやっ
てきた場合に対応できるのかと。これは地震を経験した首長さん、災害対策本部長は分か
るのですが、1 回で終わる地震なんてないんです。もう、本震に近い余震が続くというの
が地震の現実で、屋内になんて居られないんですよ。窓ガラスが割れている、壁に穴があ
いている中で屋内退避してどういう意味があるのかという中で、屋内退避を求めても外に
出るしかないという状況になるわけです。
このように 5 キロから 30 キロ圏で屋内退避するのはそもそも無理な上に、そこに屋内
退避指示が出ているところに、被ばくを前提として運転手さんに行けという命令ができる
事業主さんがいるのか。トラックの運転手さんに行けと言えるのか。さらに人数の問題も
あって、チェルノブイリの場合は、4 万 2,000 人のプリピチャ市からの避難、これをやっ
ています。バスが何台必要だったか。40 人乗りのバスで計算すると、単純計算なんですが、
1,200 台バス投入しています。2 度行ってくれと言えないので、1,200 人の運転手さん確保
しています。
新潟の場合でいうと、44 万人が避難しないといけない。そうすると、バス何台必要でし
ょうか。1 万数千台必要なんです。運転手さんには 2 度行ってもらえないということにな
ると、1 万数千人を確保しないといけないけれど、新潟県内には、そんな数の大型バスを
運転できる運転手さんはいません。
そうすると、他県から派遣してもらうという計画が必要になるのですが、他県から派遣
してもらうためには、国交省のサービス基準があって、通常の路線バスの運行を止めてい
いのかというと、止めると違法になるという状況で、派遣してもらえるのかという問題が
ある。すなわち、ほとんど何も考えられていない中で、避難できない状況にあるわけです。
国際基準では、住民避難、それから物資の輸送も当然審査対象になって基準が作られて
いますが、我が国ではそういったものは一切ない。そして、現在の国の規制委員会の規制
基準ができていて、これを直すこともできない。
さらに、知事会が規制委員会に要望を持っていっても、政治家とは会わないという理由
で、会ってもらえない状態がずっと続いています。住民の安全を、健康を、生命を守る現
場を抱えている首長が、課題に向き合ってもらえないという制度になっており、ほとんど
フィードバックする仕組みがないのが現状です。
この問題が国と地方の係争処理委員会に係るかというと、また、さっきの理屈と同じで、
認可処分ではないからと言って対象にならないでしょうし、国と地方の協議の場で、抗議
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すると言っても、こんな話を総理と知事会長がやって、果たしてできるのかと。事実上は
できないだろうと思います。
このように、多くの課題を抱えている中で、これを国と調整する手段すら持っていない
のが現実です。
あと選挙制度の関係で言えば、例えば、参議院が地方代表になって、国の制度の中で調
整する仕組みを持ったほうがいいんじゃないか、野党とも調整をしないといけないのでは
と思っています。
最後に少し新潟県知事選と衆院選について報告させていただきます。先の知事選では私
の個人的なことが争点とされ、この原子力防災を争点にしてほしいということで、知事選
から撤退させていただきました。そして、
「結局、国の中から制度仕組みを変えていかない
ことには、今の矛盾点は直らないんじゃないか」との考えで、衆院選に立候補し、衆議院
議員をやらせていただき、現在に至っているということです。
提出のレジュメの内容の一部しか話せませんでしたが、以上で私の報告とさせていただ
きたいと思います。ご清聴ありがとうございました。

＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊今の知事会を動かしている構造
私は、もともと通産省で働いていたのですが、たまたま出向で岐阜県に行って、IT をや
れということだったと思うんですが、私の岐阜県での任期途中で、梶原知事が全国知事会
長になった。知事会長の誕生の瞬間も見ていましたし、新潟県知事として立候補するとき
に背中を押してくれたのも梶原さんだったということもあって、梶原さんとは親しくさせ
ていただきました。梶原さんがどういう役回りをされていたかというと、当時、改革派知
事、岩手県の増田さん、宮城県の浅野さんなどがおられて、若手の知事が、知事会を何と
かしないといけないということで動いたのですが、若手だけではできないと。それまで、
どちらかというと、東京都知事が副職で会長をやるというところからクラブ的な運営にな
っていた知事会を、実際の政策調整をやろうということで若手が担ぎ出した重鎮が梶原さ
んだったという経緯がありました。
それで、国と調整するときに、今、翁長・沖縄知事がやられているような地方が持って
いる権限をフルに使った上で、国と対峙していくという基本戦略を持っていたのが梶原さ
んで、だからこそ闘う知事会だったのです。その結果、何が起きたかというと、これはド
ラマですね。三位一体の改革で主張は通したのですが、思わぬところで足元をすくわれて、
交付税の大幅カットがくっついてきてしまった。ということで、単に闘うだけだと脇から
何されるか分からないということもあって、知事会は少し調整型に動いたのではないかと
考えています。
改革のスピードをゆっくりしていく、できる範囲でやっていくということで、注目度が
下がるということになっているのでは、というのが今の実感です。
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＊市町村議会の定員割れ
市町村議会が定員割れする最大の理由は、生活できないということなんです。小さな自
治体になればなるほど、給料が暮らしていけるだけの額が出ないことから、自営業を兼務
していないとできない。公務員を辞めて専業になると、暮らしていけないということから、
定員割れしているので、この待遇をどう考えるか。人数減らしていけばいいということで
はなくて、減らした分だけ議員活動だけで暮らしていけるようにするというのが論点だと
思います。
もう一つは、任期制ですから、退職をした後どうするんだ、落選したらどうするんだとい
う問題もあって、二の足を踏む人が多いというのが現実だと思います

＊憲法 92 条と地方自治
92 条の解釈が、自由に柔軟にできると言えばいいんでしょうけれど、逆に言うと地方自
治の範囲が明確になっていないことから、法律に委ねられているという体系です。先ほど
の議論があったとおり、少しきっちり書き込むのか、でも、そんなものを国が作ったらか
えって地方自治に反するんじゃないかということであれば、自治体ごとに定められる原則
を書くというのも、やっぱり選択肢の一つです。今、これがいいという具体的な絶対望ま
しい案というのはないので、やっぱり議論していく中で結論を出していくしかないのでは
ないかなと思います。
ただ、議論の仕組みというのは重要で、利害関係者が特に国と地方の関係、団体として
どうするかというところに関わるときに、公平な、公正な目で住民に視点を当てた形での
議論のフレームワークを作るということが、多分、一番重要じゃないかなというふうに思
っています。
＊広域自治体と原発立地の使用の承認
原発の同意についてですが、これは、慣習に近いような運営になっているんだと思いま
す。福島事故以降の再稼働についてのみ同意を求めるという、これ、何ら制度的に担保が
されていなくて、基本方針として出されているだけということ、法的な枠組みが存在して
いないのが現実です。分かりやすい例で言うと、三反園・鹿児島県知事は公約を破ったと
の議論があるのですけれども、あれは、動いているところを止めろというのは、もともと
制度して存在していない。もっと言うと、同意がないと再稼働できないという制度も存在
していないというのが現実です。やっぱり私が報告の中で申し上げたとおり、そもそも地
方と国の制度を調整する仕組みが欠如したまま、惰性で今日まで来ているというのが現実
で、ちゃんとした整備をしないといかんということだと思います。
議論自身がタブーになっているところがあって、私は問題点を発災直後から指摘を続け
ていたんですが、報道してもらえなかったということがあります。それは、NHK はやはり
政府の監査が入りますし、民放については、コマーシャルがなくなって全部 AC、政府公
共広告機構になったというのを覚えていらっしゃる方もいると思いますが、あの当時 AC
73

の社長は東電社長だったわけです。BBC とか CNN の情報と、日本国内で流れた情報に、
少し格差があったのではと、受け止めています。
制度論として議論する以前に、制度が存在していないということから、この辺の整理を
していくべきではないかなと思っています。
＊課題を打開・前進させるために必要なこと
例えば、国と地方との関係で研究者が正論を言う、または研究者が正論を言えるように
情報提供しようとすると、そこに個人が不利益を受けるような圧力がかかってくるという
ことだと思います。
原発問題一つ例にとっても、自民党の地方議員の中でも、今のままでは駄目だと思って
いる人がものすごく多いにもかかわらず、声を出せない。声を出すと、個人として不利益
を被るという、そういうメカニズムが内蔵されています。
それでは動かす力は何かというと、個人を顧みずに公益を考えて行動できる人を議員と
して選ぶということになるのですが、正直、見分けがつかないですね。
ということになると、結果として、身分保障をどうするかという話と、個人のキャリア
パスも含めてちゃんとやっていけるような仕組み、それをサポートする世論を、どうつく
っていくのかということがないと、結果、動かないということになるのではないかと思い
ます。
そして、意見を集約していくために報道機関の果たす役割は極めて大きいと思いますの
で、まさに報道機関、そしてそれをサポートする、こういう自治学会のような組織、これ
が健全に機能していく、そんな国づくりを進めていくということが、遠回りのようで一番
近道かなと思います。
＊知事経験者の国政転出
今回、衆院選に出る直接的なきっかけは、私が知事時代に最も足を運んだのが、2004 年
（平成 16 年）に発生した中越地震の地域で、今の選挙区で新潟 5 区ということになりま
す。そこの衆議院議員であった長島忠美氏が、8 月 18 日に急に亡くなられたということが
あり、私が手を挙げて選挙を勝ち抜いたというよりは、後継者を誰にするかという議論が
先にあったわけです。
私が最初に知事室にお迎えしたお客さまが、長島議員、当時は山古志村長でした。10 年
間知事をやりましたけれども、長靴と雨がっぱで知事室にお迎えしたお客さまは、長島村
長だけです。そして、地震の復興に一緒に取り組んで、全村避難の判断するときにも相談
を受けて、命優先でやってくれたのも長島さん。中山間地の農林水産業の振興、これを一
緒にやったのも長島さん。私は 2016 年 10 月に知事を退任したのですが、そのときにはな
むけの言葉と激励をいただいたのも長島さん。
長島さんのお通夜に行ったら、地元の人からぜひ、犠牲者とともに長島を追悼してくれ
と言われたこともあって、これは、中山間地域の振興、震災対応、防災をやって現場を分
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かっている人、復興副大臣もやった長島さんという人を失ったと。その後見をやってくれ
ということで受けたのが直接的な経緯です。
これは、去年の新潟県知事選から撤退したところに話を戻さないといけないんですけど
も、あのときは、世界的に見れば日本の原子力政策がどうなるのか、関心が高かったと思
います。アメリカだけではなくて、ヨーロッパからも、研究者に限らず報道機関からも私
のところに取材が来ていました。2016 年 10 月の新潟県知事選の世界的テーマは、多分、
日本の原子力政策どうするかということであったはずですが、ローカルイシューが前面に
出て、その議論ができなかったのです。だから、私は知事選から撤退をし、そのときにお
願いしたのが、原子力防災を争点にしてくれということでした。
結果、やっぱり原子力が問題になって、現在の知事が誕生する。現在の新潟県知事は、
泉田路線を継承すると言って誕生した知事です。
結局、知事会からいくら話を持っていっても、外野から言っても制度は変えられないと
いうところがあって、これは内部からやらないと駄目だと。残念ながら、外野からいくら
正論を言っても通らないというところがあるので、与党から出ることは効率があるという
ふうに判断をして、そして長島さんの後継をやってくれという中で、新潟 5 区から出ると
想定していなかったんですけれども、こういう形になったというのが現実です。

＊日本国憲法第 8 章の改正の必要性
現実的な問題として、やっぱり参議院の制度、それから代表者を選ぶ仕組みをどうする
のかというところは、緊急に手当てが必要だと思っています。分かりやすい例で言うと、
島根県と鳥取県が合区になりました。島根と鳥取の利害が対立するものを調整するときに、
やはり地方の代表をどういう形で選ぶのかというところが、今のような形では意見が十分
に反映できない。議論をして決めていくというのが民主主義の基本だとすると、議論をす
る土俵で利害関係が対立するものを両方の代表とするのは、やはり問題だと思っています。
ですから、この議論するフレームワークを作る選挙制度、地方と国の関係を調整する仕組
みというものが憲法上の制約によってうまく機能していない現実がある以上、やはり参議
院議員を中心に今は問題が特に発生しているので、ここのあり方、議員の構成を考えなけ
ればいけないと思っています。一票の格差だけでというのが、すべてに優先する価値とい
うことでいいのかというところを議論した上、必要な部分での憲法改正をやってほしいと
いうふうに思っています。
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【共通論題Ⅱ

憲法と地方自治～これからを構想する】

憲法における地方自治のあり方と地方自治の実践
鳥取県知事、全国知事会地方分権推進特別委員会委員長

平井

伸治

参議院選挙制度をめぐる変遷とその影響
選挙制度につきまして、最近よく議論があります。これについて最近、私ども知事会で
も大議論がございました。結論から言いますと、二つの府県を除いてすべて賛成をした上
で、合区解消を求める決議を行っております。もちろん、当地の小池知事も賛成をしたわ
けでございます。なぜかというと、やはり都道府県の持っている実相というのがあると思
うんです。都道府県は、これは府県制、明治以来でございます。そのときに、大日本帝国
憲法を公布する、あるいは衆議院の選挙制度というのを民選で行う、その前提として、環
境づくりとして府県制というのをつくろう、そこに府県会というのを設置し、また、そこ
に基づいていろいろな議論が実はやられてきた。不十分かもしれませんけれども、戦前も
戦前なりのデモクラシーがある。それが戦後一気に、参議院選挙が導入されるのと併せま
して、地方自治制度というのも導入されるわけです。これは、GHQ が日本に入ってきて日
本の実情というのを見て、明確に、当時のマッカーサーも草案の中でも言っていますが、
府県知事を公選にすべきである、などを含めまして、地方自治制度と、それから参議院選
挙制度、実は同時に導入をされてきているわけです。
その所以もありまして、大村、当時の内務大臣が、提案理由の説明の中でも、衆議院と
は違った選挙制度をつくるんだ。衆議院は中選挙区制が基本にありました。ただ、戦後第
1 回目は、都道府県単位の大選挙区制で制限連記という、非常に特殊な選挙をやりました。
だから、1 回目の選挙のときは 2 票持っていましたので、女性の国会議員が多く当選した
ということでも知られる選挙であります。そのときも都道府県単位でやられていたんです。
その後、やはり中選挙区に戻るということになります。
参議院のほうは、じゃあ新たに、貴族院に民選を導入することについては、どうしよう
かと。このとき、地域代表「的」性格を有する議員、あるいは職能代表、全国を通じて、
いわばいろいろな利益を代表する方々、これを使う、つまり全国選出と地域選出と。その
地域選出の単位としては都道府県単位とする。これが立法理由でございました。その後、
最高裁では実はこれが踏襲をされるわけであります。基本的な判例としては、昭和 58 年 4
月 27 日の判決がいわれるわけでありまして、この中で、歴史的、政治的、社会的に実体を
有する都道府県を単位として選挙区を設定することには、立法裁量の範囲内、合理性があ
るというように考えられていたわけです。
これが、平成 24 年に代表されます判例変更がございまして、このときに、この考え方が
事実上、変更されているわけです。都道府県単位という選挙制度の合理性ということ以外
に、投票価値の平等というものがあるわけでありますが、こちらのほうを前にした場合に
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必ずしも選挙区を都道府県単位とする合理性はないのではないのか、そんな意味で、現行
の選挙制度の仕組みを見直す必要があると。いわば立法行為に近いような、最高裁の判断
があったわけです。これが影響しまして、合区という選挙が実際に行われたわけでありま
すし、そうした選挙制度を国会が採択をしたわけであります。
しかし、現実どうなったかということですが、一番端的に現れましたのは、投票率の低
下です。私ども鳥取県は、全国で唯一、代表を生まない県となりました。史上初めてのこ
とであります。それと、高知県の場合は比例代表で辛うじて代表が選出されたということ
はありましたけれども、それは、最大の党である自民党の中の名簿の細工によるわけです。
名簿の第 1 順位に入れた候補者、これは順位効果といいますけれども、選挙については割
とそういうのが表れるわけでありまして、よくわからないから最初の人が丸が多いという
ようなことになりがちであります。そうしたことの効果もありまして、中西議員が当選を
されて、高知は一応 1 人いるわけでありますが、私どもは、そういうわけにはならなかっ
た所でございました。
そんなようなことがありましたけれども、私どもは鳥取県は全国でいつも 1、2、3 位を
争うくらい投票率が高い所でありますが、それが残念ながら全国平均並みに落ちました。
徳島県、高知県は 46 位と 47 位、全国の最下位、ワースト 2 がやはり合区の選挙区であり
ます。常に首位を独走してきたのは島根県です。その投票率も 3 位に落ちました。長野県
が 1 位になりました。
そんなようなことでありまして、実は投票行動に影響したということです。なぜかとい
うと、それは、政治的実態に合わなかったからだと思います。なぜ合わないか。実は、政
治的意思決定は都道府県単位にすることを、私たち日本国民はずっと続けてきたんです。
府県制以来です。例えば PTA の連合会の単位、また、道州制ということをよくいわれます
けれども、その道州制をいっている経済団体ですら、例えば商工会議所であるとか、それ
から中小企業団体中央会といったような組織、また農業団体の JA もそうであります。す
べて、実は都道府県単位に団体というものの意思をまとめるんです。そのまとめた意思を
つないで、パイプで国会へ持っていく。あるいは都道府県単位でそれを集約するために都
道府県議会、首長というのが機能している。これが、実は日本の民主主義、政治のデモク
ラシーの底流を成しているわけです。これと違った形で代表を選出するということに、こ
れはノーを突き付けるような形の投票行動につながったというふうに私たちは考えました。
そういった意味で、われわれとしてはそこの解消を求めるという運動を今しているわけ
であります。平成 29 年 9 月 27 日の最高裁判決、最近の判決でありますが、これがまた、
事実上もう 1 回、判例変更をしたと思っています。それは、投票価値の平等の要請と調和
が保たれる限りにおいて、都道府県単位の選挙制度というものは許される、許容されると
判断をしたわけでありまして、そういった意味でもう一度、昭和 58 年の判決に近い形に
今、1 歩戻ったのかもしれません。
実は、参議院の選挙制度を変える際に国会の議決がありまして、次の参議院選挙までに
抜本的な議論をして公職選挙法を改めるんだと、このような条文といいますか、議決が入
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っていますので、それをまた、われわれとして考える必要があるのではないかと思ってい
ます。
地方自治規定の充実による目指すべき地方（国家）像
憲法改正につきまして、また後ほど詳しく議論する機会があるようですので、今、知事
会でやっている議論を紹介したいと思います。地方創生を本格的に展開する意味でも、地
方公共団体の運営を保証する意味でも、また地方自治が成熟していきまして、住民自治と
いうことを真剣に正面から捉えるべきではないだろうか。こうした観点で議論をしている
ところであります。
まずわれわれは、国家像を議論しなければいけないと思っています。それは、一つには
デモクラシーです。国民イコール住民であり、地方自治体の構成員であります。実は今の
国民が手にしているのは、国会、そして内閣を通じて行使する、その権限だけではありま
せん。地域の地方自治体を通じて行使する権限、これによって日常生活の大半を賄ってい
るわけです。私たちは自分たちのことは自分たちで決める、そういう統治機構を手にして
います。これは戦後の日本国憲法の故によるものでもありますけれども、ただその実体が
さらに進化をしていると考えるべきであり、もう伝来説じゃなくて固有権説に近い形で考
えるべきではないだろうか。また、憲法 13 条の幸福追求権ということの実体化という観
点でも、地方自治というのは機能しているのではないだろうか。内政の要として地方公共
団体をもっと正面から捉えるべきではないかという、そんな国家像を、われわれとしては
考えております。
また後ほど具体的にもご説明する機会があるかと思いますが、選挙制度の関係では、47
条の選挙制度について、選挙区投票方法、その他については法律で定めるとなっていまし
て、その中で、もし選挙区を設けるのであるとすれば都道府県単位で設けるということを
規定すべきではないかと、今、大体、議論が収斂し始めたところであります。
また、地方自治につきましては、92 条、これが地方自治の本旨でありますけれども、こ
れが曖昧模糊としています。この際、住民自治と団体自治と、両方の観点の条文をきれい
に書き込むべきではないだろうか、そうして民主主義のユニットとしての地方自治体、都
道府県と市町村ということを書き込むべきではないだろうか。ただ道州制の議論もありま
すので、都道府県というようなネーミングではなくて、広域的自治体として憲法上の規定
を置くべきかなというふうに、今、議論を進めています。
そういう中で、例えば条例制定権、あるいは財源保障の問題、この辺がございまして、
財源保障については標準的な行政サービスを提供できる財源保障を、やはりこれ、地方自
治法や地方交付税法の世界だけではなくて、憲法の世界でも規定すべきではないだろうか。
また 84 条、これ神奈川県で、法定外普通税の違法判決が出ました。そういうようなことが
今後も続くと思われます。従いまして、もっと課税自主権を強化するためには、租税につ
きましても整理が必要ではないだろうか。それから 95 条でございますけども、これにつ
いても意見具申権で今、地方自治法に書かれていますけれども、それにとどまらず、国と
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地方の意見調整をする仕組みが必要ではないかと思います。こうした議論を、また後ほど
ご紹介申し上げたいと思います。
鳥取県の取り組み
地方自治体で今、何が起こっているのか。鳥取県を例にして、ご紹介を申し上げたいと
思います。一つは、住民参画を進めよう。県民参画基本条例というのを、われわれ制定し
ました。日本の都道府県で唯一、常設型の住民投票を制度化しました。それのみならず、
普段、4 年間の任期の最中にも民意を確認するために、アンケート調査等々で民意を確認
することが義務付けられています。そういう中で私たち、例えば審議会にも公募委員を設
けることなどを実践しておりまして、日本で一番小さな都道府県であるからこそ、住民に
身近な行政ができるのではないか、そんな信念を持って、実験場としているところであり
ます。
また、アドボカシー・デモクラシーという、ニューヨークのワールド・トレード・セン
ターでやったような手法でありますけども、住民の声でプランを立てて、それを、住民も
参画する中で実行していくということを条例上も位置付け、実践をしているところであり
ます。
また、条例というのも時々、国の議論を破るものがあります。例えば手話言語条例。こ
れを最初に設定したのが鳥取県で、今、全国 108 の自治体に広がりました。これ、国では
なかなかできないことでありました。典型的なのは薬物乱用防止条例であります。これ、
皆さんもご記憶のとおり、危険ドラッグが問題になったときに、その成分分析ができて特
定できなければ処罰できない、これは罪刑法定主義だと、厚生労働大臣が国会で答弁をし
ていました。私は、そんなことはないと思いました。例えば、水道に毒物混入する、そう
いう罪があります。これは、毒物を化学式で書いていません。判例上、例えばヒ素だとか
そういうものが認められてきたにすぎないわけです。同じように、危険ドラッグについて
も取り締まることができるだろうということで、私たちは包括的な禁止規定を作りました。
そしたら、今では旧薬事法も改正をされまして、鳥取県の手法が導入されるようにもなっ
てきているところであります。
こういうように、実は条例というのは決してばかにならないものがあって、そうした地
方の権限強化ということは、国全体にもいい方向をもたらすものではないかと思います。
実は地方自治体も変わりはじめていて、例えば国と地方公共団体と共同でやる仕事が出
てきています。ハローワークが分権の成果として、今、地方でも設けることができるよう
になりました。ここに、国の行政サービスと地方の行政サービスをタイアップして、例え
ば土曜日もハローワークをやる、また 5 時以降もやる、また東京で鳥取県の職を紹介する、
そうしたことなど、従来にはないタイプのハローワークサービスを始めています。
県と市町村も、垣根が取れてき始めました。例えば除雪ということを考えます。ここま
では国道である、ここまでは県道、ここまでは市町村道で、所管の所がそこで帰ってしま
うのははたして合理的なのかということです。鳥取県では 3 桁国道なども管理しています
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けれども、そうした所も市町村側に委託をすることにより、全部一遍に除雪してしまうと
いうようなことを始めましたところ、住民の皆さまに非常に評判がいいところです。
また、地方自治体に今度、行政不服審査会の設置が義務付けられましたけども、市町村
でいちいちその人材を確保するのは大変であります。ですから、第三者機関として共同設
置しようじゃないかと、県と市町村で共同設置をする。あるいは、滞納関係の仕事を県と
市町村で共同でやる。それにより徴収率が向上する。こうやって、県と市町村の垣根も取
れてきています。ですから、国、県、市町村と、リジッドに頭の中で分けてきた、そうい
う私たちの本質的な概念から、今、実相は変わり始めている。こういうことも含めて、憲
法と地方自治の議論というものをもっと活性化させる必要があるのではないかと思います。
また、後ほど詳しくご紹介を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。

＜司会者の質問に答えて＞
＊合区を解消する仕組み
もちろん憲法に基づきまして、憲法 47 条で、選挙の制度につきましては、法律に委任さ
れています。実は憲法自体はそうした環境をつくっていて、例えば選挙権の在り方だとか、
そういうことも含めて、法律で定めることをもともと認めているわけです。ですから、わ
が国の国家の中では司法権と立法権と、その立法権のほうでも立法裁量を幅広く、もとも
と憲法上認めている分野が選挙法の設定の分野であります。ですから本来、最高裁をはじ
め司法権のほうは、それに対してよく謙抑主義といいますけれども、一定の節度を持って
立法裁量を認める中で、それが裁量権の逸脱に当たるかどうか、そこの不合理性を争うも
のが本来であろうかと思います。
ですから、鎌田先生がおっしゃるように、もし公職選挙法で書いてしまえば、合区でな
い、単独の都道府県単位での選挙制度を書けなくはないと思います。それがはたして違憲
になるかどうか、もう 1 回争えばいいということかもしれませんし、仮に違憲立法となっ
たとしても、それが、事情判決も含めて結局はその選挙制度が温存される結果も招来でき
るかもしれません。
しかし、根本的な解決にはならないわけです。結局、投票価値の平等と、それから政治
の実相、民主主義の実相、これとの相互関係の中で、何か関与を見いださなければならな
い。これが今、私たちに課せられている課題でありまして、私は、最終的には憲法上の何
らかの表現まで行き着かなければならないのではないかなと思います。一つには地方自治
の章、ここをもう一度きちんと書き込むことで、統治機構の中で、広域的な地方自治体の
区域が持っている意義というものを、やはり憲法価値の中で提示するということがあると
思いますし、また、端的には 47 条の所で書いて、もし選挙区を設けるのであれば都道府県
を単位として設けなければならない、というふうにも書けるのではないかなとは思います
が、これはもちろん憲法改正を伴うことになり、時間がかかるかもしれません。緊急避難
的に取りあえず、一定の立法を国会が行うことまで排除しているわけではないと思います。

80

＊イタリアの国と地方の関係
国家間、それから統治機構の在り方については、イタリアは大きなヒントになるのでは
ないかなと思います。冒頭申し上げましたように、わが国がこれからデモクラシーという
ものを適正に運用していこうとした場合に、はたして中央政府の一元的な価値観だけで物
事を決めていいのかどうか、ということがあると思います。実は中央政府は万能ではなく
て、先ほどもお話が出ていましたけども、省庁間で、連邦主義ではないかと、こういう学
術的な捉え方もされたり、あるいは議院内閣制ではなくて省庁内閣制ではないかというこ
とをいわれたりするぐらい、複雑な統治機構になっているんです。その官僚組織の中で、
実はかなりの立法が事実上作られていて、ローメーカーである国会議員がすべて掌握して
いるとは言い切れないところがあります。ですから、はたして国の立法が全部、合理的か
どうかというと、それは裁判になって調べればいいんだという議論はありますが、それで
は現場が回らないと。国民が同時に市町村の住民であって都道府県の住民でありますので、
実は主権者である住民イコール国民が、立法機能を地方レベルで操作することができる、
その権限を与えることが、私は民主主義の在り方として合理的ではないかと思っています。
今の日本国憲法が、結局ジレンマといいますか、逡巡しながら地方自治の章を書いたと
いうのが歴史的には明らかであります。ですから、どちらかというと中央政府のコントロ
ールというものをつくりたい人たちと、それからマッカーサーがやってきてアメリカ型の
分権政治というものを導入しようとする人たちの間で、どちらかというと妥協的に書かれ
た条文であって、その中に法律の範囲内での条例しかできないという、地方自治法に至る
までの、一つの立法的な価値の上下関係ができてしまったのだと思います。
しかし、主権者が住民イコール国民であることに鑑みれば、イタリア型の制度設計とい
うことも十分可能であるし、これからの憲法の改正議論の中で、こうした法律と条例との
関係についても考えてみる必要があると思います。その矛盾が端的に表れたものが神奈川
県の税金の訴訟でありまして、神奈川県の法人課税の課題でありまして、結局、地方税法
の範囲内でしか課税自主権がないということにならざるを得なかった。今の租税法定主義
の限界が見えたところがあると思います。ですから、そういうところでやはり法源として、
地方自治体のほうに、国と対等、あるいは場合によっては優位という、そういう法的評価
を与えることは必要ではないかと思います。
＊参議院の地方代表化
地方代表化っていう言葉の使い方の問題があると思います。実は知事会もそうですけれ
ども、割と地方団体側には伝統的に、もっと国会で、あるいは内閣でいろいろな政策が出
されたり立法が出されたりしますが、地方の実情に合わないものがある。ですから、それ
に対して何らかのわれわれの権限が必要ではないかというときによくいわれるのは、ドイ
ツであれば第二院、上院が地方代表、州代表であると、ラント代表であると。あるいはフ
ランスでいえば、上院、これは間接選挙になりまして、地方議会代表が出ていくというよ
うな形などになっております。このようなことで、実は各国通じて、二院制のある場合に、
81

もちろん最高の権力を持ち得る衆議院のような所と合わせてもう一つ、それを修正する意
味、あるいは慎重審議を求める意味で、二院制の構成を再構成するほうがいいのではない
かというような議論が典型的にはあります。そういう意味で、地域代表だとか地方代表と
いう言葉遣いを知事会でもよく使ったりしています。
ただ、それが憲法上、はたしてどこまで表現する必要があるのかはまた別問題だと私は
思っています。ですから、43 条のところで実は議論がありましたが、知事の中にはそこに、
いや国民を代表する国会議員を選挙するというところを、地方を代表するというのを参議
院についてやらなきゃいけないんじゃないかという議論はあるんですが、私はどちらかと
いうと反対派のほうでありまして、そこは、国民代表は国民代表であって、ただ先ほど芦
田先生がおっしゃったように、イタリアの選挙の場合で言えば、これは、要はそこは、実
は選挙の仕方として、何々の選挙区として選出するということで実は十分である。国民代
表であるから、全国に対する責任を負うと。全国民の利益を代表するということで結構な
のですが、その際に、代表選出のプロセスとしては選挙区単位、これを都道府県単位でや
るということが担保されていれば、私は十分なのではないかなと思っています。
そういう意味で、樋口先生が仰るような、いわば半代表制、選挙区でそれぞれ議論され
て出てくるわけでありますが、その選挙区を代表するわけではなくて、国民全体を代表す
る国会として構成することは可能だと思います。ですから、地域代表や地方代表制という
言葉をあまりリジッドに考える必要はなくて、大切なのはデモクラシーが、皆さんから正
当性を与えられるように、やはり私どもの正当な意見代表のプロセスがあるかどうか、そ
ういう意味で、都道府県単位で今まで日本のデモクラシーが運営されてきたという、ユニ
ットとしての歴史がありますので、そのユニット体に選ぶということを担保するだけで、
私は十分なのではないだろうかと思っています。
わが国の主権在民の在り方というものを考える上で、それらの憲法論としては、私は、
参議院は国民代表で結構ではないかと思っておりまして、今、知事会の議論はどちらかと
いうとそちらに収斂をさせながら、最終的な憲法素案を作ろうとしております。
＊知事会の憲法草案の議論
この度の衆議院の総選挙で、憲法改正の議論に乗っかりましょうという党派が増えてお
ります。従いまして、必ずこれが俎上に上がる。そして、これから憲法改正の調査会など
で議論が進むであろうと思います。そのタイミングで、やはり地方自治に対して、分権に
対して責任を持ち、住民の意思というものを踏まえて私たちは憲法草案を提出しようと考
えております。
これまで木下先生はじめ多くの先生方にご指導いただきながら作ってきたものでありま
すけれども、できれば年末までにそうした草案をきちんとまとめて、早ければ、総理と直
接お話しする機会も、全国知事会では例えば 11 月末とかにあると思います。そういうと
きに、われわれとしてもまとまったものを作っておいたほうがいいのではないか。こんな
スケジュール感で今やっております。
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＊住民自治を充実
私どもとしては、やはり住民との対話の中で自治体というのは運営していかなければな
らないと思っていますし、それが一番やりやすいのは、人口が一番少ない鳥取県であろう
かと思います。ですから、私たち自身でもそういう実践活動をやろうと。県民参画基本条
例っていうのを作りまして、住民投票制度という非常に議会のハードルの高い条例であり
ましたけれども、そういう条例も通過させているわけでございます。これは、私ども都道
府県レベルはもちろんですけれども、市町村レベルはもっと今進んできていまして、実相
を見ていただければと思うのですけど、ここ 10 年ぐらいでの情報公開の進み具合とか、
あるいはそれぞれの地域におけるいろいろな議論を踏まえながら、例えば計画づくりをし
たり、それから学校運営をしたりいろいろと変わってきていまして、戦争直後のころから
だいぶ大きく隔たってきています。
住民自治が成熟してきている段階を迎えたと思います。
したがいまして、憲法改正の議論をするのであれば、住民自治ということ、住民イコール
国民が地方において主権を行使する。それは国といわば対等レベルになり得るわけであり
まして、根源が国民にありますので。そういうような制度設計を改めて考えるべきではな
いかなと思います。
ジェームズ・ブライズの有名な言葉で、
「地方自治は民主主義の学校である」ということ
をいいます。ただ、実はこれ省略されていまして、その後段があるんです。地方自治は民
主主義の学校であり、その裁量の保証人であるっていうのが付いているんです。ですから
地方自治をしっかりと国家の基軸の中で据えるということは、この国の国政、うまくいっ
ているかどうか、いろいろな評価があると思います。その国政を正し、きちんと住民の皆
さまが望んでいる、国民が望んでいる、地方行政も含めた政治の実相、行政の実相をつく
る上では、地方自治の価値というものをもう一度考えることが、民主主義の裁量の保証人
を育てることになり、そして、この国のデモクラシーを守り育てることになるのではない
かと考えております。
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【共通論題Ⅱ

憲法と地方自治～これからを構想する】

地方分権をめぐる憲法的課題とその処方箋
神戸大学大学院法学研究科准教授

木下

昌彦

本日の私の報告は、まず近年、全国知事会において議論されている地方自治にかかわる
日本国憲法改正に向けた動きを概観させていただいたうえで、私の考えている地方分権の
意義をご説明させていただくという二部構成で、お話しをさせていただきたいと思います。
地方自治にかかわる日本国憲法改正に向けた動き
まず、現在、様々なところで憲法改正の是非が論じられておりますが、特に全国知事会
が憲法改正を議論するようになった出発点には、二つの最高裁判決があるものと考えてい
ます。
第一は、平成 24 年の参議院議員定数不均衡事件判決（最大判平成 24 年 10 月 17 日民集
66 巻 10 号 3357 頁）であり、同判決は、議員定数不均衡の解消手段として、都道府県を各
選挙区の単位とする仕組みを改め、合区の導入を立法府に暗に求めるという判示を示しま
した。そして、その前提として、
「都道府県が参議院議員の選挙区の単位としなければなら
ないという憲法上の要請はな」いと明言しております。
第二は、平成 25 年の神奈川県臨時特例企業税事件判決（最判平成 25 年 3 月 21 日民集
67 巻 3 号 438 頁）であり、同判決では、神奈川県が導入した臨時特例企業税条例の規定が
地方税法と矛盾するとして違法無効とされました。この訴訟は、まさに国と地方の関係が
問題となった訴訟だったのですが、憲法 92 条における「地方自治の本旨」という概念が、
結局、最高裁の判断において法的にほとんど意味をもたないものでした。
このような判決がなされる中で、まさに合区対象となる県の知事であり、さらに、自治
省税務局税務企画官として神奈川県臨時特例企業税の案件にも関与された経験のある徳島
県の飯泉嘉門知事の主導のもと、平成 25 年 8 月に徳島県において『地方自治に関する憲
法課題研究会』が立ち上がりました。私は、熊本大学の原島良成先生（行政法）と共に、
同研究会が提案する憲法草案について、アドバイザーとして意見を申し上げるということ
をさせていただきました。その研究会が平成 26 年 1 月に出した報告書が目指す憲法改正
の方向性については、様々な要点がありますが、特に重要であるのは、「地方自治の本旨」
の明確化と参議院改革の二つを大きな課題としていることであったと言えます。これは、
前述の平成 24 年の最高裁判決と平成 25 年の最高裁判決を憲法改正によって乗り越えよう
としたものだと言えるかもしれません。
まず、地方自治の本旨の明確化という課題につきましては、これまで地方自治の本旨に
ついての伝統的な通説的理解といえば、いわゆる制度的保障説であったのですが、それに
対するアンチテーゼとして、明確に固有権説的発想を打ち出したというところが、研究会
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報告の一つ大きな点だったと思います。憲法学説としてはもちろん様々な理解や議論はあ
るわけですが、特に徳島県の研究会では、統治権は一旦すべて国民（住民）から国に委託
されたうえで、国がさらにそれを地方公共団体に委託するという構図ではなくて、国が果
たすべき統治については国に委託するんだけれども、同時に国民は住民として地方公共団
体に直接的、本来的に統治権を委託しているのだという、そういうパラダイムを提示しよ
うとしております。
もう一つの参議院改革ですが、これについては、参議院を地方の代表、都道府県代表と
して明確に位置付けるということが徳島県の研究会報告書の大きな方向性であったと言え
ます。
徳島県の研究会報告書が出される中で、平成 27 年の公職選挙法改正により合区が本格
的に導入されることになりましたが、そこで、再度、徳島県から全国知事会へと場所を移
してまた憲法改正に関する研究会が開催され、順次また報告書の提示がなされております。
徳島県、全国知事会において既に複数の報告書があるわけですが、地方自治の本旨の明
確化と参議院改革の二つについては、一貫して重要改革として位置づけられてきたものと
言えます。もっとも、参議院改革の在り方というのはかなり難しい問題ですので、特に全
国知事会の報告書では必ずしも憲法改正に拘るものではなく、それ以外の様々な方策が存
在するということも示す内容となっております。
地方分権の意義
私はこの一連の流れの中で、徳島県、あるいは全国知事会のアドバイザー等を務めさせ
ていただく機会に恵まれております。ただ、本日の報告というのは、研究会の意見を反映
したものではなくて、私個人の意見として、私が 2 年前に書かせていただいた「民主的実
験としての地方分権－現代社会における統治機構の新たな展望」、これから私が 2、3 年前
に『民主的実験主義としての地方分権』佐々木弘通・宍戸常寿編『現代社会と憲法学』
（弘
文堂，2015 年）という論文で書かせていただいた内容をもとに、地方自治の在り方につい
てお話しさせていただければと思います。この論文は、マイケル・ドーフとチャールズ・
サベルという二人のアメリカの法学者の共著論文である『民主的実験主義の憲法』をもと
に議論をしたものです。同論文は、1998 年に公表されて以降、多くの文献で引用されてい
る憲法学上重要な論文の一つです。
まず、なぜ民主的実験主義ということがいわれるようになったかということですが、そ
もそも統治がどうあるべきかということを考えた場合に、統治には担うべき二つの役割と
いうものがあるのだろうというふうに考えます。一つの役割は、熟議を実現するというこ
と。アウフヘーベンという言葉が流行語になったということですが、民主的な政治過程を
通じて、社会に存在する党派的な利益を止揚し、公共善を発見する。それが民主制国家に
おける統治の重要な役割であると言えます。もう一つは、社会における問題を解決してい
くという役割。現在、社会には様々な問題がありますが、これを解決するということが統
治には託されています。もっとも、近年、社会が加速度的に複雑化していくなかで、熟議
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よりも、社会的問題の効率的な解決ということに重点が置かれてきた、特に、専門的技術
的能力をもった官僚組織を通じた問題解決というのが重視されてきたというのが実際では
ないかと思います。
しかしながら、現代社会においては問題がさらに複雑化し、専門的、技術的能力を持っ
た官僚の組織でも十分な回答を見いだせないというのが現在の状況ではないかと思われま
す。その中で政治主導ということもいわれたわけですが、必ずしも政治主導それ自体は問
題を解決することに直結したわけではなく、むしろ、逆に党派的対立を深める結果になっ
てしまったという側面もないわけではありません。
そのような中で提案されたのが民主的実験主義と言うことになります。興味深いことに、
実は、この民主的実験主義というのは、日本の組織というのをモデルにして提案されたも
のでありました。垂直的統制モデルを基礎としたアメリカ型組織と水平的調整モデルを基
礎とした日本型組織が対峙されておりまして、アメリカ型企業組織は、20 世紀の初頭ぐら
いに確立したもので、トップが決めて、それを末端が実行するというのがその特徴である
と言えます。それに対して、トヨタに代表される日本組織というのは、実は現場を重視し
て、むしろ、現場の意見というものを上層部が採用していくというのをその特徴にしてい
ます。問題解決とか部門間の調整は上層部が直接行うのではなくて、現場同士の話し合い
の中で決めていくという側面があります。日本企業が採用した現場主義は、特に 20 世紀後
半、アメリカ企業を凌駕していくわけですが、そのような現場主義を統治機構においても
採用すべきであるという発想が民主的実験主義にはあります。私の理解では、さらにアメ
リカも、例えばシリコンバレーの会社等は、日本企業以上により分権的であり、それゆえ
に成功している側面もあると思います。
では肝心の日本の統治機構はどうなっているのかといいますと、霞が関ではまさに省庁
連邦主義というふうに言われおり、非常に分権的で現場主義的だと思いますが、国と地方
の関係というのはまさにアメリカ型の垂直的モデルということで、現場主義と言われてき
た日本企業や個々の省庁の組織モデルとは違った構造になっているというふうに思います。
現場主義の水平的調整モデルのメリットというのは、先ほど平井知事からもご紹介され
ましたように、何か一つ、現場で、いい有効な政策を行われ、それが成功すれば全国に広
まっていく。他方で、一つ失敗しても、その失敗はその場所にとどまるということを挙げ
ることができます。他方で、垂直的統制モデルというのは、成功すればみんな成功するか
もしれないけれども、その成功する政策というものがなかなか出てこないし、仮に失敗し
たらみんな失敗するというような弱点を抱えています。現代社会は極めて複雑ですので、
誰か 1 人、あるいは一部の部門が完全に将来を予測して完全な制度設計を行うというのは
難しい。
今のような、複雑で、さらに多様性のある時代においては、勇気のある自治体という表
現を使われますけれども、勇気のある自治体がまず率先して実験をして、それを、成功す
れば他の自治体に普及していくというようなモデルが必要なのではないか、そのように実
験を各自治体が行えるような国家統治の構造を変えていく必要があるのではないかと考え
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るわけです。
そこで、確かに地方自治法の改正ということでも当然そのような制度設計というのはあ
り得るわけですが、それが遅々として進まない中で、基本的な構造を変換していく必要が
あるということも言えるかと思います。
その中で、日本国憲法第 8 章を問い直すことの意味ということを考えました場合に、そ
もそも日本国憲法第 8 章は不明確というふうに言われておりますけれども、それはある意
味、必然的な部分もあります。憲法制定会議でもさまざまな議論がありましたが、日本は
分権的な社会に行くのか、それとも中央集権的な社会に行くのか、制定当時としてはやは
り決められなかったという側面がかなり強かったというのが実際です。そこで、玉虫色と
言いますか、私の見方では、将来への宿題として後世に託したものというのが憲法第 8 章
であると言えます。
また、日本は今でも 1 億人を超える国ですが、政治学者のダールが、日本というのはあ
る意味、実験的な国で、1 億人を超える国で中央集権かつ民主主義で成功させている国と
いうのはなく、日本において民主主義が成功するかは実験的試みであるというようなこと
を書いていますけれども、逆に言うと、そういう国は日本以外にはあまりなくて、むしろ、
やはり安定した民主主義を実現していくためにはある程度、分権が必要なのではないかと
いうふうに考えるわけです。
また、今、憲法改正においてはさまざまな議論があるわけですが、例えば現在議論され
ている自衛隊の明文化や緊急事態条項といったものは国家の裁量を現在の憲法以上に拡大
しようという側面があることは否定できない事実かと思います。それは、これまで憲法で
縛っていたところを、憲法ではなくて民主的な統制に服させるというのが基本的な方向性
だと思います。そのように、やはり憲法ではなくて国民が決めるということにするのであ
れば、当然、成熟した民主主義というものが求められてくるのは必然であろうかと思いま
す。その意味では、仮に自衛隊の明文化や緊急事態条項といった、民主主義にむしろ負荷
のかかるような改正をするのであれば、その土台である民主主義を鍛えていく必要がある
と考えます。むしろ、民主主義の学校と言われてきた地方自治の問題を抜きにして、民主
的統制にのみ頼る憲法改正を実施することは、危ういものと考えております。
＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊イタリアの国と地方の制度
イタリア憲法について私は全く素人同然ですが、ロバート・パットナムという政治学者
がイタリアの分権を素材にした研究を行っており、それは日本の分権を考えるうえでも、
一つの参考になるのではないかと考えております。
イタリアは北部と南部で、歴史的に政治体制に大きな違いがあり、北部については共和
制、あるいは分権的な統治が伝統的に行われる一方、南部については、シチリア王国の支
配による中央集権的な制度が歴史的に続いておりました。すなわち、北部については民主
主義の伝統が歴史的に古くからあるのに対して、南部については民主主義の伝統があまり
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ないという状況があったわけです。そのような民主主義の伝統、民主主義のソーシャルキ
ャピタルというようなものに大きな差があるなかで分権化した結果、何がおこったかとい
うと、民主主義の伝統のある北部については比較的うまく各州の統治が回っているが、南
部については結局、財政破綻等が発生し、失敗したりするところが多くなってしまった。
パットナムは、分権については歴史的に形成されてきたソーシャルキャピタルが必要だと
いうことをこのようなイタリアの経験から論じています。
では、日本ではどうなのかっていうことです。一方では、日本は中央集権でやってきた
のだから、イタリアの南部と同じくソーシャルキャピタルはないという見方があります。
その見方は日本の分権を否定する方向性を指向することになると思います。ただ、本当に
日本の伝統は中央集権だったのか。これはまさに日本国憲法の制定会議でも議論になった
のですが、確かに明治時代以降は、中央集権だけれども、それより前の江戸幕府の時代は、
非常に分権的な国家だった。例えば、堺などのように非常に分権的政治を自律的に行って
きた例もあるわけです。日本の伝統がイタリアの北部に近いか南部に近いかっていうのは
分からないですが、そのようなソーシャルキャピタルという観点から考えていくのも面白
いかもしれません。
＊住民自治と熟議
私が論文で触れさせていただいた例で言いますと、同性婚は、国レベルの法律では認め
られておりませんが、渋谷区等で、パートナーシップ条例を制定して、区がパートナーと
しての関係を証明し、証書を与えるという試みがあったと思います。渋谷区では同制度の
導入をめぐって様々に議論がなされ、また、同じくそのような条例の制定を試みた自治体
でも議論が浮上しました。そういった、区とか市町村とかで何か政策を実行するというと
きには、それ自体が熟議の契機となるのではないかと考えております。
＊地方の国の立法への関与
私としては、特に本日、斎藤先生のお話にも少し出ました憲法 95 条なのですが、95 条
における『一の地方公共団体のみに適用される特別法』という文言を多くの国民が読めば、
普通は、島根県や鳥取県のように、特定の地方公共団体の区域に適用される法律は全部こ
の条文の対象になるものと考えると思われます。しかし、政府や国会は、95 条を区域とし
ての地方公共団体に適用されるものとは解釈しておらず、実は、団体・法人としての地方
公共団体を単位として適用される条文であると解釈しているわけです。ですから、95 条は
そもそも地方公共団体の組織を規律した法律にしか適用がない。そのような解釈というの
は国民の直感的な読み方と齟齬があるのは事実であり、憲法改正の一つの対象になりうる
ものと思います。
もっとも、これは本当にパンドラの箱的なところがありまして、例えば沖縄県の区域に
のみ適用される特別法はたくさんありますが、特定の地方公共団体の区域にのみ適用され
る法律にも 95 条の適用がありますと、そのような法律にすべて住民投票の必要があると
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いうことになります。
いずれにせよ、95 条についての政府の今の解釈は適切であるのかということは、今後も
っと議論がなされてもいいと考えます。
＊道州制
道州制についてはもちろんさまざまな議論があるわけですが、やはり現代、例えば自民
党が提案している道州制案ですと、完全に道州制イコール分権というわけでは必ずしもな
くて、特に市町村合併が当然含まれていると考えられます。さらに都道府県の権限という
ものが、道州に吸収されるという側面もあると思います。
特に道州制が唱えられた背景には、規模の経済を通じた経済的効率性の実現というもの
がありますが、私の民主的実験主義の考え方から言いますと、組織の規模が大きくなれば
確かに規模の経済が実現できるかもしれませんが、一方で、中央集権的傾向が進行すれば、
その分、多様性が失われていくっていう側面があると考えております。
道州制については、具体的にどういう制度設計にするのかにもよりますけれども、実際
に今の都道府県を道州が解消していくということですと、その意味では多元性が失われて
いく側面がありますので、そこでは多様性が生み出す価値というものも併せて考えていく
必要があるのではないかと思います。
＊補完性の原則
補完性の原則については、憲法学者の中でも、日本国憲法の実情を考えると、例えば地
方自治の本旨の原理の一つに位置付けることについては反対論が強くて、例えば実際に今、
自治体消滅と言われておりますけれども、自治体が身近な行政を全部担えるのかというこ
とについてはさまざまな疑問が提示されております。
ただ、私自身、補完性の原則自体についてはまだまだ勉強しなければならないと考えて
おりますが、補完性の原則だからということで、すべての自治体が一様にすべてをパッケ
ージにして全部一律のことをしなければいけないわけではなくて、できる自治体はここま
でするし、できない自治体についてはまさに補完として都道府県が担うなり、近くの自治
体が協力して手助けするなりという、多様なあり方があると考えております。
もし自治体が担うべき役割について多様な制度設計というものが用意されてくるので
あれば、補完性の原則を日本でも実施できる可能性があるのではないかというふうに思っ
ております。
＊住民自治の充実
一言で言うのはかなり難しいのですが、やはり熟議といっても完全に住民だけでできる
わけではなくて、例えばアメリカのタウンミーティングの場合、法律の専門家がアドバイ
ザーとして付いていたりします。
そのような熟議をするためのインフラというものが当然必要で、例えば今の市町村議会
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には、法律のアドバイザーのようなインフラがどこまであるのかということも課題となろ
うかと思います。また、住民自治だから霞が関のような官僚組織は必要ないというわけで
はなくて、熟議を助けるという役割はむしろ必要になってくるのではないかと思います。
例えば、どこの自治体が何をやって、どのような成果を挙げているかという資料は熟議
を実行するうえでも必要になるのであって、そのような資料を作成し、各自治体が利用で
きるようにするというのも国の官僚組織の重要な役割になると考えています。逆に、熟議
のためのインフラというものを進めていかなければ、権限だけが与えられても絵に描いた
餅になる可能性は十分あるのではないかと思います。
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【共通論題Ⅱ

憲法と地方自治～これからを構想する】

広域団体における間接公選論の系譜と課題
東京大学大学院法学政治学研究科教授

斎藤

誠

はじめに
斎藤です。よろしくお願いいたします。簡単なレジュメ（後掲）を用意しましたので、
それに概ね沿ってお話しします。広域団体における間接公選制の系譜と課題というテーマ
を掲げましたが、地方自治に関する憲法上の課題について、私は今年 4 月２０日の衆議院
憲法調査会で概括的なことを述べましたので、今回は焦点を絞って、二元代表制、つまり
議会と長が二つ別々に組織編成されて、それぞれが直接公選であるという、現行制度をあ
まねく自治体一切に及ぼしたまま、今後もそれを続けるのですか、という問題提起をした
い。
特に「多様性」ということが、社会の様々な面で求められているところにおいて、地方
自治に関しても、今後は多様性が重要だということは色々なところで強調されている。し
かし他方で、憲法 93 条は、長と議会の直接公選を、非常にリジッドに定めている。その折
り合いをどう図っていくのか。
そして、ここでは、歴史を遡って二元代表制以外の制度や発想を探してみるのですが、
歴史を遡るというと、それは共通論題Ⅱではなくて、共通論題Ⅰのテーマではないかと思
われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、一方では、憲法 93 条が直接公選につき
固い定め方をしていて、他方で、広域団体については長と議会を別々に構成して、対峙型、
対立型として形成するという伝統が、憲法以前から強固にあった。政治学の言葉で言うと
経路依存性 path dependency というのでしょうか、それが、広域団体における二元代表制
に非常に強く働いている。そこで、いったいなぜそうなったのか、それ以外の可能性や萌
芽が、歴史の中に見出せないのか、という観点から見てみることにも一定の意義があるの
ではないかと考えます。
府県会の登場と官選知事
先ほども平井知事から、府県が非常に長い伝統を持っていて、様々な決定についての単
位になっているというお話がありましたが、レジュメの 1.で、府県会自体が登場したのは
明治 11 年、そこで府県会という、制限選挙による民主的正統性を持つ組織がつくられた。
少なくとも税の取り方とその使い方については府県会の議決事項になって、民主的に決め
ることになった。明治政府が、この時点で、この仕組みを入れざるを得なくなった。
いわば代表なくして課税なしという国民各層からの要求に、まずは地方レベルで対応し
たというのが府県会制度になります。
それでは、知事の方はどうだったかというと、知事は中央政府が任命していた。そして、
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より本格的な、広域レベルでの地方制度が形成されたのは、レジュメ 2.の、明治 23 年の
府県制です。ところがその府県制を構想した当初は、レジュメに 25 条の内閣原案を掲げ
ましたが、府県会の議長に知事をもって当てるという案になっていた。知事は官選知事の
ままですが、議長は知事が兼ねる。この案ですと、いわば融合型の性質を一部持つことに
なる。府県制・市制町村制の「設計総責任者」であった山縣有朋は非常にこれにこだわっ
て、貫徹しようとした。ところが、伊藤博文の幕僚たちから強い反対が出て、結果的には
成立した 19 条は、レジュメで掲げていますように、議長はやはり従来どおり議員から選
んで、長は議会と対峙するという形になりました。なぜそうなったのかについては、最終
段階で伊藤が調整と裁定をしたということは、居石正和教授の研究によってわかっていた
のですが、伊藤はどういう理由で、知事が議長になったら駄目だと考えたのか。
実は、北垣国道という当時の有力な地方官の日記に、ぽろっと伊藤が本音らしきものを
語っているところがある。レジュメに抜粋しましたが、これは、決着をつけた後での談話
です。一言で言うと、山縣は、ドイツのグナイストの講義にかぶれて、知事が議長を兼ね
るのがいいのだというが、ドイツにはドイツの慣習や事情があり、日本では、明治 11 年以
来、
議会は議会として長は長として、
「互いに権限を侵さず権衡を取る」慣行でやっている。
いわば分離型の権力分立でやってきたのだから、それを続けるべきだ、というのが伊藤の
見解です。
しかし、知事＝議長案についての山縣の見解を次に挙げましたが、山縣も、単純に横の
ものを縦にしようとしただけではなくて、人材の比較などプロイセンとの実務の比較や日
本の経験もふまえて、長が議長を兼ねることで、あえて言えば、長の優位の下で議会操縦
を図っていこうと考えていたようでもあります。
知事間接公選制論の伏流
しかし、結論的には、広域団体において長・議会対峙型の制度が採用され、時代が進ん
で、レジュメ 3.の大正デモクラシー期になりますと、官選知事に代えて、知事も公選にす
べきだという議論が出てきます。さて、そこで念頭に置かれていたのは直接公選だったの
か。田中義一内閣のときに検討された知事公選論は、政策としてはあまり熟度が高いもの
ではありませんで、あえて言えばとって付けたような知事公選論だった。政治史研究者の
中には、田中内閣期の分権論や知事公選論は、理念なき政策が実現を見なかった一つの例
だという厳しい評価をしている方もいて、私も同感するところはあります。ただし、そこ
で検討対象になったのは直接公選制だけではなかった。レジュメに内務省地方局長が審議
会の幹事会に出した資料を挙げましたが、そこでは間接公選にすれば、
「府県に於ける意思
機関と執行期間との確執を少なからしむる」こともできる、といった論点整理もなされて
いました。
その後、知事公選制は、間接公選であれ直接公選であれ、日本では内発的には導入され
ることはなく、占領下でやっと直接公選制が実現した。ＧＨＱ側では、先ほども少し話が
出ましたように、知事職を直接公選にするのが政治の民主化の第 1 目標のようになってい
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ましたから、これがマッカーサー草案を経て憲法に書き込まれた。しかし、子細に見てみ
ますと、レジュメ３.の最初の下線部にあるように、GHQ 側も、例えば市民による投票を
まず行って、候補者がそれぞれある程度の票は得たけども法定投票に満たなかった場合に
は、上位得票者について、府県会議員がさらに選挙するという知事選挙制度であれば、GHQ
草案の下でも合憲だという見解が示されたこともありました。
憲法制定後は、広域団体については直接公選かつ対峙型で制度や議論のぶれが全くなか
ったのかといいますと、他の検討がなされた若干の痕跡はあります。占領下で、市町村警
察が GHQ の指示の下で導入されましたが、それを都道府県警察に戻すことになった。そ
のときに中央政府の側では、警察制度が都道府県に属することになると、県が国の行政に
より接近するので、知事公選を維持するのかどうか、という検討がなされた形跡はある。
それに対応して、レジュメ３.の２つめの下線部ですが、都道府県議長会の側でも、都道府
県警察復活を機に、制度がより中央集権的になっていくのは困るので、知事公選制を維持
すべしということを議長会で議決し、その中ではやはり、議会による間接選挙という議論
もなされていた様子が窺えます。
広域団体における議会・長関係の今後
もっとも、その後は、議会・長対峙型、双方直接公選という制度がずっと安定的に運用
されてきました。その下では、長の側への権限・権力の集中、議会とのアンバランスとい
う問題にも、次第に焦点が当てられていきます。しかし、制度的安定の下で、国の側の審
議会では、県域を超えた団体を構想する場合も含めて、この問題には、長の多選制限とい
う形で対応すべきだという方向性の議論が、時折に浮上します。第 28 次地制調の、道州制
に関する答申においても、議会・長双方の直接公選制は、道州においても維持するけれど
も、例えば道州の議会選挙は比例選挙にして、なおかつ長の多選は制限するという内容に
なっています。他方で、議会の選挙制が理想的なものとして妥当しているかというと全然
そういうことはないので、あまり社会の注目は浴びませんが、その後、議会選挙制度の改
革という課題も検討の対象になってきています。
レジュメの４.で一つ紹介していますのは、総務省の「地方議会・議員に関する研究会報
告書」の抜粋でして、そこでは、先ほどもキーワードとして出てきました、制限連記制に
ついての検討を行っています。例えば大都市において、何十人もいる候補者の中から 1 名
を選ぶという現行制度では、実効的な選挙にならないので、せめてそこを制限連記にすべ
きではないかという議論があり、私もそれには賛成です。ただし、研究会での制度設計論
も、その大前提は二元代表制になっています。二元代表制の下での議会選挙では、必ずし
も多数派を形成しなくてもよいので、多様な意見が反映する制度にすればよい、とありま
す。確かに、多種多様な意見をくみ取ること、それには個人が複数の意見を持つことも含
むと考えれば、制限連記制は、それを反映させる手段になります。
しかし、道州制や府県の連合といった県域を超える団体を考える場合には、そこを一歩
越えて、例えば、議会については比例代表にして、意見の多様性を確保しつつ、長の側も、
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議会における多様な意見の擦り合わせの中から間接公選という形で出てくるという可能性
も模索すべきではないか。これは、先ほども少し話が出ていますが、最近とみに強まって
いる、劇場型といいましょうか、つまり、選挙で、これが民意だ、敵か味方か黒白をつけ
るのだ、ということで一方のほうへ極端に振れて、分断をあおるという動向を憂うるから
でもあります。
戦前の帝国議会では、二大政党制の下で、院外の民意の高揚を反映して、院内でも対立
が激化し、乱闘も多発して、結局、議会民主制の根元を掘り崩してしまったという苦い経
験もあります。そういうことも教訓にすると、多様な意見の尊重と熟議という面で、超県
域団体では、議会を比例代表制に、そして長を間接公選にするという選択肢も念頭に置く
べきではないかと考える次第です。

＜司会者の質問に答えて＞
＊イタリアの国と地方の関係
今までよくあった議論ですと、連邦制か単一国家かということで、単一国家である以上
こうだとか、それは連邦制だからできるんでしょ、という手詰まりの話が結構多かったと
考えます。今日の芦田さんのイタリアの報告を伺うと、そういう、1 か 0 かではない制度
や発想があるということがよく分かります。もちろん、それぞれ政治的・社会的な背景と
か、あるいはその国の社会の仕組みにおいて、国や地方公共団体という公共セクターの占
める位置も勘案しなければなりませんが、やはり今後の選挙制度を考えるに当たって、比
較の対象として参考になるのではないかと感じました。
＊参議院の地方代表化
（地方自治の観点から）
言葉の問題として捉えると、地方代表か全国民の代表かということについては、先ほど
の平井知事の意見と同様の感覚を持ちますが、実質論についてコメントしますと、まず、
最高裁は今回、平成 27 年改正に一定の評価を加えて、多くの選挙区で、選挙区が都道府県
単位になっていても、合憲の結論は左右されないとして、今回はまあこれでいいよ、とい
った感があります。
司法の暫定的な政治判断、司法裁量的なイメージがあって、なぜなら、これまでの、参
議院についても投票価値の平等を強調して、都道府県単位の地方代表的位置づけは評価し
ないという判断動向との整合的がはっきりしない。判例変更をしているわけでもない。そ
うすると、今後、当面の対応の評価ではなくて、投票価値の平等が前面に出ると、具体的
判断は変わってくる可能性もある。安定的な制度を構築するためには、憲法上の地方自治
の地位を高めて、それと連動させるような形で参議院の性格を考えることは必要だと考え
ます。
（国の統治機構の観点から）
地方側から考えるのと国側から考えるというのは裏腹で、
「国制」としては、一体的に見
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て憲法上の諸規定が適切かどうかも考えざるを得ない面はあると思います。参議院につい
て、正面から地方代表だということで位置づけるのであれば、一方では地方自治体の憲法
上の地位・権限というのをもっと明確にする必要がある。そこで明確化された権限につい
て、例えば地方代表としての参議院が国の立法に拒否権を持つということで両面が連結す
る。それは、連邦制的なモデルに近い面がある。ただし、その場合に、先ほど木下さんが
おっしゃったように、現在の参議院が、衆議院の優越という仕組みはありつつも、衆議院
と対等的に持っている権限をそのまま保持すべきかどうか、という制度論の問題は生ずる
でしょう。
他方で、やはり考えなければならないのは、国の統治システムを全体として捉えて、国・
地方のインタラクションが適正になっているかというと、現在は、地方の側の国政への意
見反映ルートは非常に限られている。法律レベルであれ、実務レベルであれそうなので、
地方からの声を反映させる恒常的な組織がないと、地方自治の保障が弱くなるだけでなく、
全体の統治システムとしてもバランスが悪い。
地方自治の本旨の具体化という論点があって、もう少し具体的に憲法に書き込めば保障
が充実するのではないかという議論がなされますが、もちろん、ある程度は意義があると
考えます。具体化によって、例えば裁判において、楽観的かもしれませんが、現在よりは、
自治保障規定が援用されて、新しい判断が形成されるのではないか。しかし、それだけで
はやはり、日常的な立法活動に対する保障としては不十分ですから、地方代表的な性格を
持った国の立法機関によって、保障システムを充実させることも考える価値があるでしょ
う。
＊自治体の二元代表制
まず、現行制度をどう見るかについても、市町村と都道府県とでは問題状況が異なりま
す。市町村については、小規模団体で、地方議員自体の選出が困難になっている。大川村
で、それに代えて住民総会は可能かという問題提起がなされました。見方を変えれば、果
たして、今のようにフルセットで、
「長と議会双方が直接公選の対峙型」という、重装備の
組織をどこでも持たなければならないのか。市町村についても、選挙制度および二元代表
制による組織編成について再考する必要はある。
都道府県の方は、都道府県という単位が、社会の様々な面で定着している。それから、
先ほど少し報告をはしょってしまったので分かりにくかったかもしれませんが、府県では
明治以来、対峙型、相互独立型の、長・議会関係があって、戦後は両方ともに直接公選に
なった。この仕組みが 70 年間運用されていますから、二元代表制を見直すという視点は、
現場感覚からは出てこないかもしれません。
そこで、都道府県における改革として、現行制度をベースに地道に考えるのであれば、
議会の選挙制度を改革することがより現実的かもしれません。地方議会・議員に関する研
究会報告書においても、従来からあった議論の延長線上で、都道府県については、県全域
の比例代表選挙にすべきではないかというトーンがかなり出ています。ただし、やはり、
95

県の中の地域ごとの代表という性格も必要だという指摘もなされています。国レベルにお
ける参議院の議論ともかぶる面があります。県議会議員は、県内での地域代表的な性格も
持つべきか。
私自身は、参議院の議論とは異なり、県は広域の計画や施策の実施に徹するべきだとす
れば、県議会もまたそうなので、全域の比例代表選挙にするというのが明確だと考えます。
政令市からの選出議員が過大代表だという年来の問題も、全県比例代表制の下でなら、政
令市における票を多く獲得した政党や議員も、全県のことを審議し議決するために選出さ
れているという構図になって、市町村との役割分担も明確になると考えます。
＊地方の国の立法への関与・参加
この点については、キーワードとしては「自治体の国政参加権」ということで、従来議
論にある程度の蓄積はあり、実際に動いている仕組みとしては、国と地方の協議の場があ
り、最近はあまり華々しくはありませんが、法律上は、地方六団体の意見具申権もありま
す。いずれにせよ、現在は、法律レベルの制度と、行政の運用・慣行が関与・参加の主な
ものです。
ですから、参議院地方代表化の議論はちょっと横に置いとくとしても、法律レベルや行
政実務上の参加を、憲法上のものに、いわば格上げをして、自治保障の充実を図るという
ことが考えられます。そうすると、例えば内閣提出法案だけでなく、議員立法に対しても
自治体の意見反映を求めることがオーソライズされる。
この点に関しては、衆議院憲法審査会で私が口述した際に、強化の支えとして、立法に
対する地方の側の意見の反映ということについては、すでに憲法 95 条の地方特別法に関
する住民投票がある。この条文は、住民投票が必要な法律についての国の行政解釈が非常
に固く、狭いものですから、現在ほとんど空文化していますが、95 条と同方向で考えられ
るということを申しました。それに対しては、95 条は、地方自治体の参加権ではなくて、
住民の投票権ではないか、これを基に自治体の強い参加権を構想するのはいかがかという
趣旨のご意見もありました。
しかし、地方自治の保障の下で、住民自治・団体自治をトータルで考えれば、憲法 95 条
であれ、自治体の連合体の国政参加権であれ、大くくりにすることもできるので、95 条の
存在はやはり、自治体の国政参加を憲法上明文で位置付ける、あるいは憲法上すでに類似
の発想からなる規定があることを前提に議論できる、その手掛かりにはなると、相変わら
ず考えています。
＊道州制
道州制について手短にまとめるのは難しいと思いますけれど、私が考えるポイントの一
つは、各地にミニ霞が関を作るような道州制には私は反対で、木下さんもさっきちょっと
おっしゃいましたけれど、現在の市町村や都道府県にとって、そのような道州は足かせに
なるだけです。
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他方で、基礎的自治体中心主義ということを、国の立法・行政実務はずっと進めてきて
いますから、都道府県の役割がだんだんと変化してきて、この傾向は続くでしょう。そう
すると、現在の都道府県よりも広域のレベルでものごとを考えたほうがいいことも増えて
くる。例えば広域での環境保全とか再生エネルギーの促進について、どこで将来を見据え
てデザインするのか。
道路や河川の保全といった事業についても、基礎的自治体中心主義だからといって、す
べてが市町村の事務になるわけではないでしょう。より広域的な対応が必要になる事業に
ついて言えば、散々議論がなされてきたところですけれども、国の出先機関、これは災害
時対応など、大きな役割を担ってきたのは確かですが、一点はっきりしているのは、国の
地方出先機関に対しては、地域住民の民主的な意見の反映とか、自治体によるコントロー
ルという仕組み、メカニズムは働かない。そこで、国の地方出先機関よりは、自治体とし
ての道州が県域を超えた事務業務を担う方が良い面はある。
そうすると、都道府県の役割が変化するなかで、県域を超えた計画や現場の事務事業を
担う自治体について考える必要はありますが、その組織のあり方として、現在の地方議会、
そして現在の直接公選の知事と同じように、二元代表的に考えていいのでしょうか、とい
うのが私の素朴な問題意識です。
＊補完性の原則
先程の私の報告で使った表現で言えば、補完性の原理という概念には、ヨーロッパ固有
の経路依存性があって、その歴史や思想の負荷を背負っている。それをきちんと理解した
上で、日本に入れるというのは果たしてどういうことなのかをじっくり議論する必要があ
る。ところが、その表層部分だけ受け入れて、日本の現在の論調とそれが接合すると、例
えば、国にはお金がないんだから、個人や自治体の自己責任でやってください、個人、家
族でいろいろ大変なことがあっても、それはまず自助でやってください、自己責任です、
足らざるところは共助でやりましょう、というような議論になってしまう。現在の日本社
会の良くない動向と結び付いてしまうので、補完性原則というものを安易に憲法原則とし
て輸入することには私は反対です。
むしろ、自治法の 2 条 11 項において、法律レベルで規定された立法原則、つまり地方
自治の本旨とあわせて国・地方の役割分担も国の立法はふまえなければならない、という
ことを、憲法レベルで規定することに、国の方の、いらざる口出しを防ぐ意味はあると考
えます。もちろん、これも繰り返しになりますが、役割分担について憲法規定にしたとし
ても、自治体側の国政参加手続・組織とか、地方自治の裁判的保護という、それを支える
規定もないと、画餅になってしまうおそれが十分にありますから、そちらもセットで考え
る必要があります。
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＜レジュメ＞
はじめに
地方自治の法的考察、なかんずく地方議会を対象としたそれが、行政法論・行政法学の
枠に納まりきらないことは縷々指摘されてきた。しかし、議会と長の関係など、自治体の
組織編成の問題は、行政法学が得意としてきた、自治体の対住民の作用にも大きな影響を
与える。
にもかかわらず、当該分野の研究は、選挙制度に関するものも含めて、行政法学、ひい
ては公法学において盛んであるとはいえない。
ここでは、二元代表制、特に、広域団体における分離・対峙型の長と議会について、他
のあり方の可能性を、歴史を遡りつつ模索する。
１．府県会の登場と官選知事
府県会規則
第1条

府県会は、地方税を以て支辨すべき経費の予算及び其徴収方法を議定す

第 11 条

議長副議長は、議員中より公選し、府知事県令此を認可し内務卿に報告すべし

議長副議長及び議員は、俸給なし。但会期中滞在日当及び往復旅費を給す其額は、
会議の議決を以て此を定む
府県官職制
府

知事

一人

県

令

一人

第1

府知事県令は、部内の行政事務を総理し、法律及政府の命令を執行することを掌

る
第 2

府知事県令は、内務卿の監督に属すと雖も、各省主任の事務に就ては各省卿の指

揮を受く
第 6

府知事県令は、地方税を徴収して部内の支費に充つるを得。而して其予算決算を

具へて内務卿大蔵卿に報告するを要す。其府会県会ある地方は之を会議に付すべし
第 10

府知事県令は、府会県会を招集し及び其会議を中止することを得

第 11

府知事県令は、議案を発して府会県会に付し、決議の後之を認可或は認可せざる

ことを得
明治 11（1878）年、いわゆる「三新法」の一つ「府県会規則」によって、政府は、府県
レベルで地方税について審議する正規の代表機関として「府県会」を創設した。府県会議
員は男子制限選挙により選出され、選挙権者・被選挙権者の範囲は、極めて限定されたも
のではあった。しかし、国レベルに先行して公選議会の設置された所以は、国民各層にお
ける「公議輿論」の場の創設要求（既に、自生的な「民会」が各地に存在していた）への
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対応の一環であり、当該要求の中核は、地租等税負担の問題であった－「代表なくして課
税なし」は、やはり近代民主制の形成にとっての指標である。
政府は、逐次の法改正－知事への再議権の付与、府県会の議決権の制限、会期の限定な
ど－によって、知事の優位を確保し、そしてまた、中央における民権・民選議会論との連
動を遮断すべく、府県会の「制御の厳重を期」すことになった。
議会と知事の法的関係としては、知事は議会の外にあり、議長は議員から選出された（府
県会規則 11 条）。同じ三新法体制のもとで、区長が区会の議長になり、戸長が町村会の議
長になった（明治 17 年改正区町村会法 11 条）ことと対照的である。
２．府県制制定時の議会と知事－議長職をめぐって
府県制 25 条（
「内閣原案」）府県会は府県知事を以て議長と為す（以下略）
同 19 条(成立したもの)

府県会は改選後の初会に於て議長及び副議長各一名を互選す

べし。其の任期は議員の任期に従う（以下略）
「[伊藤]伯、府県制、府県知事を府県会議長と為すの不可を山県[有朋]伯に論じたる理由
を話す。其概略に云。独の「グナイスト」は独逸連邦府県の長をして其議長を兼ねしむる
の理由を講ず。山県は之を採て我国の法とせんと欲すれども甚だ誤れり。独逸は自ら其慣
習と又事情とに由て府県長官をして会議長たらしむるの制を定めたる者なり。然るを今我
国明治十一年以来十二年間、既に議長は議員中より選み、行政と議会の区域を明にし、互
に権限を犯さず其権衡を取るの習慣を殊に作為しながら、今事情も問わず慣習をも取らず、
只管に「グナイスト」の講義に由て其の制を定めんとするは甚しき誤謬なり。」－塵海研
究会編『北垣国道日記「塵海」』2010 年、３１９頁。
「今孛国［プロイセン］の実況を視察するに当り、益前説［知事・郡長＝議長説］に依
るの勝れるを確信す。孛国に於ては、地方の議員又は参事会員中には現に枢要の職を務め
又は曽て相当の行政官たりし者往々之れあるを以て、地方官は此人等の力に依頼し得べき
も、本邦今日の進度に於ては、斯る慣習なきを以て已を得ず其組織上官の勢力を保たざる
を得ざるなり。」－明治 22 年 5 月 22 日付けの芳川顕正内務次官あて山県書簡（居石正和
『府県制成立過程の研究』2010 年、268 頁以下より引用）。
山県は、（彼此の実地比較も踏まえて）知事による議会の制御、ひいては行政の優位を
指向しており、伊藤及びその幕僚との間には、現状認識と具体的手法の違いがあるにとど
まるようにも見える。
しかしなお、府県会規則以来の「行政と議会の区域を明にし、互に権限を犯さず其権衡
を取るの習慣」を指摘する伊藤の言は、広域団体における議会・首長分離・対峙型の権力
分立制の形成という観点から、注目に値する。
３．知事間接公選論の伏流－戦前と戦後の間
かくして、府県制の下でも、議長＝議員選出制が存続した。「公民」代表たる議会と官
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選知事が対峙する制度は、政党内閣期に入っても引き継がれ、戦時期をも通貫し、戦後に
なって、占領下で知事直接公選制がはじめて導入された。しかし、制度構想としては、一
方で、戦前においても、大正デモクラシーを経て、知事公選論が登場しており、そこでは
間接公選制も提示されていた。他方で、知事直接公選制しか選択肢がなかったかのように
見える戦後期においても、間接公選制の微音を聞き取ることができる。
1） 行政制度審議会幹事会資料(1926 年)「府県知事公選論ノ可否」
(内務省地方行政局長）
「可トスル理由」中における間接公選への言及。
「一

府県自治の執行機関を府県民の公選（直接選挙たると間接選挙たるとを問わず）

とするは、人民自治の思想に合致す」
「七

知事公選の方法として、府県会に於て之を選挙するの制度を採るときは、府県に

於ける意思機関と執行機関との確執を少からしむることを得べし」
（黒澤良『内務省の政治史』2013 年、49 頁から引用）。
2）占領下での直接公選制の採用
連合軍総司令部（ＧＨＱ）は、戦前・戦時期における日本の地方行政の実態を、
「封建的」
かつ「中央集権的」なものと捉え、その分権化を日本全体の民主化にとっての重要政策と
して位置づけていたから、知事公選制は、
「内務省支配」からの転換という意義においても、
分権化・民主化の中心に据えられていた。
「…現在の日本の統治は、極端な中央集権制をとっている｡中央政府は、警察組織をすみ
ずみまで支配する内務省を通じ、国民一人一人の日常生活を支配しているというのが、実
情である。…(中略)…占領目的の達成のためには、地方に責任を分与することを促進し、
地方選挙を行い、地方の諸機関中存続を許さるべきものは何かを定め、かつ封建的傾向を
修正し民主的傾向を強化するような変更を支援することが、必要である…（中略）…［提
案ｂ（2）
（ｂ）
］都道府県知事、市町村長、税務事務所長、収入役などの主要な行政官を公
選とすること」－「レポート・日本の憲法についての準備的研究と提案（ラウェル覚書）
（抄）」
『史料日本の地方自治 2』171 頁。
このような思考が、いわゆるマッカーサー草案における 86 条[知事・市町村長、地方議
会議員、及び法律で定める他の役員についての直接普通選挙]の提示へと至る。それを受け
て、日本国政府が憲法改正草案を作成し、閣議決定の上、帝国議会の審議に付され、現 93
条 2 項「地方公共団体の長…（中略）…は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙
する」が成立した。
日本側は、知事につき、間接公選、ないし議員による選挙により候補者を絞った上での
住民による選挙を主張してＧＨＱと交渉したが通らなかった。なお、交渉の場でケーディ
スが、一般市民による投票を先に行い、候補者がいずれも法定得票数に満たなかった場合、
3・4 位の者までを府県会議員で更に選挙するという制度であれば、憲法草案のもとでも合
憲という見解を提示していた点が興味深い（「新憲法草案修正に関する会談の件」前掲『史
料自治２』178 頁）
。
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分離・対峙型の知事・議会の関係の伝統の上に、議会とは別途に民主的正統性を持つ知
事が登場し、市町村も含め、このシステムが、二元（的）代表制として把握されることに
なる。
3）「講和後」の地方自治制度の改正と議論において、知事の直接公選は、当然の前提、
いわば「公理」だったのか
講和後に設置された第一次地方制度調査会の「地方制度の改革に関する答申」は、府県
の「性格」について、
「行政事務の再配分に関連し」市町村とは異なった位置づけを与える
とともに、事務配分にかかる改正案の筆頭で、従来の市町村自治体警察の廃止と府県警察
の設置を掲げた。
同答申における府県の位置づけは、警察権限の掌握を典型例とする国家的事務の処理を
中核に、機関委任や地方事務官制度の「活用」など、いわば国の側に府県を引き寄せるも
のであったから、中央政府において改革の方向性と知事公選との適合性も意識されたはず
である。
その一端、及び地方議会側からの反応を、当時の県議会議事録から垣間見ることができ
る。すなわち、答申から 8 ヶ月程遡った、岡山県議会の 2 月臨時会では、議長からの報告
として、1 月 31 日に開催された中国五県県議長会議において、市町村警察廃止、都道府県
警察設置に関連して、
「知事の選任は、任命制に反対して公選制を行うこと」を議決し、次
いで 2 月 7 日中四国九県の会議でも議決し、九州の議長会議にも提案することが紹介され
た。
議員から、報道では、1 月会議につき、公選制を廃止して議会選任を議決した
とあったが、真相如何との質問があり、議長は、間接選挙という議論もあったが、決定
的のものではない。取りあえず議長会としては、任命制は廃して公選制にとしたものだと
応答している（岡山県議会昭和 28 年 2 月臨時会 2 月 23 日議事録 2 頁以下）。
府県に関しては、
「知事の選任方法は、現行どおり」という、
「差し当たり」の措置（地
方公共団体の種類と性格にかかる他の答申事項も含めての同答申の表現）が制度と議論
双方において安定化する。
４．広域、特に県域を超える自治体の議会・長関係の今後
都道府県の連合・合併あるいは道州など、領域が県域を超えるとともに、現行の県よ
りも大きな権限・財源を持つ自治体（以下、便宜的に超県域自治体という）を考える場
合、長への権力集中の問題もまた、現行自治体よりも大きくなる。この論点については、
知事直接公選制の安定化を与件としつつ、その後の地制調の答申では、多選の制限とい
う対応策が、あいだに半世紀の時をおいて二度浮上している。
多数意見（出席 33 名中 17 名）が府県廃止と「地方」設置案を提唱した、第 4 次地制
調の答申（1957 年）において、併記された田中二郎博士らの少数意見(12 名)は、府県の
「完全自治体」としての性格を維持したうえで、その合併案を主張した。そこでは、知
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事は「現行どおり住民の直接選挙」「任期四年」とするとともに、「引き続き再選を認め
ない」こととされている。
そして、第 28 次地制調「道州制のあり方に関する答申」（平成 18（2006）年 2 月 28
日）は、道州制の検討の方向性として、
「地方分権の推進及び地方自治の充実強化」の見
地から、以下を挙げている。
「…広域の圏域における行政は、選挙により選ばれた長や議会を有し、民主的プロセ
スを通じた住民のコンセンサス形成の仕組みを備えた広域自治体たる道州が、できる限
り総合的に担うべきである。これにより、地域における政策形成過程への住民の参画が
拡大し、深化するとともに、住民の評価や監視が実効あるものとな［る］」。
その上で、議会の権能及び長との関係については、現行都道府県制度を基本に、それ
ぞれの選挙については、議会につき、現行の方式のほかに、
「政策本位の選挙方法として
比例代表制を採用することも考えられる」とし、長は、道州住民が直接選挙し、
「長の多
選は禁止する」とした。
現行制度－特に長と議会の関係、をベースラインに、広域、特に超県域自治体におけ
る権力の均衡と抑制を図るのであれば、長の多選制限は一つの方策ではあろう。しかし、
上記 28 次地制調答申で、議会選挙のあり方について比例代表制の検討も挙げられてい
るように、二元代表制の下でも、議会側の選挙制度と運用の現状もまた、多くの課題を
抱えている。
「地方議会・議員に関する研究会報告書」
（平成 29（2017）年 7 月,総務省）は、二元
代表制と議会選挙との関係につき、以下のように整理している。
「長と議会の二元代表制によって支えられている地方公共団体については、議会が権
力創出の基盤となる議院内閣制に比べて、議会側から見た場合、多数代表制が有する多
数派形成機能の必要性は相対的に低いと考えられる。
また、地方議会を合議制の住民代表機関として独任制の長と対置的に捉える観点から
は、地域住民の多様な選好をより反映することに、地方議会独自の意義が認められると
も考えられる。
この「多様な選好」については、政策課題に対する意見であったり、あるいは特定の地
域的つながりであったり、当該地方公共団体の性格に応じて様々な内容が包含されると
考えられる」。
あわせて、市町村における比例代表制の検討においても、二元代表制との親和性につき
指摘している。
「［比例代表制は］第一に、現行制度のような個人本位の選挙制度ではなく、政策・政党
等本位の選挙制度に移行するとともに、多様な選挙人の支持を当選人の構成比に反映させ
る方向性である。
これは、有権者が候補者との個人的なつながりに依拠せず、政策・政党等を判断基準と
して選択を行っていると考えられる場合、また、より多様な意見を行政運営に反映するこ
とが求められる場合として、中規模から大規模団体に親和的であると考えられる。
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また、二元代表制との関係からは、長と異なる役割を積極的に議会に求める場合に整合的
であると考えられる」。
ここでは、独任の執行機関が議会とは別途に直接選出される二元代表制においては、民
意の集約よりも、その「多様な選好の反映」が議会選挙に求められるという基本認識が示
されている。報告者も、この認識は共有し、多種多様な選好（一人が複数の意見を持つこ
とも含め）にヨリ繊細に、例えば、比較的大きな選挙区を想定するのであれば、単記制か
ら制限連記制へと制度を変えることに一定の意義はあると考えている。
しかし同時に、超県域団体において、人々の多様な意見を反映させながら、永き将来を
見通して政策を形成・実施し、なおかつそこにコントロールも効かせるためには、「議会
議員の比例代表選挙＋長の間接公選」といった、対峙型（そして「劇場型」）に代わる選
択肢も視野に入れるべきだと考える1。

1

報告に関する筆者の論考等。
「地方自治の課題－自治体の組織編成、特に二元代表制をめぐっ

て」行政法研究 20 号、2017 年。衆議院憲法審査会における筆者の意見陳述（憲法審査会議録
第 4 号、2017 年 4 月 20 日 6 頁以下）。

103

【共通論題Ⅱ

憲法と地方自治～これからを構想する】

イタリアとの比較から見た憲法と地方自治
国立国会図書館調査及び立法考査局主査

芦田

淳

はじめに
イタリアは、連邦国家ではありませんが、分権的な政治制度を備えております。そこで、
3 つの視点から簡単にイタリアの在り方をご紹介した上で、わが国への示唆を探ってみた
いと思います。細かい数字等は、お手元のレジュメ（後掲）をご覧いただければと思いま
す。
地方自治体の階層
第 1 点目は、地方自治体の階層という視点です。ご存じのとおり、わが国は都道府県と
市町村、道州制を導入する場合でも、多くの構想によれば、道州と市町村という 2 層制を
採っております。これに対して、イタリアは、州、県又は大都市、コムーネという 3 層制
を採っております。まず、州は、第 2 次世界大戦後、新たに設けられた自治体で、平均人
口から見ると日本の都道府県に近く、そこに 2001 年以降は、国と原則として対等な立法
権が与えられております。新しい自治体を作って大きな権限を付与したという意味では、
わが国の道州制論に通じる部分もあろうかと思います。中間の階層である県・大都市につ
いては、2014 年の法改正により、その首長・議員は、多くの場合、わが国で言えば市町村
に当たるコムーネの首長・議員が互選により無報酬で兼職するようになっています。これ
は、直接選挙制から間接選挙制への変化ということになります。また、日本でも報道があ
りましたが、昨年 12 月に国民投票で否決された憲法改正案でも、県を憲法上の地方団体
でなくそうとしておりました。とはいえ、県の領域に対応した必須の役割があるという考
えから、県を完全になくしてしまおうとはしていません。基礎自治体であるコムーネに関
しては、規模の小ささが課題となっておりますが、戦後一貫して合併が進んでいる状況に
はありません。その代わりに、複数のコムーネが法人格を持ったコムーネ連合を形成して
サービス等を行うといった、いわば合理化が図られております。逆に、大規模なコムーネ
では、その内部に複数の区を置くことになっております。
このように、イタリアでは、3 層制を基礎としながら、第 2 層について大都市部には大
都市、それ以外の地域には県を置くといった違いを設けており、基礎自治体レベルでも、
コムーネ単独でサービス等を行う場合もあれば、コムーネ連合でサービス等を行う場合も
あるというように、それぞれの地域の実態に合わせた、いわば制度の多様化が近年図られ
ていると言えます。
さらに、こうした状況を踏まえれば、必ずしも 3 層制自体（そもそも大都市は間接選挙
制になっており、日本の尺度からしますと自治体から外れる部分もありますので）、地方自
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治体の階層自体にこだわる必要はありませんが、階層をどのように仕組むか、自治を担う
主体を、その機関の選挙方法と併せてどのように考えるかについて、示唆を与えてくれる
のではないかと思います。
スライドの地図を見ておきますと、黄色の部分が 2015 年にできた大都市、続いて、こ
こにシチリアとサルデーニャという大きな島がありますけれども、そこに 4 つ、州法に基
づいて大都市ができております。州法、州の立法権についても、後でお話します。
地域を代表する議院
第 2 点目は、地域を代表する議院という視点です。ご存じのとおり、わが国では、参議
院選挙における合区の問題など、参議院が地域代表ではなく国民代表であることがあらた
めて意識されるようになっております。これに対して、幾つか参議院の地域代表化をめぐ
る提言が出されておりまして、レジュメでも、代表的と思われます全国知事会の「憲法と
地方自治研究会」の報告書を取り上げております。報告書の参議院選挙をめぐる憲法改正
案は、
「広域地方公共団体、つまり都道府県ごとの選挙」か「都道府県ごとの選挙と全国区
の選挙区を組み合わせたもの」かの 2 パターンに、それぞれ「人口比例させるかどうか」
を掛け合わせた 4 パターンが考えられており、中でも、都道府県単位で選挙される議員の
数を、各県一律にするか人口に比例させるかは重要な選択だと考えております。
他方、イタリアの上院がどのような位置付けになっているのかと申しますと、レジュメ
とスライド両方に関係する憲法条文を挙げておりますが、州を基礎として、つまり州を選
挙区の単位として、直接普通選挙で選ばれる国民代表の議院ということになっております。
各州で選挙される議員の数は、一部の例外はありますが、原則としてまず各州に 7 議席を
配分し、残りの約 60%の議席を人口比例で配分します。このように、イタリアの上院は、
地域代表的な要素がない訳ではありませんが、憲法上も国民代表と定められ、そのように
理解されております。
こうしたイタリアの事例を踏まえると、「選挙区を都道府県単位とすることだけではそ
もそも地域代表の議院と言い切れない、それ故、わが国の現行憲法下においても認められ
る」
、そういった言い回しも不可能ではないと思われます。
しかし、イタリアの場合、上院選挙の選挙区が州であることを、憲法上、明示している
のに対して、わが国にはご存じのとおり、そのような規定はございません。そのため、参
議院に地域代表的な性格を与えることは立法政策上可能である反面、投票価値の平等を始
めとした、他の憲法上の要請を犠牲にして、参議院における地域代表制の実現を目指すの
には限界があるのではないかと考えております。
また、イタリアの場合、県やコムーネではなく「州」を基礎とすることが明示されてお
り、地方自治を扱った章を始め、他の憲法規定においても州とその他の自治体を区別して
扱うことが多いのに対して、わが国では、都道府県と市町村が憲法上区別されておりませ
んので、都道府県を基礎にする、つまり、都道府県を選挙区とすることが憲法上、自明で
あるとは言いがたいことも指摘できると思います。
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こうした点から、地域代表の議院か否かのメルクマールは、むしろ州や都道府県といっ
た選出単位の間で、どのように定数配分するかに懸かっていると言えるのではないでしょ
うか。その点で、小さな州を除いて、6 割を人口比例、4 割を、わが国の 1 人別枠ならぬ、
各州のいわば「7 人別枠」とした定数配分は、次に申し上げる、連邦国家と単一国家の中
間にあるイタリアらしく、示唆的と言えます。
レジュメには、参考として戦後のイタリアにおける二院制改革案の比較表を掲げており
ます。昨日のお話を踏まえ、地域代表化と権能の見直しの関係という点で興味深い点もあ
りますが、時間の関係で省略します。質問があれば後ほどお話しするということで、Ⅲに
入ります。
国家としての構造
第 3 点目は、国家の構造について日伊両国の比較をしてみたいと思います。Ⅲの 1 に書
きましたとおり、ドイツのような連邦国家とわが国のような単一国家があり、イタリアも
広い意味ではこの単一国家に含まれるというのが一般的な見方でしょう。しかし、フラン
スやイタリアでは、特に憲法学において、イタリアは、第 3 の類型である「地域国家」と
位置付けられております。その特色として、まず、憲法において、国と州の間で立法権限
を配分すると明示されていること、そして、実際には国に一定の権限は留保されるものの、
州が国と対等な立法権を有することが挙げられます。
憲法第 117 条は、国と州の立法権限配分を示した規定です。その第 2 項は、国の専属的
な立法事項を列挙しており、第 3 項は、国が原則、州が細部を定める競合的立法事項を列
挙しております。このように、あたかも連邦国家のように、憲法で国の専属的立法事項と
国と州の競合的立法事項を明示し、その他の事項は州の立法権に属すると定めています。
そして、こうした国と州の権限配分の実施に当たって、イタリアでは通常の裁判所とは別
に設置された憲法裁判所が介在し、大きな役割を果たしています。憲法裁判所は、1956 年
から活動を開始しており、その役割の大きさも地域国家であるイタリアの特色です。また、
財政権に目を転じますと、憲法上の財政調整権を理由として国の制約は及ぶものの、州を
始めとする地方自治体は財政自治権を持つことが 2001 年以降、憲法で定められておりま
す。ここまでは、どちらかというと、連邦国家に近い憲法上の特色ですが、片や、単一国
家に近い特色として、先ほど申し上げたとおり、若干の地域代表的性格はともかく、地域
代表たる上院は存在しておりませんし、州が憲法改正等の国の重要な意思決定に及ぼす影
響は限定されていることが挙げられます。例えば、連邦国家であるドイツでは、州政府の
代表が連邦参議院を構成しておりますし、アメリカでは憲法改正に州が大きく関与します。
このうち、立法権限配分に関して国と州は対等ながら、実際には国に一定の権限が留保
されると申し上げました。イタリアの場合、憲法上は非常に幅広く州に立法権が認められ
ております。この大元には、憲法第 5 条に基づく「自治原理」があります。しかし、憲法
裁判所により、国レベルで保障されるべき社会保障や経済的・法的統一、いわばナショナ
ルミニマムが損なわれる場合、本来は州の権限の及ぶ立法事項について例外的に国の措置
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を認めるという解釈が 2003 年以降示されています。つまり、憲法上の立法権限配分に従
うことなく、州の法律に対する国の法律の優位を認めるということです。憲法裁判所によ
れば、こうした国レベルでの統一性を保つための要請も、憲法第 5 条の「一にして不可分
の共和国」という趣旨に基づき、明文ではありませんが、法原理のレベルで存在している
とされます。ですから、この一つの条の中に、自治と統一という二つの憲法原理があって、
憲法上、前者の自治原理を広く認めつつ、後者の統一原理による例外を実際には認めるこ
とで両原理を両立させようとしてきたのが、イタリアの国家の在り方と言えようかと思い
ます。
最後に、こうした見方を参考にして、日本国憲法に目をやりますと、
「地方自治の本旨」
に基づいた立法という第 92 条は、まさに自治原理を表しており、
「法律の範囲内」での条
例制定権という第 94 条は、国の法律の優位、また、国レベルで保障されるべき利益の優位
という意味で、
「国レベルでの統一性を保つための要請」と重なるところがあるのではない
でしょうか。このような見方に通じる、分権国家としての日本の見方として、明治大学の
大津教授がレジュメに記したような整理（Ⅲ３.参照）をされています。
こういう見方も踏まえて日伊両国を比較した場合、イタリアは、憲法上、地方の権限を
広く認めた後で国による例外を認める、日本は、国の権限を広く認めた後で地方による例
外を認めるという、いわば真逆の構造を採りながら、両国とも、単なる上下関係ではない
国と地方の立法権限配分を模索しているという共通点を見出すことができると考えており
ます。ご清聴ありがとうございました。

＜司会者の質問に答えて＞
＊上院の地域代表化と権限の関係
昨日の共通論題Ⅰでも、参議院を見直す場合に地域代表という選択肢も考慮に入れると、
参議院の権能自体も見直す必要があるという指摘が出ておりました。それがまさにこの参
考として掲げた表とも関係するので、補足したいと思います。
説明の中で、昨年 12 月に憲法改正案が国民投票で否決されたと申し上げました。その
際の上院改革案は、表の一番右端にありますとおり、現在 315 の定数を 95 まで大きく減
らした上で、先ほどの大都市の機関の選挙と重なりますが、州議会議員等が、間接選挙を
介して上院議員となるものでした。つまり、議員数を大きく減らして、選出方法も見直す。
これに対応して、現在、イタリアの上院と下院は権限が対等ですけれども、そこも併せて
見直し、下院は直接選挙制を維持し、権限の面で優越させる、逆に上院は、地域代表とす
る代わりに諮問機関的な役割にするという改革になっておりました。
それ以前にも、2005 年憲法改正案が、上院改革を含んでおります。この改正案も国民投
票で否決されました。このときは、定数も今回の案ほどは減らさず、選出方法も地域代表
の選び方としてはもう少し曖昧で、直接選挙制を残しつつ州議会選挙と同時に選挙を行う
ものでしたが、名前は「連邦上院」にする改革でした。ここから、地域代表化の模索が、
直近 10 年以上は続いていると言えようかと思います。
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＊イタリアでの州の評価
非常に大きな問題で、そもそも州自体、第 2 次世界大戦後に置かれることになったもの
です。現在、州は、合計で 20 あります。そのうち、歴史や地理上の特殊性に根差した 5 つ
の特別州は、早くに成立しましたが、残りの 15 州、人口で言うと約 8 割 5 分を占める通
常州は、1970 年以降、実際に設置されました。その後、1990 年代には通常の法律による
改革、2001 年には憲法改正で大きな見直しを受けました。本日の報告は、繰り返し申し上
げたように、いわば憲法上の規定を主にご紹介した訳ですけれども、2001 年の憲法改正に
より、州が国と対等な立法権を持つようになりました。しかし、2003 年頃から、今日も一
つだけ 2003 年判決第 303 号という非常に有名な判決をレジュメ（Ⅲ２.(3)参照）に挙げて
おりますけれども、州の立法と国の立法をめぐって、憲法裁判所から非常に多くの判決が
出されております。昨日、新藤会長からアメリカのお話がありましたけれども、イタリア
でも、まさに憲法裁判所の決定によって、国と州の立法の在り方が決められてきており、
実際には国の立法が大きな位置を占めるようになっています。つまり、憲法規定からすれ
ば例外と言える場合も含め、統一の要求に根差した「州法に対する国の法律の優位」が導
き出されております。
このほか、州の広い権限について、特に最近ですと財政権について指摘されております
けれども、やはり、一定の縛りといいますか、国による統制が必要といった指摘も見られ
るところであります。
＊イタリアの県の役割
レジュメには、2016 年憲法改正案と、2015 年に実体化した 2014 年の法律による改正
の内容を書いておりますけれども、この 2016 年憲法改正案は、地方自治体を列挙した第
114 条を始めとして、地方自治を扱った憲法の章から県に関する規定を削除する改革でし
た。これに対して、法改正は、従来に比べ県の権能と機関を見直し、縮小するものです。
2014 年の法律は急に出てきたわけではなく、2011 年以降、いわゆる法律ではない、政
府の、法律と同等の効力を持つ命令による県の権能や機関の縮小、それは憲法裁判所によ
って違憲とされましたけれども、そういう数年間の試みを経て制定された法律です。もと
もと県は、その役割や財政規模の面で、州やコムーネに比べれば小さな存在でしたが、権
能等をより縮減する方向での法改正と言うことができるかと思います。
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＜レジュメ＞
はじめに
イタリア：
「現時点では単一国家形態の中で、地域の主体性を反映し、国民・市民の政府に
対する民主的統制を担保するための最も現実的な政治システム」
（澤井安勇「地方政府シス
テム改革の意義と研究の進め方」総合研究開発機構『広域地方政府システムの提言―国・
地域の再生に向けて―』総合研究開発機構、2005 年、8-9 頁。）
Ⅰ

地方自治体の階層

1．日本
二層制：都道府県（47）―市町村（1,718）（道州制を採用すれば、道州―市町村？）
2．イタリア
三層制：州（20）―県（93）or 大都市（14）―コムーネ（7,978）
憲法第 114 条第 1 項「共和国は、コムーネ、県、大都市、州及び国によって構成される」。
（←2001 年憲法改正前は、州―県―コムーネ。第 2 次世界大戦以前は、県―コムーネ。）
(1)

州は現行憲法（1948 年）で初めて設けられ、大部分の州は 1970 年に設置。憲法によ
り、国との間で立法権限を配分（①外交、国防、通貨等、憲法に 17 項目が列挙された
国の専属的立法事項、②国の立法に留保された基本原則の確定を除き州に立法権が帰属
する競合的立法事項、③その他すべてを含む州の立法事項）。

(2)

県は権能と機関の縮小傾向。大都市圏の 14 県を廃止し、新たな自治体「大都市」を設
置（2015 年～）。県・大都市の機関は、その領域内コムーネの首長及び議員が互選（大
都市の市長はその中心コムーネの首長が兼任）＝兼職を前提とした間接選挙制（無報酬）
cf. 2016 年憲法改正案（議会可決後、国民投票で否決）
：憲法上の県廃止を企図。同時に、
憲法上の自治体ではないものの、県に対応する「広域団体」の設置を想定。

(3)

コムーネは、日本の市町村に該当する基礎自治体。平均人口は 7,595 人、人口 5,000 人
以下の小規模コムーネが全体の約 7 割。合併は促進策にもかかわらず、進展せず（1991
年の 8,100 から 2011 年は 8,092）
。ただし、現在、3,105 コムーネが「コムーネ連合」
（共
同して権能を執行、法人格あり）を形成。他方、大規模なコムーネは、その下位に「区」
（議会も備えるが、法人格なし）を設置。

＝ 画一的な地方制度から、地域の実態に合わせた多様化へ。
3．階層制論に対する示唆
多様な形態の中で維持される三層制の示唆（自治体の権能・組織）
⇒ わが国の道州制をめぐる議論も踏まえた、自治体の役割分担（特に、県の役割）
Ⅱ

地域を代表する議院

1．参議院の地域代表化をめぐる議論
・全国知事会「憲法と地方自治研究会」報告書（2016 年）：改正草案第 43 条
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案 1「参議院は、広域的な地方公共団体の区域ごとに、住民を代表する選挙された議員
及び全国民を代表する選挙された議員で組織」、案 2「参議院は、広域的な地方公共団体
の区域ごとに、住民を代表する選挙された議員で組織」＋広域地方公共団体（都道府県）
単位で選挙される議員の数を、一票の較差にある程度配慮して、人口比例させるか。
2．イタリアにおける上院の位置付け
憲法第 57 条第 1 項「上院は、在外選挙区に配分される議席を除き、州を基礎として選出
する」、同第 58 条第 1 項「上院議員は、25 歳以上の選挙人が直接普通選挙で選出する」、
同第 67 条「国会議員はすべて、国民を代表し、委任に拘束されることなく職務を行う」。
⇒ 投票価値の平等をある程度犠牲にしながら、国民代表であることを維持。
＝ 州を選挙区の単位とすることは憲法上の要請であるが、上院は地域代表にあらず。
3．参議院改革論に対する示唆
・現行憲法下においても地域代表「的」な議院が国政に参画することは可能 ⇔ 憲法改正

参考：第 2 次世界大戦後におけるイタリア二院制改革案比較表
ボッツィ

ラブリオーラ案

デ・ミータ＝

ダレーマ

委員会

（1990～

イオッティ委

委員会

（1985）

1991）

員会（1994）

（1997）

変更なし

変更なし

共和国憲法
（1948）

上院
315 名

282 名

200 名

（上院）

（上院）

中道右派改革

ヴィオランテ

中道左派改革

（2005）

案（2007）

（2016）

196 名
．．．．
（連邦上院）

95 名
（上院）

下院のみ⇔上
．．．．
院は間接選挙

下院のみ⇔上
．．．．
院は間接選挙

252 名
．．．．
（連邦上院）

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし
．．．．．
（州議会選挙
．．．
と同時）

合同会議

変更なし

合同会議

下院のみ

下院のみ

下院のみ

下院のみ

事項により

事項により

事項により

事項により

事項により

事項により

分化

分化

分化

分化

一部を除き、

一部を除き、

一部を除き、

一部を除き、

下院が優越

下院が優越

下院が優越

下院が優越

両院
直接選挙
両院による
信任投票
立法権：

特定の事項に

すべての面で

関して僅かに
分化

分化

同一

分化

意見が一致し

事項により、
一部を除き、

ない場合、両

いずれかの議

両院は対等

下院が優越
院は対等

院が優越

憲法裁判所裁

下院が 3 名、

下院が 3 名、

上院のみが裁
判官の選任：

変更なし

変更なし

変更なし

上院が 4 名の

変更なし

上院が 2 名の

判官を選任
合同会議

裁判官を選任

裁判官を選任

出典：カルロ・フザーロ（拙訳）
「イタリアにおける二院制」『北大法学論集』第 67 巻第 2 号（2016 年 7 月）466-467 頁を一部修正。
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Ⅲ

国家としての構造

1．従来の枠組み
単一国家（日本等）⇔ 連邦国家（ドイツ等）
2．第 3 の類型「地域国家」としてのイタリア
(1)

根拠

憲法第 5 条
「一にして不可分の共和国は、地方自治を承認し、これを促進する。共和国は、国家に属
する事務において広範な行政上の分権を行う。共和国は、立法の原理及び方法を自治と
分権の要請に適合させる」。
(2)

特色

①憲法上、国と州の立法権限配分が明示されていること、②国に一定の権限は留保され
るものの、州が立法権を有すること、③国と州の権限配分の実施に当たって、憲法裁判所
が大きな役割を果たすこと、④若干の地域代表的性格はともかく、地域代表たる上院は
存在せず、州が憲法改正等の国の重要な意思決定に及ぼす影響は限定されていること、
⑤憲法上の財政調整権を理由として国の制約は及ぶものの州等が財政自治権を持つこと。
(3)

国の立法権と州の立法権の関係

「立法の原理及び方法を自治と分権の要請に適合させる」という「自治原理」＝ 憲法上
見られる立法権限配分の在り方（国の立法事項を限定列挙し、その他の事項は州の権限）
⇔ 憲法で保障されている最低限の社会保障や経済的・法的統一を守るために、憲法裁判所
．．．．．．．．
が示してきた立法権解釈＝法原理のレベルで憲法に存在する「統一の要求」を基にして、
．．．．．．．．．．
広範に与えられた州の立法権が当該要求を無にしてしまうおそれがあるならば、憲法上
の立法権限配分の例外を承認（2003 年判決第 303 号）。
⇒ 憲法上の国と州の間の立法権限配分に見られるように、州にも明示的に立法権を与え、
その上でやむにやまれぬ場合に例外（州法に対する国法の優位）を承認。
3．「分権国家」日本との比較
・
「人権保障、とりわけ社会権保障に必要不可欠な場合には全領域への国の立法介入の可能
性を認めた上で、現場の視点から必要不可欠な場合に条例等による抵触と修正を認める
柔軟で相互補完的なあり方」として法律と条令の関係を捉える立場 （大津浩「『便乗改
憲』と地方自治」『月刊地方自治職員研修』第 691 号（2016 年 10 月）16 頁。）
・
「地方自治の本旨」に基づいた立法（憲法第 92 条）＋「法律の範囲内」での条例制定権
（同第 94 条）
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【分科会Ａ

公文書管理と情報公開】

公文書管理と公文書館
～香川県のアーカイブズを中心に～
香川県立文書館主任専門職員

嶋田

典人

１．公文書とは、公文書館とは、アーカイブズとは
◎ 公文書館法
第１条（目的）この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要
性にかんがみ、公文書館に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第２条(定義)

この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文

書その他の記録（現用のものを除く。）をいう。
第３条 （責務）国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に
関し、適切な措置を講ずる責務を有する。
第 4 条(公文書館)公文書館は、歴史資料として重要な公文書等を保存し、閲覧に供する(中
略)ことを目的とする施設とする。（中略）
第 5 条２(公文書館)地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地
方公共団体の条例で定めなければならない。（後略）
➡公文書（行政文書）とは、行政機関の職員が職務上作成・取得した文書・記録で、組織
的に用いるものとして、行政機関が保有するもの
➡公文書館と博物館・図書館・市町等の歴史資料館の違い

公文書を「必須」として保

存する所
➡現用文書とは、保存期間（年限）内の業務に利用され得る文書
➡現用文書が保存期間満了後、非現用文書
➡永年保存文書を 30 年保存文書に替える理由とは
➡30 年・10 年・5 年保存文書など有期限保存文書（現用文書）は保存期間満了後すべて廃
棄ではなく、公文書館に移管（公文書館で評価・選別）して、歴史資料として重要な公
文書（非現用文書）を公文書館で永久保存する。現用文書から非現用文書（歴史資料と
して重要な公文書）へ＝「川上」から「川下」へ＝記録管理からアーカイブズ（記録資
料）へ…公文書のライフサイクル
➡アーカイブズとは、公文書館または記録資料の意味
➡レコード・マネジメント（記録管理）とアーカイブズ（記録資料）
＝現用文書と、非現用文書で歴史資料として重要な公文書
➡組織（機関）アーカイブズ（歴史資料として重要な公文書）と収集アーカイブズ(古文書・
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地域資料・民間所在資料・個人アーカイブズ・地域の組織・団体アーカイブズなど)
３つの「み」①「みずからが」
「みずからの」文書記録を、②あまねく「みんなのために」、
③遠く「みらいに」向けて保存する。（１９９０年：山口県文書館・北川健氏提唱）
「文書館運動と史料保存運動のインターフェイス」、
『地方史研究』№228、地方史研究協議
会、1990.
➡地方公共団体にとって自らの文書記録とは。
自治体史編纂・学校史編纂（例

地元小学校の学校史に加えて地域（学区）史）で公文

書が使われにくい。特に戦後期、現代史。廃棄されて無いか、在っても情報公開条例によ
る開示の現用文書（永年保存文書など）。
２．香川県内基礎自治体と公立学校の公文書管理
拙稿「香川県の市町村公文書の保存と管理－歴史的公文書を中心として－」、『記録と史
料』
、№20、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会、2010
➡文書主管課＜原課（各課）…「各課まかせ」…現用文書と歴史的公文書の混在・未整
理
明治期のものが現用文書？現用文書は情報公開条例による公開。歴史資料として「特
別の管理」でない。
➡文書主管課＞原課（各課）…「文書主管課主導」…永年保存文書（現用文書の儘）と
10 年・5 年など有期限文書（保存期間満了後、評価・選別なしで滞りなく廃棄）が整
理
拙稿「学校アーカイブズの保存と利用～「記録管理」から「アーカイブズ」へ」、『レコ
ード・マネジメント』
、№65、記録管理学会、2013
➡学校管理職・事務部（行政職）と教員（教育職）多忙化、教員は「起案・決裁文書」
作成の機会少ない。➡「起案・決裁文書」と多種多様な「生活・活動記録」の存在
現用文書の記録管理からアーカイブズ（記録資料）へ
必要㋐保存期間満了後の評価・選別

公文書のライフサイクル確立

㋑恣意的廃棄の防止（勝手に棄てさせない。公文

書館が判断。公文書館に廃棄権）㋒保存年限満了後の的確かつスムーズな移管ができる
「受け皿」としての公文書館が必要。また例規が必要。
規則・規程レベル（行政（首長）に改正権）でなく、住民が選出➡議員で構成される
議会➡条例で。重み。公文書管理条例の必要性
両市には公文書管理条例あり。

113

三豊市文書館、高松市公文書館、

３．香川県立文書館と公文書管理条例
拙稿「公文書管理条例・公文書館と行政機関」『レコード・マネジメント』№71 記録管
理学会 2016
◎ 公文書等の管理に関する法律（「公文書管理法」）
（地方公共団体の文書管理）
第 34 条

地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理

に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
◎ 香川県公文書等の管理に関する条例
（目的）
第１条

この条例は、県の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、県

民共有の知的資源として、県民が主体的に利用し得るものであることに鑑
み、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書
の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政
が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、県の有するその諸活
動を現在及び将来の県民に説明する責務が全うされるようにすることを目
的とする。
（定義）
第２条

この条例において「行政機関」とは、知事、教育委員会、公安委員

会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、
収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び病院事業の
管理者をいう。
２

この条例において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、
又は取得した文書（図画及び写真（これらを撮影したマイクロフィルムを
含む。以下同じ。）並びに電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以
下 同 じ 。 ） を 含 む 。 第 21条 を 除 き 、 以 下 同 じ 。 ） で あ っ て 、 当 該 行 政 機 関
の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものを
いう。ただし、次に掲げるものを除く。
(１ )

公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売するこ

とを目的として発行されるもの
(２ )

特定歴史公文書等

(３ )

香川県立文書館（以下「文書館」という。）等において、歴史的若

しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされてい
るもの（前号に掲げるものを除く。）
３

この条例において「歴史公文書等」とは、次に掲げる文書をいう。
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(１ )

県の機関の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実

績に関する重要な情報が記録された文書
(２ )

県民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書

(３ )

県民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録さ

れた文書
(４ )

県の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文

書
(５ )

前各号に掲げるもののほか、歴史資料として重要な情報が記録され

た公文書その他の文書
４

この条例において「特定歴史公文書等」とは、歴史公文書等のうち、次
に掲げるものをいう。
(１ )

第 ８ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ３ 項 又 は 第 30条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 行 政 機

関から文書館に移管されたもの
(２ )

第 11条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 議 会 の 議 長 （ 以 下 「 議 長 」 と

いう。）から文書館に移管されたもの
(３ )

法人その他の団体（県を除く。以下「法人等」という。）又は個人

から文書館に寄贈され、又は寄託されたもののうち、公文書に類するも
のとして知事が指定するもの
（移管又は廃棄）
第８条

行政機関は、保存期間が満了した簿冊について、第５条第５項の

規定による定めに基づき、文書館に移管し、又は廃棄しなければならな
い。
２

行政機関は、前項の規定により保存期間が満了した簿冊を廃棄しよう
とするときは、あらかじめ、知事に報告しなければならない。この場合
において、知事は、当該簿冊にまとめられた行政文書が歴史公文書等に
該当すると認めるときは、当該簿冊を保有する行政機関に対し、当該簿
冊を文書館に移管するよう求めることができる。

３

行政機関は、前項後段の規定による求めがあったときは、当該簿冊に

ついて当該求めを参酌して第５条第５項の規定による定めを変更し、当該
簿冊を文書館に移管することができる。
４

行政機関は、第１項又は前項の規定により文書館に移管する簿冊につ

い て 、 第 13条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る も の と し て 文 書 館 に お
いて利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見
を付さなければならない。
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条例に基づく公文書管理の流れ
【各行政機関】

利用

【文書館】

請求
(移管)

作

行政機関

成

で「移

・
取
得

保

管」
又は

移管
○文書館

存

保存

へ

文書館

期間

移管・廃棄

で保存

満了

を協議す

民
等
閲覧・

る。

「廃棄」

県

○文書館

廃

写しの

(レコー

で

棄

交付

ドスケジ

評価選別

ュール）

を

を判断

(廃棄)

実施する。
行

政

文

書

特定歴史公文書等
※ 歴史資料として重要
な公文書で文書館に
移管されたもの等

香川県行政文書管理規程、香川県教育委員会行政文書管理規程、それぞれ
別表の「定め」に評価・選別の基準がある。
（特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い）
第 13条 知 事 は 、 前 条 第 ４ 項 の 目 録 の 記 載 に 従 い 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 利 用
の請求（以下「利用請求」という。）があったときは、次に掲げる場合を除
き、利用請求をしたもの（以下「利用請求者」という。）に対し、当該特定
歴史公文書等を利用させなければならない。
２

知事は、利用請求に係る特定歴史公文書等が前項第１号に該当するか

否かについて判断するに当たっては、当該特定歴史公文書等が行政文書とし
て作成又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公
文書等に第８条第４項の規定による意見が付されている場合には、当該意見
を参酌しなければならない。
◎ 香川県立文書館条例
（設置）
第１条

香 川 県 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 25年 香 川 県 条 例 第 ５ 号 ）

第２条第４項に規定する特定歴史公文書等をはじめとする、歴史資料とし
て重要な公文書、古文書その他の記録を収集し、及び保存し、並びに県民
の利用に供するとともに、これに関連する調査研究を行い、もって本県に
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おける学術の振興及び文化の向上並びに県政に対する理解の増進及び信頼
の向上に資するため、香川県立文書館を高松市に設置する。
◎ 香川県立文書館規則
（業務）
第２条
(１)

文書館は、次の業務を行う。
特定歴史公文書等（香川県公文書等の管理に関する条例（平成 25 年香川県条例第５

号。以下「公文書等管理条例」という。）第２条第４項に規定する特定歴史公文書等をい
う。以下同じ。）をはじめとする、歴史資料として重要な公文書、古文書その他の記録（以
下「文書等」という。
）を収集し、及び保存し、並びに閲覧、展示その他の利用に供する
こと。
(２)

文書等に関する調査研究を行うこと。

(３)

文書等に関する講座、講習会等を開催すること。

(４)

行政資料（国又は地方公共団体の機関等が作成し、又は取得した統計書、調査研究

報告書等の資料をいう。以下同じ。）を収集し、及び保存し、並びに閲覧、貸出しその他
の利用に供すること。
(５)

県政等に関する情報の提供を行うこと。

(６)

その他学術の振興及び文化の向上に資するため必要と認められること。

(７)

公文書等管理条例第２条第２項に規定する行政文書の管理を行うこと。

香川県行政文書管理規程第 52 条で総務事務集中課長から文書館長に、行政文書（現用文
書）の「集中管理書庫」（現用書庫）の管理委任
４．まとめ
①地域資料（古文書）だけでなく公文書の保存・利活用。双方があって豊饒なアーカイブ
ズになる。
博物館・歴史資料館でも地域資料（古文書）は収集するが、公文書は公文書館で「必須」
➡例１）本庁舎現用書庫をも取り込んだ公文書館
して重要な公文書）の一体的かつ別置管理
所）に公文書館

現用文書と非現用文書（歴史資料と

例２）本庁舎内の玄関横（人通りの多い

例３）
「市民」利用だけでなく行政利用（職員利用）も多い公文書館

➡自治体における公文書の保存と利活用のあり方を考える。公文書を持たない自治体
はない。公文書館をすべての自治体に。
②記録管理からアーカイブズへ。
「川上」から「川下」へ。「記録管理なくしてアーカイブ
ズなし」
現用文書から非現用文書（歴史資料として重要な公文書）への移管（引継ぎ）他の公
文書のライフサイクルなどを定めた例規の必要性・整備（公文書管理条例）と「受け皿」
としての組織体制整備（公文書館設置条例による公文書館）。
「川下」
（公文書館）から「川
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上」
（職員）への働きかけ。
➡法・制度・組織の安定性と実行性・実現性
③「過去」の文書を利活用だけでなく「今」の文書・記録を将来世代のために。
「架け橋」
➡「将来へ向けての保存」への物理的措置等様々な手段・方法で保存策を（特に支所・
出張所、学校統廃合に対応）。整理、目録作成、デジタル化（原本保存の上、複製物作
成）
＜参考＞
◎香川県公文書等の管理に関する条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準
（平成 27 年 2 月 18 日）
（別表）
30 年を経過した特定歴史公文書等に記録されている個人情報について
特定歴史公文書に記録されて

一定の期間

該当する可能性のある情報の

いる情報

（目安）

類型の例（参考）

個人情報であって、一定の期間

50 年

ア

学歴又は職歴

は、当該情報を公にすることに

イ

財産又は所得

より、当該個人の権利利益を害

ウ

採用、選考又は任免

するおそれがあると認められ

エ

勤務評定又は服務

るもの

オ

人事記録

ア

国籍、人種又は民族

の期間は、当該情報を公にする

イ

家族、親族又は婚姻

ことにより、当該個人の権利利

ウ

信仰

益を害するおそれがあると認

エ

思想

められるもの

オ

伝染性の疾病、身体の障

重要な個人情報であって、一定

80 年

害その他の健康状態
カ

刑法等の犯罪歴（罰金以

下の刑）
重要な個人情報であって、一定

110 年

ア

の期間は、当該情報を公にする

を超える適

上の刑）

ことにより、当該個人又はその

切な年

イ

遺族の権利利益を害するおそ

刑法等の犯罪歴（禁錮以
重篤な遺伝性の疾病、精

神の障害その他の健康状態

れがあると認められるもの
（備考）
１ 「一定の期間」とは、個人の権利利益を害するおそれがあるかについて検討を
行う期間の目安を参考として示したものである。本期間の起算日は、当該情報が
記録されている特定歴史公文書が作成又は取得された日の属する年度の翌年度
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の４月１日とする。
２ 「該当する可能性のある情報の類型の例」とは、この表の左欄にいう「個人情
報」又は「重要な個人情報」にそれぞれ該当する可能性のある一般的な情報の類
型を例示したものであって、特定歴史公文書に記録されている情報がこの表のい
ずれに該当するかについては、当該情報の具体的性質、当該情報が記録された当
時の状況等を総合的に勘案して個別に判断するものとする。
３

「刑法等の犯罪歴」には、犯罪の被害者の情報を含む。

４ 「刑法等の犯罪歴（禁錮以上の刑）」の「一定の期間」は 110 年を目途とする。
「重篤な遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態」についての判断に当たっ
ては、疾病の程度、医療の状況及び疾病に対する社会の受け止め方等を考慮し、
「一定の期間」は 140 年を目途とする。
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【分科会Ａ

公文書管理と情報公開】

情報公開から見る自治体公文書管理制度
～持続可能な公文書管理体制の標準装備に向けて～
西南学院大学法学部教授

はじめに
１．公文書管理行政における情報公開制度のインパクト
（１）行政文書の民主化
（２）公文書作成管理のルール化
（３）公文書のライフサイクル化
２．自治体公文書管理行政の現状
（１）調査データからみる自治体公文書管理
（２）法規範の側面から
（３）制度運用の側面から
３．自治体公文書管理の課題と展望
（１）公文書管理体制のフルスペック化
（２）公文書管理行政の法化
（３）人口減少社会適応型への体制整備
まとめにかえて
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勢一

智子

【分科会Ａ

公文書管理と情報公開】

自治体行政における文書管理の諸相
熊本大学大学院人文社会科学研究部・法学系教授

魚住

弘久

本年（2017 年）にわかに表面化した、南スーダン PKO 派遣部隊の日報問題、森友学園へ
の国有地売却問題、加計学園の獣医学部新設問題は、2011 年の公文書管理法施行以降も文
書管理がきわめて杜撰な状況にあることを浮き彫りにした。意思決定に至る経緯や事実を
記した重要な文書が、隠され（日報問題）、廃棄され（国有地売却問題）、存在しないと主
張され（獣医学部新設問題）たのである。これは、民主主義を支える情報公開制度を根底
から揺るがしかねないことであり、民主主義の危機といわれた。
本報告では、情報公開の前提となる公文書管理に焦点を当て、とくに保存・廃棄・移管
管理について、自治体における様々な取り組みを検討する。1700 を超える自治体のなかに
は、独自の文書管理の仕組みを構築しているところが幾つも存在する。こうした自治体で
の取り組みのなかから、文書を残していくための論点や課題について考えていくことにし
たい。
１．はじめに
２．文書管理の対象文書
・文書管理

条例・規程・規則等による

・文書のライフサイクル

収受→起案→決裁→施行→完結→整理→保存→廃棄・移管

・作成文書（起案文書・報告書等）と取得文書（外部から受領した申請、届出、通知等）
・起案・決裁や供覧という文書処理

→

完結文書

３．文書保存の諸相
（１）文書整理
・保存期間設定と保存期間満了後の措置―熊本県の取り組み
・ファイリング（簿冊・フォルダー）
（２）保存場所
・庁舎内（課ごとに文書保存箱の数を決め保存庫を実質的に管理）
・市役所の敷地内に永年文書庫
・公文書館のなかに現用文書も保存（逓送便、使送便の設定）
←

現用文書

情報公開の対象
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４．文書廃棄の諸相
（１）廃棄文書決定にあたっての複数回の外部チェック―熊本県の取り組み
・水俣湾公害防止対策・アスベスト・大気汚染監視総記等、熊本県側が廃棄するとした
2514 冊の廃棄がストップ（
「西日本新聞」2017 年 6 月 18 日朝刊）
（２）廃棄文書の全量移管―天草市（熊本県）の取り組み
・
「天草市立天草アーカイブズ条例」
第8条

行政文書(天草市情報公開条例(平成 18 年天草市条例第 18 号)第 2 条第 2 号
本文に規定する行政文書をいう。以下同じ。)のうち非現用文書(保存期間を
満了した行政文書で職員が現に利用に供しなくなったものをいう。以下同
じ。)となったものは、速やかにアーカイブズに移管しなければならない。

５．文書移管の諸相
（１）移管先の確保―福岡共同公文書館の開設
・福岡県内全ての自治体の文書移管先の確保
・関係自治体の経費負担が発生しない仕組み
（２）廃棄・移管管理の重要性
・文書館の利用

住民・研究者・行政（職員）

・職員による利用
天草アーカイブズ

35 件（2016 年度）

天草市誕生当初

週 2－3 回利用

福岡共同公文書館

2015 年度 24 件（文書ファイルで 253 冊）、2016 年度 20 件（同

60 冊）
三豊市文書館（香川県）

一日平均 3－4 人、多いときは 5 人を超える

・文書の廃棄・移管管理のあり方が自治体の業務そのものに影響を及ぼす。
６．おわりに

（主たる参考文献）
・拙稿「文書をどのように残していくか－保存・廃棄・移管をめぐる自治体の取り組みと課題」
（『都市問題』2017 年 11 月号）
・拙稿「行政文書・文書管理・行政研究のクロスロード」（『熊本法学』第 130 号、2014 年）
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【分科会Ｂ

東京一極集中と地方創生】

東京一極集中と地方創生を考える
元総務大臣、前岩手県知事
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増田

寛也
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【分科会Ｂ

東京一極集中と地方創生】

過疎山村＝泰阜村の持続に向けて
長野県泰阜村長

松島

貞治

○長野県下伊那郡泰阜（やすおか）村の概況
長野県の最南端

人口１６８０人

小学校（平成２２年統合）８３人

高齢化率３９％

林野率８６％

中学校（平成５年統合）４５人

（うち、山村留学生１７人＝小学校５年生以上）

保育園一園

地元にある企業＝３０～４５名程度ずつ働く製造業２社
※集落が散在する典型的な過疎の山村
地域おこし協力隊

２名

緑のふるさと協力隊

１名

集落支援員

１名

「人口の推移」
昭和３５年

４１３９人

昭和５５年

平成

７年

２２７０人（高７５０人）

平成２７年

１７０２人（高６８０人）

２６１３人

１．泰阜村における人口考察
（１）統計史上もっとも多かった年＝昭和１０年

５８４４人

※このころ起こったこと⇒昭和１３年満洲移民政策にのり満洲「泰阜分村」建設を
決定

１１７４人の開拓団を送り分村建設

※敗戦とともに６８４名が犠牲となる
（２）昭和１０年以降人口増えた時期なし＝ずっと人口減少を経験してき
た
（３）６５歳以上人口のピークは、平成１９年。７５歳以上のピークは、平成２２年。つ
まり、現在は、すべての年代が減少という状況。
「考察」
◎人口が多かったとき村は元気で、村民は幸せであったのかどうか
◎適正な人口とは＝食料とエネルギーが自給できることでは
２．増田レポートの衝撃と受け止め

（１）消滅自治体という言葉が強烈＝例えば、愛知県の唯一の市など
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（２）長野県の飯田下伊那に１４市町村があるが、消滅自治体は、まだら模様＝泰阜村
は、消滅自治体ではなかった。しかし、泰阜村よりはるかに利便性もよい近くの村
で人口が４倍もある村が消滅自治体に
※数字の話とはいえ、実態とは違う
（３）このレポートは、まさに「人口減少」を正面から捉えなければという警鐘である
という理解
３．人口減少の中で持続可能な村を目指して
（１）人口減少の中で何が
６５歳以上が多いことが地域の維持に何か支障があるか＝ない
前期高齢者・後期高齢者とも減少を始めほぼ１０年近く
高齢者医療費・介護給付費⇒増えていかない
介護給付費は、平成２２年がピーク
※社会保障費の増大という課題はクリア―
最大の課題は、学校という問題＝いまのような規模を必要とするのかどうか。あく
まで集団教育をということになると、村単独では無理になる⇒近隣市町村での統合
※もともと教育は、数ではなく地域で行われた時代に帰れば問題なし
農地の遊休化

荒廃地の増加＝もともと食料確保のため、無理して開墾したところ

が人口減少の中で、山へ帰るということでその対策を無理にやる必要はないのでは。
守るべき農地の選別化が必要。
（２）集落の維持
外へ出ている子供、孫による支援が定着し、いまのところ維持
最近言われる「関係人口」による支援が出始めている
※「戸」から「個」という考え方が必要
（３）持続可能な村を目指して
ア．国への期待＝直接所得補償の充実（増額）これが最も効果的
イ．地元学卒者が地域に住むことが第一。次は、Ｕターン。そしてＩターン。働く場所
は、中心市。村では、半農半Ｘ（このＸは多様）
ウ．お金が余りなくても暮らしている生活の知恵、いきいき暮らしている幸せ感、そ
んなことに自信を深める村民がいることによりＩターン者も。
エ．安心して明日を迎えられる行政サービスがあれば、すなわち、村があることが最
大にセーフティネット。
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【分科会Ｂ

東京一極集中と地方創生】

人口減少社会の実像と都市自治体の役割
～人口とインフラの適正な持続的配置はいかに可能か？～
首都大学東京大学院人文科学研究科准教授

山下

祐介

１．地方消滅から地方創生へ――東京一極集中と人口減少社会
2014 年 5 月、日本創成会議による「地方消滅論」（通称増田レポート）は、同年 9 月の
政府のまち・ひと・しごと創生（地方創生）本部設置をへて、現在の地方創生政策につな
がっている。増田レポートにしても、政府にしても、今回の地方創生の本来の問題意識は、
このままであれば止まらない人口減少を止めるというものである。そして、この人口減少
は東京一極集中によって引き起こされているとして問題化されている。
だがいつの間にか地方創生は、しごとづくりで人口減少阻止へというものに転換してし
まった。「稼ぐ力」の競争となっている。だがそれによりますます政府の権限を強化させ、
東京一極集中を促進するという矛盾を引き起こしている。東京一極集中とは権力の集中で
ある。権力の集中がカネの集中や人の集中を生んでいる。この集中を止めるには地方分権
以外にない。
２．人口減の悪循環をどう読み解くか？
地方分権をせず、国家に権限や財を集中させてしまえば、各地域は国家予算を競争して
取り合うしかなくなる。だがみなに分配する財は政府にもないのだから、それぞれに稼げ
ということになのだろう。これは現実には政府にとっても打つ手がないことを示している。
これを人口減少がすでに進んでいる自治体の側から見るとこうなる。自治体の人口減が
財政難につながっていく。財政難は、その自治体にとって必要なインフラの維持を困難に
し、サービスの減少を余儀なくする。必要なインフラやサービスを住民に提供できないと
すると、その自治体からはますます人口が離れることになる。
この悪循環を断ち切るために何をすればよいか。人口は少なくなり、高齢化はしている
が、政府は蛇口を閉めてしまった。ならばともかく稼ぐしかない。人口が減り、若年層も
とられた状態で、ともかく遮二無二自分で稼ぎ、財を確保するしかない。
だがこんな厳しい自治体に人が残るだろうか。それよりももっと楽に、安定的に暮らす
ことができる、仕事のある大都市へと移ってしまう方がよいではないか。
「稼げ」で悪循環を断ち切ろうとすればするほど、住民の側からの「選択と集中」が進
み、都市へ、大都市へ、そして東京へと一極集中が加速することになる。
人口減少を食い止めるための本当の処方は、人口減＝財政難でも可能な持続的なインフ
ラ・サービスの維持の実現である。どこにいても安心して暮らせること。その上での競争
なら、切磋琢磨になる。それを「選択と集中」にしたものだから、不安の悪循環をよんで
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しまった。人口減少が止まらなくなった理由は、財政や経済が発端にはなっているが、む
しろそれがもたらした心理効果にある。心の崩壊が社会の破壊へとつながって、止まらな
くなった。この観点から、2000 年代に起きなかった第三次ベビーブームという現実を直視
する必要がある。
３．人口ビジョンの（本来の）考え方と総合戦略のあり方
政府が各自治体に要請する人口ビジョンは、本来、こうした状況の中で「人口が下げ止
まる場所を見つけよ」
というメッセージであったと思う。そしてその場所を見つけたなら、
そのために必要なことを各地で提案し、その試行錯誤を支えるための財源を政府が責任を
持って提供していく。その場合、すべてにバラ蒔くのは非効率なので、効果的な政策を提
案した自治体に、
「先行的に」予算付けをして成功事例をつくり、各自治体を牽引してもら
おうということだったと思う。まち・ひと・しごとの好循環を作るのが政府の方針も、本
来そういう意味だと思う。
だが誰かがここにいたずらをして、そうした丁寧なプロセスを一蹴し、
「まずは、しごと
から」にしてしまった。すべては「稼ぐ力」になった。だがこの誤った方針に沿って進め
る地方創生は、人口減少阻止から外れたものになるはずである。というのも、そもそも地
方に仕事はないかといえばある。あるのに若い人でなり手がないのである。ミスマッチの
問題が大きい。ではなぜ地方に若い人が残らないかというと、職業威信の序列（東京が上、
地方が下。高次産業が上、農林漁業が下）にみなが必要以上に従っているからである。
「仕
事がない」もやはり、心理・価値の問題であり、これこそ解かねばならない問題なのであ
る。地方で暮らすことの不安（とくに若い人の不安）を、いかに解消するのかが最大の問
題である。
その解の一つは、地方における（とくに条件不利地域における）インフラの確保にある
と考えられる。2000 年代以降の「選択と集中」型の地域政策は人口減少地帯のインフラ外
しを臭わせてしてしまった。インフラを縮小すれば（縮小されそうだという言説が流布す
るだけでも）その地の人口は減少する。むろん限られた財源で現行のインフラやサービス
を全て維持しつづけるのは至難の業である。だがその時に、人口集中地帯では供給されて
も、過疎地帯にはもはや予算は付かないと印象づけてしまえば、人口は都市に過剰集中し
てしまう。人口とインフラの適正規模、適正配置が現在の最重要課題とみなければならな
い。そしてこれは、産業別の人口構成についてもいえ、また世代間の構成にも関わってく
るだろう。人口減少問題を解く手がかりは、競争でも、稼ぐことでもなく、適切に財を分
配し、全体を調整することができるかどうかである。
４．成長社会の限界――リスク社会から、リスク対応社会を経て、安定持続社会へ
インフラをみなで維持し、提供し、活用して、人の流れを正常化し、この国をしっかり
と安定的に維持していくこと。これが人口減少社会に向き合う私たちの最大の課題なので
ある。
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権力や財、インフラを「選択」し「集中」すれば、これらが集中する場所に人は集まる。
そうして人が集まれば、人口過疎地のインフラはますます残らなくなる。
「選択と集中」と
いう考え方こそが、東京一極集中の原因である（そもそも「選択」は優生思想にもつなが
る発想なので要注意）
。人口減少＝東京一極集中の正体は価値の問題である。逆に言えば、
国民・住民にそうした価値の転換をしっかりと問う政治リーダーシップ、さらには人口問
題を解決していくのに必要なきめの細かな、住民の参加と連携、協働を前提とした政策形
成の場づくりが、今回こそ本当に求められているのである。

［文献］
山下祐介『地方消滅の罠

増田レポートと人口減少社会の正体』筑摩書房、2014 年

山下祐介「人口減少時代における地域再生―都市と農村、中央と地方の健全な関係を再建することから」
2015 年『RESEARCH BUREAU

論究』第 12 号、38－48 頁、衆議院調査局

山下祐介「人口減少を克服する都市づくりのために地方創生をどう考えるか」
『第 78 回
議

全国都市問題会

人が集いめぐるまちづくり』2016 年 10 月

山下祐介「「一票の格差」の落とし穴〜是正は本当に必要ですか？」『現代ビジネス』2016 年 12 月 13 日
山下祐介「首都圏から見た地方創生」『現代ビジネス』2017 年 2 月 19 日
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【分科会Ｃ

東京都区制度・財調制度】

都区制度における都と区の事務分担
神奈川大学法学部教授

幸田

雅治

東京都区制度は、累次の制度改革を経て、平成 12 年都区制度改革によって、地方自治法
上、特別区が基礎的自治体と位置づけられた。平成 19 年 1 月に「都区のあり方検討委員
会」を設置し、事務配分について、平成 23 年度までに、都の全ての事務（444 項目）を対
象に検討し、検討の方向付けを完了した。その後、事務配分の検討は保留状態となってい
たが、当面、児童相談所のあり方等について都区で検討会を設置して検討中に、児童福祉
法が改正（平成 28 年 5 月）され、特別区は政令指定により児童相談所の設置が可能とな
り、現在、準備の整った区から設置するべく取り組んでいる。
制度の枠組みとしては一定の到達点となったと考えることができる平成 12 年度都区制
度改革を踏まえ、都と区の事務分担について考えてみることとする。
１．都区の事務配分をめぐる議論と改革の経緯
昭和 18 年

東京都制施行。区は、都の内部的下級組織。

昭和 22 年

地方自治法施行により、特別区が誕生。基礎的自治体として位置づけ、
原則として市と同一の機能。区長は公選。

昭和 27 年改正

特別区は都の内部団体に、都は基礎的自治体に。区長公選制廃止。区
の事務の限定列挙。

昭和 39 年改正

特別区の権限拡大。区に福祉事務所等移管。地方税法上の課税権獲得。

昭和 49 年改正

区の事務は、原則として市並み。保健所設置市の事務等を移管。区長
公選制を復活。

平成 10 年改正

特別区を基礎的な自治体として位置づけ。都区の役割分担、財源配分

（平成 12 年施行）

の原則を明文化。清掃事業等の移管。

平成 12 年改革における都と区の役割分担の原則
○

特別区は身近な行政を都に優先して行う。

○

都の「市町村事務」は限定される。

○

法令に根拠のない事務は都区の協議によって決まる。

地方自治法
（都と特別区との役割分担の原則）
第 281 条の 2

都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団
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体として、……同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口
が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域
を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。
２

特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて

都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第 2 条第 3 項において市
町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。
２．23 区の「一体性」と都区の事務の性格論
（１）「一体性」に関する考え方
「改正

地方制度資料（参考資料）
」によれば、

「有機的一体性」（昭和 21 年）
「都としての一体性」
、
「23 区の一体性」（昭和 27 年）
「都区行政の有機的一体化」
（昭和 34 年）
地方制度資料（参考資料）
」第 25 部（平成 10 年）では、

「改正
「一

行政の「一体性」及び「統一性」の確保とは、人口が高度に集中した大都市地域の

特殊性に鑑み、当該地域における行政が独立した主体により行われるのではなく、一元的
にまとめて行われる必要性及び当該地域において同一の意思の下に同一内容の行政が行わ
れる必要性をそれぞれ意味するものである。
二

具体的には、消防に関する事務や上下水道の設置・管理に関する事務等については、

行政の「一体性」の確保の観点から都が行うものとされているものであり、伝染病予防に
関する事務や保健所の設置主体を通じた各種規制に関する事務等については、行政の「統
一性」の確保の観点から都が行うものとされているものである。」
○ 「一体性」概念の変化：
「有機的一体性」、「都としての一体性」

⇒

行政の「一体性」

（２）都と区の事務の性格論
担い手

事務の例

自治法の根拠条文

一般道府県に
おける事務の
性格

一般的な広

（広域自治体

高等学校

第 2 条第 5 項「広域

広域自治体事

域事務

である）都

警察

にわたるもの」

務

大都市性に

（本来的な広

都市計画（用途

第 281 条の 2 第 1 項

基礎自治体事

基づく広域

域自治体事務

地域）

「都が一体的に処

務

事務

であるので）

理することが必要

都

である事務」

大都市性に

（本来的な基

基づく狭域

礎自治体事務

事務

であるが）都

＝大都市事務

消防

基礎自治体事
務
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第 2 条第 3 項

（本来的な基

保健所

礎自治体事務

児童相談所（今

であるので）

後移管）

広域自治体事
務

区
一般的な狭

（基礎的自治

小中学校

基礎自治体事

域事務

体である）区

一般廃棄物処

務

理
「大都市地域における行政の一体性」については、一般道府県とは異なる大都市ならでは
の事務が存在することは確かであるが、それには広域事務ばかりでなく狭域事務もある。
３．都と区の事務分担のあり方
（１）具体的な事務の検討
ア

木造密集地域対策
…都区制度と指定都市制度における取組みの相違点

イ

ホームレス対策（緊急一時保護センター・自立支援センター）
…任意共管事務としての役割分担

ウ

都市計画権限（用途地域等）
…都と区の見解の相違

エ

児童相談所
…全体的な立場で都が関わる必要性の有無

（２）都と区の事務分担のメルクマール
○ 「人口が高度に集中した大都市地域の特殊性」ゆえに、全体的な立場で都が（一の統
一的な意思決定の下で）決定又は実施する必要があるかどうか。
（固有の大都市事務）
○ 「人口が高度に集中した大都市地域の特殊性」ゆえに、事務の効率性や有効性の観
点から、都が実施した方が良いかどうか。（補完的な大都市事務）
○ 「人口が高度に集中した大都市地域の特殊性」ゆえに、事務の効率性や有効性の観
点及び身近な行政の原理から、区が実施した方が良いかどうか。
４．まとめ
○ 「大都市地域における行政の一体性」は、一般道府県とは異なる、大都市における事
務に関する広域自治体と基礎的自治体の間の事務配分の問題と捉えるべき。
○ 行政の一体性ゆえに都が大都市行政を中心的に担うと考えるのではなく、大都市の
特殊性ゆえに、都と区の役割分担が他の地域と異なっていると考えることが大事で
ある。
○ 「大都市地域における行政の一体性」概念は「大都市地域における広域的処理が必
要とされる事務」概念に変更することが必要である。
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⇒ 「大都市地域における行政の一体性」はあくまでも「大都市地域（であることによる）
（一般道府県とは異なった観点からの広域的処理が必要な）
（一部の）行政の（存在を踏ま
えた）一体（的な処理が必要な事務があること）性」と理解すべきである。
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【分科会Ｃ

東京都区制度・財調制度】

都区財政調整制度について
和光大学経済経営学部教授

星野

菜穂子

（報告の課題）
都区財政調整制度（以下、都区財調）について、主に区間財政調整の実態を示し、財政
調整制度としての特徴と課題について考察を加える。都区財調は特殊な都区関係の象徴で
あるとともに財政調整制度でもあるが、これまで特別区間の財源調整についての研究は多
くない。本報告では現在につながる制度改正の行われた 2000 年度以降の都区財調を対象
に実態の検証を行い、都区制度にもとづく財政調整制度について検討する。
（報告の流れ）
1 都区財政調整制度の概要
2 都区制度および特別区における財政調整交付金（以下、財調交付金）
2.1

都区制度のなかでの財調交付金

・都は税制上の特例により、特別区域において道府県税以外に市町村税である固定資産税、
市町村民税法人分、特別土地保有税の調整三税、事業所税、都市計画税を都税として徴収。
・調整三税の 45％分と上記は大都市事務のための財源。調整三税の 55％分が都区財調原
資。
→都区財調は調整三税に基礎。Cf.地方交付税は地方財政計画。
→調整三税は区側からみれば本来「区のおカネ」ということが決定的意味。区側に「区の
おカネ」で区間財政調整を行っているという強い意識。
2.2

特別区における財調交付金

・特別区全体の歳入に占める特別区税および財調交付金割合は約 27％程度でほぼ同等。し
かし特別区ごとには異なる（図表 1）。
→財調交付金の交付と原資の拠出の関係において、都心区は拠出超過、周辺区は交付超過。
→財調交付金の原資の「区のおカネ」は都心区と周辺区に潜在的な対立軸。
3

財調交付金による財政調整

・総額と一人当たり額でみた一般財源と財調交付金による調整（図表 2）。
4

算定と財政調整

4.1

民生費

4.2

特別交付金

おわりに
・2000 年度以降、都区財調の区間財政調整をつうじ一般財源総額は区間でほぼ安定的に推
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移している。ただし一人当たり額では格差縮小がみられている。
・普通交付金需要額算定の民生費ウェイト増は人口規模の大きい周辺区への配分シフトに
つながっている。他方、特別交付金が都心区への「還元」の役割を果たしている。
・人口規模の小さい都心区が交付金拠出を多く賄う制度において円滑な制度運営のために
は都心区への配慮が重要。交付金の原資、調整三税であることが決定的意味をもつ制度。

図表 1 特別区の概況(2015 年)
人口
1 千代田
2 中央
3港
4
5
6
7
8
9

新宿
文京
台東
墨田
江東
品川
10 目黒
11 大田
12 世田谷
13 渋谷
14 中野
15 杉並
16 豊島
17 北
18 荒川
19 板橋
20 練馬
21 足立
22 葛飾
23 江戸川

（人）
58,406
141,183
243,283
333,560
219,724
198,073
256,274
498,109
386,855
277,622
717,082
903,346
224,533
328,215
563,997
291,167
341,076
212,264
561,916
721,722
670,122
442,913
681,298

人口増減率
（％）
24.0
15.0
18.6
2.2
6.3
12.6
3.5
8.1
5.9
3.5
3.4
3.0
9.8
4.3
2.6
2.3
1.6
4.4
4.9
0.8
△ 1.9
0.1
0.3

15歳未満 65歳以上 昼夜間人
人口割合 人口割合 口比率
（％）
（％）
（％）
1460.6
18.2
11.8
431.1
16.1
11.9
386.7
17.6
12.4
232.5
20.1
8.3
157.5
19.8
11.1
153.4
23.8
9.0
108.9
22.9
10.5
122.2
21.2
12.6
140.6
20.9
10.8
105.8
20.0
10.4
96.8
22.5
10.9
94.9
21.6
11.3
240.1
20.7
9.1
95.4
21.3
8.3
85.1
22.6
9.9
143.3
20.0
8.3
96.7
25.8
10.0
91.4
23.3
11.2
90.4
23.4
10.8
83.8
22.1
12.0
90.9
25.0
12.0
84.1
24.6
11.8
82.4
20.6
13.4

面積
㎢
11.66
10.21
20.37
18.22
11.29
10.11
13.77
40.16
22.84
14.67
60.66
58.05
15.11
15.59
34.06
13.01
20.61
10.16
32.22
48.08
53.25
34.80
49.90

財調交付金 固定資産税
人口一人当
特別区税/ 財調交付金
シェア
シェア
たり課税所
歳入(％） /歳入（％）
得(千円）
（B)
（A)
14.9
0.8
13.1
30.2
4,793
7.6
1.4
16.9
29.0
3,403
12.2
0.3
1.8
55.1
5,501
7.1
2.8
20.3
30.2
2,500
2.2
35.1
2,932
2.0
21.8
2.3
3.1
30.5
20.6
1,980
1.9
4.0
36.1
20.2
1,895
4.9
5.9
29.9
24.8
2,060
4.2
4.2
27.1
29.8
2,396
2.1
1.6
15.8
44.3
3,205
6.8
28.1
2,145
5.0
28.1
5.6
4.1
16.5
41.1
2,729
5.9
0.5
7.1
50.8
4,036
1.7
3.6
28.1
24.3
2,107
2.9
3.9
23.3
35.4
2,358
2.6
3.2
22.1
22.4
2,110
5.2
18.9
1,757
1.7
34.3
1.0
4.2
41.8
17.0
1,653
2.7
6.6
33.2
21.6
1,710
3.4
8.4
33.9
26.0
1,972
3.2
10.6
36.4
16.6
1,528
1.9
7.3
38.0
16.8
1,598
9.2
20.3
1,648
3.1
35.6

（A)-(B)
△ 14.1
△ 6.2
△ 11.9
△ 4.3
0.1
0.8
2.2
1.0
0.0
△ 0.5
1.8
△ 1.4
△ 5.4
1.9
1.0
0.6
3.5
3.1
3.9
4.9
7.5
5.4
6.0

(注)人口、人口増減率、15 歳未満人口割合、65 歳以上人口割合、昼夜間人口比率、面積は平成 27 年国勢
調査。固定資産税の区別シェアは事務所別シェアを用いた。
（出所）東京都『東京都税務統計年報』総務省『平成 27 年国勢調査』『市町村別決算状況調』『市町村課
税状況調』

135

図表 2

特別区の一般財源(2015 年度)

総額

一人当たり額

（億円）
(千円）
700

2,000
1,800

その他一般財源

1,600

財調交付金

600

1,400

特別区税

500

その他一般財源
財調交付金
特別区税
昼間人口一人当たり一般財源

1,200
400

1,000
800

300

600

200

400
200

100

0

（注）昼間人口は平成 27 年国勢調査に基づく昼夜間人口比率を用いて算出。人口規模順。
(出所) 東京都総務局行政部データ、総務省『人口推計』『平成 27 年国勢調査』より作成。
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練馬区

世田谷区

大田区

足立区

江戸川区

杉並区

板橋区

江東区

葛飾区

北区

品川区

新宿区

中野区

豊島区

目黒区

墨田区

＊港区

荒川区

＊渋谷区

文京区

台東区

＊中央区

＊千代田区

＊千代田区
＊中央区
台東区
文京区
荒川区
＊渋谷区
＊港区
墨田区
目黒区
豊島区
中野区
新宿区
北区
品川区
葛飾区
江東区
板橋区
杉並区
足立区
江戸川区
大田区
練馬区
世田谷区

0

【分科会Ｃ

東京都区制度・財調制度】

都区財政と地方税の偏在是正
～東京都一人勝ち？をどう見るか～
（公財）地方自治総合研究所 研究員

１．地方税の偏在是正について
２．地方法人二税の現状と偏在・格差の検証
３．偏在是正策の背景の本質
４．まとめ－税源移譲・増税なき財政調整
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飛田

博史

【分科会Ｄ

原発と自治】

帰還・復興政策の隘路と原発再稼働問題
弁護士

井戸

謙一

１．帰還・復興政策の隘路
(１)１００mSv 安全論、年２０mSv 安全論の洗脳は不可能
(a)

炉規法、放射線障害防止法、医療法、電離則等による年１mSv 規制、３か月

1.3mSv 規制、４万 bq/㎡規制は、何のための規制なのか
(b)

福島県以外では年１mSv 規制がいまだに効力を有していること、放射線業務従

事者との関係では、３か月 1.3mSv 規制、４万 bq/㎡規制がいまだに効力を有して
いることをどう説明するのか
(c)

小児甲状腺がん１９０名をスクリーニング効果だと納得させることは不可能

(２)

子ども被災者支援法の趣旨との抵触

(３)

洗脳化路線の破綻

(a)

被ばくを避けようとする人たちに対する集団いじめ、住民の亀裂の深刻化

(b)

被ばくに対する不安の沈潜化

(c)

帰還させたくても帰還しない多くの人たち

(d)

行政の誤った対応
（測らない、データを集めない、県民健康調査の縮小化の動き、

住宅支援を打ち切って避難者をなくそうとする）を誘発し、これが行政に対する不
信を深刻化させる。
(４)

行政の施策を根本的に改めるべき

(a)

１００mSv 安全論、年２０mSv 安全論は、一部の学者の意見に過ぎない。

(b)

被ばくを不安に感じる人、感じない人、それぞれの立場を肯定し、それぞれの選

択を支援する。
(c)

帰還できない地域は、できないことを明示して、期待を抱かせず、他の場所での

生活再建を支援する。
(d)

復興をあせらず、住民一人一人の納得をベースに、長いスパンで考えていく。

２．原発再稼働問題
（１）現行の避難計画の問題点
(a)

段階的避難
UPZ 及びその周辺の住民は被ばくすることが前提（500μSv/時で１時間以内に避

難、20μSv/時で１週間以内に避難）
(b)

複合災害の想定がない。
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(c)

原子炉多重事故の想定がない。

(d)

事故想定が甘すぎる（セシウム 137 の放出量 100 テラベクレルを前提としてい

る。福島事故の１００分の１）
(e)

緊急に避難できればいいのではない。その後５年、１０年にわたって避難生活を

続けなければいけない問題については、手当てが全くない。今回の住宅支援打ち切
り問題で、原発事故被災者の支援を災害救助法の枠組みで行っていることの問題が
明確になった。原発事故被災者のために、災害救助法とは全く異なる支援（賠償）
の法的枠組みが作られる必要がある。
（２）福島事故の被害を小さく見せることだけに行政が腐心しているため、その教訓が生
かされた法制度ができていない。これがない状態で、原発を再稼働して、周辺住民を
不安定な立場に置くことは許されない。
３．放射能汚染防止法、同防止条例の制定の必要性について
（１）環境基本法に放射性物質の除外規定が削除されたのに、放射性物質についての規制
基準、環境基準がいまだに定められていない。そのため、原発事業者以外は、放射性
物質の取り扱いは無法地帯であり（原発事業者にはクリアランスレベル１００bq/kg
の規制がある。
）、８０００bq/kg までの汚染土壌を公共工事に使うなどという無謀な
方針が環境省から示される。
（２）各自治体が、これを拒否する必要がある。そのためには、放射能汚染防止法が必要
であり、これの制定が当面期待できないのなら、地方自治体レベルで放射能汚染防止条
例を策定し、汚染土壌の持ち込みを拒否するべきである。
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【分科会Ｄ

原発と自治】

もう一度作ろう

新しい日本
福島県飯舘村長

１．東日本大震災で私たちは何を
２．原発事故・避難生活から
３．原発事故に向き合うに当たって
４．新しい日本とは
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菅野

典雄

【分科会Ｄ

原発と自治】

「住民」と「避難者」と「自治」
ジャーナリスト

吉田

千亜

１．
「避難者」の定義 ― 福島県内避難者と県外避難者の違い
県内・・・借上住宅（仮設住宅）から退去したら強制的に「避難者」ではなくなる
県外・・・自ら名乗り出たら「避難者」として数えられる
借上住宅から退去したら「避難者」から外す
２．住民」の定義 ― 「住む」人・住民票を持つ人
原発避難者特例法（12 市町村）
・・・4 万 2000 円――在籍の権利
居住実績証明書・・・住宅滅失要件をみたすもの
（県外の公営住宅入居の際に使用）――不在の権利
生活保護・学生
３．強制避難者と自主避難者
「住民」の定義を持たない強制避難者と「避難者」の定義を持たない自主避難者
⇨「承認」の問題と「喪失→承認」の問題
⇨「対象住民」
「公務住民」「市民住民」
４．多様性・寛容性のない「復興」
希望の言葉で被害を隠す（希望ドーピング）
「住民」と「避難者」の意思はどこで、どのように？
５．避難者の今と未来･･･「自己責任」「全方位からの『無理解』と『非承認』」
放射能汚染の軽視
「子ども」
「子どもを持つ保護者」の排除／未来の軽視⇨問題の先送り
国の方向性と同じ方向を向く「望ましい被災者」と「非国民」
６．二重住民票、ふるさと住民票
不都合・・・選挙権、運転免許証の書き換え、印鑑登録などの証明書類、確定申告
自治への参画・・・
「民主主義の学校」
参画の条件・・・
「誰」が「誰」のために決めるか／「場」へのアクセス／「思い」
「土地」と排除のムラ社会
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【オープンセッション】

ローカル・マニフェストと自治体「執政職員」の登場と課題
京都橘大学現代ビジネス学部教授

竹内

直人

１．執政職員とは
ローカル・マニフェスト（以下、マニフェスト）の作成（支援）およびその実現に携わ
り、そのことを通して首長の価値観と行動原理を理解・共有する、従来の幹部職員よりも
政治的な色合いを帯びた自治体の行政職員
２．執政職員誕生の行政的要因
（マニフェストが機能するために必要な事務作業）
・マニフェストの特徴である具体的数字の整理
・政党支部や県支部連合会（県連）と政策協定や合意の締結⇒マニフェストへの記載や位
置づけ
・有力議員の地元プロジェクトへの配慮⇒マニフェストへの記載の可否
・各種団体の政策的関心の収集と整理⇒マニフェストでの扱いの決定
・組織されない住民利益と組織的利益のバランスへの配慮
・大きな方向性は後援会事務所などで決まるとしても、調整と事務処理の問題
・発表後の団体・メディアからの公開、非公開の質問への回答
・対立候補者とのマニフェスト討論会への準備
（・上記事務に関する後援会事務所との調整）
３．執政職員誕生の政治的要因
（マニフェストが機能するために必要な政治的調整）
・マニフェストは首長候補者が直接住民に語りかける政治ツールであり、マニフェストに
掲げられた政策はトップ・ダウンで推進される傾向があり、ボトム・アップの予算編成
とは異なるプロセスを生む。
〔知事と住民の対話集会の導入〕
～2002 年度

～2006 年度

～2010 年度

～2014 年度

2015 年度～

自治体数

10

6

9

14

2

（累計）

(10)

(16)

(25)

(39)

(41)

（出所：福井県調べ）
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〔予算編成に先立つ知事・副知事等との政策議論の導入〕
～2002年度
自治体数

～2006年度

～2010年度

～2014年度

2015年度～

3

3

16

10

3

(3)

(6)

(22)

(32)

(35)

（累計）

（出所：福井県調べ）

・マニフェストは直接有権者に働きかけ、その（擬制的な）支持を得るものであり、本質
的に自治体の意思決定における議会軽視の傾向が存在する（ポピュリズムの一形態）。
・一方、議会の議決権がなくなるわけではないから、政策（予算）を通すための調整（根
回し）は一層困難となる。
・システムに内在する議会軽視の要素を補うため、執行部職員はこれまで以上に議員と深
い付き合いをする必要が生じる。
・公職選挙法や公務員法を理解し、行政活動の範囲ギリギリで必要な作業を行う職員の必
要性
４．執政職員誕生の政策的要因
・マニフェストは政策のトップ・ダウンによる実現を帰結（⇒例外は総合計画のマニフェ
スト化）
・行政管理の観点からは、媒介項（予算や人事、計画）による管理ではなく、政策自体の
管理
・人事異動の傾向と新しい組織の創設

⇒企画部門の再編、知事公室等の設置

・政策自体を直接管理の対象とするには、
「技術」的能力を超えた「アート」的能力が必要
になる。⇒政治的職員の必要
５．課題と変化（様々な仮説）
・公職選挙法（136 条の 2）
、地方公務員法（36 条）などの規定、地方自治法における特別
秘書の規定の趣旨⇒一般職職員である場合に負担
・特別秘書の設置状況（東京都、大阪府 2004、神奈川県 2008、大阪市 2012、横浜市 2014、
埼玉県 2016）に変化はあるか。
・副知事の低年齢化、プロパー副知事と国からの副知事の役割分担、置き換わりが起こり
つつあるのではないか。
⇒自治体の変化を象徴する「執政職員」という新しい職員類型について、一緒に研究を
しませんか。
＊参照：公共政策研究第 17 号（近日発行）をご参照ください。

143

【オープンセッション】

地方自治体議会存続の危機
～高知県大川村「町村総会」設置検討をめぐる問題～
島根県立大学総合政策学部准教授

濵田

泰弘

問題の所在
高知県大川村で 2017 年 5 月下旬、村議会を廃止し、有権者が参加して意思決定を行う
という「町村総会」設置の検討が始まった（朝日新聞 2017 年 6 月 2 日朝刊 31 頁）。地方
自治体の人口減の問題は特に山間部や島嶼部の過疎自治体で深刻な状況に陥った。
今回の報告では、人口流出と高齢化にさらされている過疎自治体の問題と現状、そし
て大川村の「町村総会」設置をめぐる検討、次に戦後の事例として東京都八丈小島宇津木
村「村民総会」等の検証を行う。最後に過疎自治体の議会存続か、町村総会の設置等の選
択肢を探る。この選択肢は、間接民主主義の継続・改善化か、あるいは直接民主政の新た
な挑戦の道か、という選択でもある。過疎自治体が多い日本の山間部自治体において、大
川村に直面した課題は共有される視点も多いのではないか。以上、大川村等や先行モデル
の例を挙げながら過疎自治体の現状を背景に民主主義の危機を克服する方法を考察し、学
会会員のご意見を拝聴したい。
１．高知県大川村の現状と「町村総会」設置検討の経緯
２．法的根拠

地方自治法 94 条・95 条解釈

村民総会設置の根拠条令は、地方自治法 94 条である。地方自治法第 94 条は「町村総会
の主旨説明がなされている。
「町村は、条令で、第 89 条の規定にもかかわらず、議会を置
かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。とされている。

これに関し、同

法 95 条は「町村総会に対する準用規定」である。明治 22 年制定の町村制は、町村総会に
関して第 31 条で小町村の場合、町村総会を置かず、町村総会の設置を可能とすることを説
明していた。このような主旨は戦後も大きく変更されることなく、現行の地方自治法 94，
95 条に概ね継承されている。
佐藤英善によれば「町村総会は合議制の意思決定機関であり、その意味で議会と変わる
ところはない。ただ、議会は普通地方公共団体の住民が選挙する議員で構成されるのに対
し、町村総会は選挙権を有するものすべてが構成員である。いうまでもなく、議会が間接
民主制の機関であるのに対して町村総会は直接民主制の機関である。」（佐藤英善『逐条地
方自治法Ⅱ』
（財団法人地方自治総合研究所、2005 年初版、171、172 頁）と説明されている。
佐藤はこのように直接民主制の選択肢として町村総会に高い意義を見出そうとしてい
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る。このような解釈は、法学協会による『註解日本国憲法・下巻』（有斐閣）、昭和 29 年）
でも確認される。
「憲法は、地方公共団体の意思の決定は、住民自治の本旨に従い、住民の
代議会によるべきことを最小限度の必要として、議会の設置を要求しているのであるから、
議会の代りに議会よりもいっそう住民の意思を端的に表現しうる町村総会を設けることが、
憲法に抵触するものと解すべき理由はいささかも見出せないであろう（同書 1390~1391
頁）
。」また平成 9 年の地方分権推進委員会第二次勧告（平成 9 年 9 月 3 日）が「国は小規
模町村が地方自治の一つのあり方として、条令により町村総会へ移行できることについて
周知する」ことを盛り込んだ意味は少なくない。
3．東京都宇津木村「村民総会」の例
同法規定による町村総会の先例が、東京都八丈小島宇津木村の村民総会であった。なお
戦前の町村制も含めると神奈川県芦之湯村（現箱根町）における「公民総会」がある。宇
津木村の村民総会はどのように設立され運用されてきたであろうか？宇津木村の機構を把
握するためには、村民総会の位置づけを考えたい。

宇津木村総会（1954 年 9 月）

構成

職員

会長

1 名※

（会長・副会長等が 3 役等を兼務する
ため下記人数の合計人数が総会会員数
とはならない）
副会長

1名

一般職員(吏員)
会員

1名

三役

1名

教育委員会

4名

選挙管理委員会

3名

総会会員(有権者)

24 名

合計

33 名

〈資料〉
宇津木村総会

概要

村民会長の意見

（元宇津木村総会会長菊池政邦氏

2010 年 4 月 29 日インタビューよ

り 105 頁）
■総会回数

年 2 回程度。

■時間

1 回 1 時間～2 時間。

■連絡手段

一軒一軒回って連絡（当時は電力供給が行き届いていなかった）

■定足数

議事録によれば開会は過半数以上と予想される。

■傍聴

特に認めていない。
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■会長任期

条例では制定なし。但し 5 年弱で 3 人が交代。

■読会

議事録によれば読会は省略され即刻、審議に移っている。

■総会設立の主旨

戦前の「名主制度」が戦後も名残を残しており、名主が離島の特
権階級となり、独裁的な存在であった。村長も名主が就任していた。
名主以外の子に教育を受けさせないなど排他的、封建的、暴力的、
差別的な支配を名主が行っていた。名主の横暴に対し戦後憲法の下、
地方自治法に則った民主的な話し合いの場の設置という意識があっ
た。直接民主制という利点も加味される。

■名主制度

離島復興補助金の用途が不明となり、村の予算の会計帳簿が存在せず、
大きな財政赤字になっているなど問題が多かった。

■議事進行

そのような事情から名主制の解体が目標とされていたため、名主にはな
るべく発言する機会を与えないなど工夫が行われた。

■合併による村民総会の終焉
■島民移住

宇津木村があった八丈小島は 1969 年 1 月以降、全島民完全移住がなさ
れ現在は無人島になっている。合併直後の昭和 30 年時点で旧宇津木
村は人口 65 人、有権者 38 名。

他にもかつて長野県王滝村で廃案になったが議員候補者数や予算の減少を理由に村民総
会を設置する条令が提案されている。条例案が提示されるまではいかないがいくつかの村
自治体でも議会場にて議論になった事例がある。宇津木村の事例を見ると、地方自治法 94
条は町村、小規模町村という事例を超えて、特殊な事情にある離島や島嶼部の自治体にも
適用されるよう解釈すべきであろう
➔総会の感想
■議事進行という面で、旧名主制度に問題があったとは言え、名主の発言権を奪うような
議会運営が民主的と言えるか疑問の余地が残る。
■直接民主制の体現という積極的な会議というよりも、名主制の形骸化と脱特権化を行う
ための選択肢であったという意味合いが強く感じられる。
■村議会の議事録は確認できていないが、読会や審議が一応は形式的に多段階的に行われ
るため、審議を重ねることが出来るのではないか。
■村民総会は年 1，2 回程度、一回が 2 時間前後と議論する時間が十分とは言い難く、審議
が尽くされたとも言い難い。
■長所として、村議会よりも総会の方が財政面のコストの効率性が高い。
■今後の町村総会のモデルケースと言い難いが、その経緯は今後の参考材料にはなり得る。
宇津木村の事例に関しては、いずれも、榎澤幸広「地方自治法下の村民総会の具体的運
営と問題点―八丈小島・宇津木村の事例から―」『名古屋学院大学論集（社会科学篇）』第
47 巻第 3 号、2011 年 1 月、93-118 頁参照。
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４．基礎自治体議会と町村総会の比較―間接民主制か直接民主制か？
以上、高知県大川村「村民総会」設置の経緯と唯一の先行例として東京都八丈小島宇津
木村の事例を中心に考察してきた。大川村村民総会設置検討の提起する課題は重い。すな
わち過疎自治体における民主主義の存亡の道を探る問題でもある。それは単に直接民主制
モデルか、間接民主制モデルを維持するかという問題を超越した位相にあるように思われ
る。最後に大川村のような議会存続危機にある過疎自治体の今後の選択肢、代替案と課題
を提示しておきたい。
今後考えられるシナリオとして、大きく分けると二つの方向性がある。
一方は、村議会制度を存続する方法であり、他方は村民総会を設置する選択肢である。
前者においては現状では存続が困難なため、若干の村議会制度の修正が必要となろう。後
者においては村民総会を直接民主制の先例として導入されることにもなる。そのため過疎
自治体という困難な状況を逆手に取った、逆説的な直接民主制モデルを実現する可能性を
拓くものとなるかもしれない。
① 議会存続の場合
② 村民総会設置の場合
やはり重要なことは最小限の人口で、審議を重ね適切な問題設定と解決を導くための民
主主義的手続きである。審議を重ねるという多段階手続を重視するならば、議会制維持の
方が望ましいのではないだろうか。だが直接民主制の可能性を探るという点では村民総会
の試みは政治学的にも今後注目される事例となろう。消滅の危機にある過疎自治体におい
ては、新たな政治学の手法を参考に工夫を凝らした村民総会の実施により民主主義の新た
な実験場となる可能性も秘めている。
※なお末尾ながら、高知県大川村議会運営委員会による村民のアンケート調査を経て村
民総会設置の反対者が過半数を占めたため、2017 年 8 月 18 日に総会設置は先送りとなっ
た。新たな立候補検討者も多く出た。村議会は制度改革を通じながら当面存続されること
になったことを付言しておく。
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