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〔パネルディスカッション〕

自治と民主主義

山口

それでは第 2 部を始めさせていいただきます。第 1 部では國分功一郎先生（東京

工業大学）から予想にたがわず非常に刺激的な基調講演＊がありまして、第 2 部は、地方自
治の現場で具体的な政策課題に取り組む中で、いかに住民参加や地方自治を実践していく
のかというテーマで、お三方からまず 15 分程度ずつプレゼンテーションをしていただき
たいと思います。
最初は、愛知県犬山市長をお務めになって、その間に、教育委員会、教育行政の改革に
大きな実績を上げられた石田さんからお話しいただきたいと存じます。
犬山市の教育委員会、教育行政の改革
石田

皆さんこんにちは、石田芳弘です。まず教育委員会の私の経験を話す前に、さっ

き國分先生の話にもありましたが、自治体の長というものは議員とは違うという、いわば
市長論から始めます。
私は学生のときは政治に無関心、いわゆるノンポリ学生でした。大学を卒業して故郷へ
帰ってきたとき市長選挙がありました。私の友人のお父さんが市長選挙に立候補したので
応援を頼まれてその市長選挙に携わり、まったく知らなかった世界を知ったのです。選挙
の集会での議論は、ちょうど高校の世界史で学んだギリシャ都市国家の直接民主主義のイ
メージでした。
政治というものは議論の磁場を作ります。その磁場にプラスとマイナスが一瞬に吸い寄
せられ、政治が可視化され、対立構図になるのが選挙です。選挙の争点が対立しドラマチ
ックになればなるほど投票率は上がり、選挙は面白くなります。市長選挙で議論されるこ
とに郷土愛を感じ、
「オレはこの街の市長になるぞ」と突き動かされるように政治の世界に
入りました。議員も経験しましたが、長の選挙、そして長の仕事は政治家として自己実現
の充実感が違います。まず、今日の話の前提です。
次に、本日のテーマでもあります自治について経験談を語ります。私が犬山市長になっ
たのは 1995 年 4 月。地方分権が国会で決議され「地方分権」が時代の言葉になりました。
中央と地方はパートナーであり、上下関係ではない、主従関係ではないという考えは、日
本が近代国家を作って以来、初めてのパラダイムシフトだと思って腹をくくりました。そ
してその目標に地方自治を置きました。
私の経験論を申し上げると、政治の本質は結局、権力闘争です。選挙は利害得失に直接
関与していく権力闘争です。ですから、近代政治の一番大事なことは、権力を分散するこ
とだと考えます。普通、教科書では三権分立までは習いますが、分かりやすい権力分散は
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政権交代です。中央・地方ともトップが時々変わることによって、権力の集中の弊害が除
去されます。そして、政権交代と同じくらい大切な権力分散は、地方自治だと思います。
地方が自立し中央と対等の立場に立つことによって、中央の権力を分散していく。それを
私は実践してきました。
さて、山口先生のご質問の教育委員会に目をつけたのは個人的理由で、人生観です。私
はそもそも教師志望でした。大学受験に失敗し教師の道は断念しましたが、教育を基礎に
考える政治家を目指したいという気持ちは絶えずありました。ところが教育制度はなかな
か複雑です。日本国憲法では日本国民は教育を受ける権利を有し義務教育は国家が無償を
保証していますから教員の給料は国が責任を持ちますが、教員は地方公務員であり任命権
は都道府県にあります。愛知県の場合、県の職員は 7 万 8 千人ですが、うち 5 万人が教員
というように、教育行政は圧倒的に県の教育委員会の影響下にあります。
しかし義務教育を主管する小・中学校の設置者は、基礎自治体である市町村です。設置
者は管理者でもあるわけですから、本来は市町村教育委員会が一番大切なわけですが、県
教育委員会は国の方針を忖度し、市町村の側よりは文部科学省サイドに立っているという
のが実感です。国から県、県から市、この意識のベクトルを変えることが私の仕事と考え
ました。市の教育委員会がイニシアチィブを握ることです。
教育委員会は政治から独立した制度という意見がありますが、教育に地方自治の流れを
作るのは長の仕事だと私は思います。そこで、まず教育長に地方自治の本質を理解してい
る人物を選任しました。教育委員会はレイマンコントロールと言われ、いわゆる素人の視
点を大切にするという考え方がありますが、教育学をきちんと研究した学者も絶対必要と
考え教育学者に教育委員になってもらいました。これで自治の形ができました。
教員人事に関して、県教委の任命権に先立つ市教委の内申権を使って、校長その他の教
員人事のイニシアティブを握り、少人数事業や副教本の独自制作などを進めました。世間
には教育委員会無用論がありますが、詳細に研究してみると、市町村の教育委員会には意
外に権限があります。市町村が教育委員会の使い方を知らないだけだと分かりました。教
育委員会のみならず、戦後導入された自治体の行政委員会制度は、直接民主主義の制度設
計に基づいた権力分散の考え方を持ったものです。教育行政は地方自治の実践です。
先ほどの國分先生の話を聞いてその通りだと思ったのは、法律でも運用は解釈次第で大
きく変わります。私は市の職員にいつも言っていたのですが、法律に定規を当てて直線で
解釈するのと、弓なりに解釈するのでは、担当職員の自由裁量で、自治体行政は随分変わ
ってきます。自治体の一人ひとりの職員が住民の立場に立って法律を弾力的に運用する意
思が地方分権を推進することになるのです。民主党政権が「地域主権」というスローガン
を掲げて登場したとき、正直私はこれで日本は変わると思いました。その後の国政の流れ
は今私が説明する必要のないことだと思いますが、山口先生、ぜひこの自治学会でその理
念を受け継いでいただきたいというのが私の希望です。
山口

ありがとうございます。それでは 2 番目は、幸田雅治先生です。先生は総務省に

在職され、国の行政の実務をしておられた方です。それでは、特に空き家問題について、
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お話しいただければと思います。よろしくお願いします。
空き家問題
幸田

神奈川大学の幸田です。今回、空き家問題を題材にして、自由と民主主義の観点

からという大変難しい課題を与えられたなということで悩んでいました。
私はもともと総務省で地方分権改革をやっていました。地方分権一括法、それから第 2
次分権改革などに携わっていました。今、石田市長さんから、お話がありましたように、
分権は衆参の分権決議があって地方分権一括法が制定され、当時は非常に熱気があったの
ですが、今は、だんだんとその熱気が薄れてきていて、むしろ中央集権的な傾向が強まっ
ているのではないかということも言われています。
私は、空き家問題について日弁連で取り組みを行っておりまして、法律ができたときの
関係省庁や自治体のヒアリングなどをやって、空き家のシンポジウムをいくつか企画しま
した。結論を先に言うと、空家法（
「空家等対策の推進に関する特別措置法」）というのは
地方分権の観点から良くない法律であると思っています。この法律は、役に立たないだけ
ではなくて、有害であるというふうに考えておりますので、それを説明させていただきた
いと思います。
所沢市が第 1 号の空き家条例を作りまして、それから 3 年半の間に 350 ほどの条例が制
定されました。
こういった短期間にこれだけの条例ができたというのは他にはないのです。
それだけ地域にとって深刻な問題で、それを地域が自ら考えて処理していっていたという
ことです。資料には少しだけ条例の例を挙げています。空き家の場合、住宅を残しておく
と固定資産税が安くなるため、老朽化したものを撤去しないで置いておくという問題があ
りました。
見附市では、2 年間の猶予を与えた上で、老朽危険空き家については、税金を上げてい
くという条例を制定しました。一方、足立区は、東京の首都直下地震があるので、他の自
治体からは不公平だという声が多いですけれども、危険な空き家について、お金を出して
でも、適正管理、撤去を進めていくという条例を作っています。あるいは豊島区は、池袋
界隈は地価が高いですから、更地にすれば売れて、空き家で危険なものはなくなるはずな
のですが、なくならない。その理由は何かを調べたら、昔の家は、建築の確認検査証が出
されていなかったために流通が阻害されていたということが分かった。それで、過去の法
律にさかのぼって、区長が建築検査証を出して流通を回復させることにしました。
このように、地域によって、また都市部と地方では状況が違います。ところが、自民党
に空き家対策推進議員連盟ができまして、全国で空き家が問題になっているので、法律を
作ってやろうということになってきました。私はその当時から、こういう法律を作らない
でほしいなというふうに、分権の観点から思っていました。資料には、時事通信が配信し
たものを掲載しています。議員連盟が秋の臨時国会に法案を出そうとしていた時期です。
国交省によると、現在 355 の条例があるけれども、300 近くの自治体が条例制定を検討し
ているという記事です。つまり、合計 655 の条例ができる予定だったわけです。ところが、
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法律ができるというので自治体は様子を見て、法律ができるなら作らなくていいのではと
いうように考えた。実際、平成 27 年の 4 月 1 日現在では 431 しか条例ができていないと
いうことです。ただ、平成 26 年に制定された空家法が非常にできが悪かったので、この法
律ではなかなか解決できないということで、その後、条例がかなり制定されるようになり
ました。
この空家法は、非常に硬直的な法律になっていて、危険な老朽家屋については、指導し
て勧告して命令しないと代執行できないとなっています。これらの手続きを省略できない
となっています。つまり、すぐに命令して、すぐ代執行をするということはできない仕組
みになっています。それから、非常に危なければ、すぐに緊急安全措置を取るといった規
定もありません。
それから、すでに制定されていた空き家条例では、法律にあるような空家計画を作ると
いう規定は条例にはありませんでした。ところが、議員が作る法律とか国が作る法律は、
自治体に計画を作らせるというのが多いのです。空家法では計画を策定できるという努力
義務規定にはなっていますが、ほとんど義務付けに近いものと言えます。なぜなら、計画
を作らないと国土交通省は補助金を出さないという仕組みになっていますので、かなり多
くの自治体が計画を作ることになっているという状況です。
次ですが、この空家法は、地方分権を全く理解していない法律であるということです。
つまり、地方でそれぞれの地域の実情に応じて解決する事柄を、国が一律の仕組みで、し
かも使いにくい仕組みをつくって解決しようというのは、そもそも間違っているというこ
とです。つまり、地域のことは住民、自治体が一番分かっているということなんです。し
たがって、地域に合った条例を作るのが一番いいわけです。それを全国一律の、しかも条
例をコピペしたような法律を作っているということが、
そもそもおかしいということです。
それから、法律の仕組み自身が不適切というのは、先ほど省略しましたけれど、空き家
の定義が、
「居住その他の使用がされてないことが常態であるもの」となっているので、長
屋の場合、例えば 5 世帯入っていて、2 世帯が空き部屋になっているという場合に、長屋
全体としては使用されているという状態ですので、法律が適用できません。ところが関西
などでは、長屋は結構あって、2 世帯がいなくなっていて、そこが危なくなっているとい
う長屋があるわけです。それには適用できないことになります。それから先ほど言いまし
たように、手続きがすべて省略できないという、非常に硬直的な仕組みになっている。
法律の仕組みが不適切な点としては、固定資産税に関して、先ほど見附市の条例につい
て言いましたが、緊急安全措置に同意すれば 2 年間は猶予するとか、豊前市のように段階
的に増税になるとか、そういう条例もあったわけです。ところが法律では、勧告したら即
増税になるという、これも一律の仕組みになっています。
議員連盟の国会議員、中心となった自民党の 3 人の国会議員が言っていたのは、この法
律でしか対応できない事項があるから法律を作る必要がある、と言っていました。ところ
がそういうものは全くありません。一つは、税情報の内部利用については、条例でもそう
いった取り扱いはできます。
また、略式代執行も法律がなければできないわけではなくて、
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条例でも規定している例があります。また、塩野宏先生は、代執行は、要件に関する認定
の話であると言っています。それから、住宅地特例についても、先ほど言ったように条例
で規定することは可能です。
本来は、国は国として措置すべきことをやるべきであると思います。例えば今、所有者
不明土地問題が出ていますが、民法の登記の問題や所有権の放棄の手続きが定められてい
ない問題とかについては、条例では対処できないと思います。こういう問題とか、空き家
が発生している根本原因、これは都市政策、住宅政策ということに関わってくる問題によ
って空き家が発生しているといえますが、そういうことこそ国がやるべきなのに、そうい
うことは全然、法律には盛り込まれていないということです。危険な空き家を撤去すると
いうことは必要ですが、対症療法です。したがって、空き家が発生して危険なものを撤去
しても、根本原因を変えなければ、また空き家が発生するわけです。
先ほど、法律の解釈が大事だという、石田市長さんのお話がありましたけれど、京都市
は、こういう条例を作りました。つまり、法律では長屋は対象になっていないので長屋を
対象にする。それからもう一つは、京都市条例では、前置なし命令が規定されています。
法律では、指導して勧告して、それから命令しないと代執行できないのですが、条例では、
前置なし、つまり命令を直にかけて代執行できるという規定を置きました。これについて
国交省は、空家法違反であると言っているようですが、京都市はできると考えています。
もちろん私も、上智大学の北村喜宣先生もできると考えています。これは自主解釈権です
ね。地方分権一括法の後に言われたように、市長さんご存じのように、自ら解釈できるん
です。ただ、法律の解釈権を持っているのは、唯一、裁判所だけです。したがって、国が
解釈したから正しいとは言えないのと同じように、自治体が解釈したから正しいとは言え
ませんけれど、必要性などきちんとした根拠を持って解釈すれば、できるわけです。
神戸市も同じように長屋が結構ありますので、神戸市は、法律で対象となってない長屋、
それから空き地を対象にした。あと、実効性確保のためのさまざまな規定を設けたという
ことです。
私は日弁連で自治体等連携センターの部会長をしており、自治体が独自に自らの解決策
を取れるように弁護士が支援することを広げていく仕事をしています。また、私が所属し
ている第二東京弁護士会で、空き家対策への自治体の取り組みはどうあるべきかというテ
ーマで、
「自治体は独自の条例制定で解決しましょう」というセミナーを実施しました。最
初に基調講演を上智大学の北村先生にやっていただいて、その後私が、空家特措法の問題
点を話して、最後に、パネルディスカッションをやりました。パネルディスカッションの
内容の一部を紹介させていただきます。
私は、パネリストの１人、国立市法務課長の中村さんに、
「空き家対策特措法は本当に必
要だったのか」と問いました。中村課長は、「職員としては、･･･法律があるとラッキーと
考えがちなんですけれど」、確かにそうですね。しかし、「法律があることによって条例で
できていたことができなくなったりですとか、各自治体がそれぞれの実情に合わせた政策
を取れなくなってしまったり、また独自に政策を考える力が付かなくなってしまったりと
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いうことがあるとしたら、法律があるということは人畜無害ということを超えて有害とい
うことになってしまうのかな」と。法律は不要と先ほど言いましたが、
「不要なだけではな
くて有害だ」と中村課長は言っています。私は、前例がないほど多くの条例が制定されて
いたという状況の中で、似たような内容の法律を制定するというのは地方分権に反すると
考えていますので、その旨を発言いたしました。
今ご紹介したのは、第二東京弁護士会でのセミナーですが、次の年にまた、今度は、日
弁連主催で空き家シンポジウムをやりました。日弁連が全国の市町村すべてに対してアン
ケート調査を行いました。国はこういうアンケートはやりません。なぜかというと、法律
は必要ですかとか、国交省のガイドラインは役に立ちますかなどを聞いていますが、国は
そういう質問はしないですね。このセミナーでもパネルディスカッションをやりました。
この日弁連セミナーでは、北村先生が基調講演で次のように発言しています。
「空き家施
策は、地域色の強いものであり、まさに、地方自治法 1 条の 2 第 2 項がいうように『住民
に身近な行政』である」「制定された空家法は、『条例をカンニングしてつくった条例並み
の法律』である」と。あと、空家法成立後のこととして、
「地域的課題に対応するために必
要な措置や手続きを条例に規定する例が増加している。2017（平成 29）年 12 月現在で、
230 余りある」と述べています。これは、法律は緊急安全措置の規定がないので、緊急安
全措置を定める条例というのが数多く制定されるようになったということです。これにつ
いては、法律のできが悪くてよかったと私は思っています。
さらに、北村先生は「空家法には、憲法 92 条、地方自治法 1 条の 2 第 2 項、同法 2 条
11 項・13 項が立法者に求める分権配慮が、まったくみられない」とも述べています。
私は、ガイドラインについても北村先生に聞きました。
「本来は国交省のガイドライン自
体が不要ということではないかと思いますが、どうですか」と聞くと、北村先生は、
「確か
に分権の観点からすれば、不要ということになるかと思いますが、国も市町村も分権慣れ
していない状態という前提で考えると、現実には必要なのでしょうね」と返されました。
確かにそうかなというのはあります。続けて、
「議員連盟の中に『分権時代の法律をつくる』
という意識が希薄だったことが問題です。法律はメニューだけ示し、その後は自治体に任
せれば、それで自分たちの自治力を鍛えていくわけですから、それによって遅れや進みが
あっても、それはそういうものだというのがこの時代であろうという気がします」と言っ
ています。最後の所で、私も、「条例でできない、あるいは自治体では手に余ることこそ、
国でやる。自治体ができることは自治力を活かして、自らの地域の実情に合わせて取り組
んでいく。これがまさに分権時代における地方政府、また中央政府の役割であるというこ
とがいえると思います」と発言させていただきました。
空き家対策に関して全国の自治体調査をしたのは大変貴重だという声がありまして、ま
た、セミナーも全国 37 カ所をテレビ会議で結んで行い、大変盛況でしたので、『深刻化す
る「空き家」問題』（明石書店）という本にして、2018 年 2 月に出版しました。
私としては、空家法について制定されたものを廃止しろというのは現実的ではないので
それは言っていませんが、地域に合った空き家条例を制定していただき、課題を解決する
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ということに取り組んでいくべきだというのが一つです。それから、都市政策、住宅政策
というのは国全体の政策として取り組む必要があると思います。では、自治体としてはど
うかというと、この分野で日本の自治体の権限は限られていますが、自治体行政全体の中
で、都市環境の中から見た空き家対策という視点を持って取り組んでいく必要があると思
っています。これは広域的な問題でもあるので、周辺の市町村ともよく協議する、そうい
った話し合いも、日本の場合には弱いですけれども、そういうことに取り組んでいかなけ
ればいけないというふうに考えています。
今日は、自治と民主主義ということでございますので、まず自治について言いますと、
地方自治というのは、中央政府のみに権力を集中させるのではなくて、政治権力を分立さ
せているという意味があります。教科書では、三権分立が権力分立だということですが、
これは水平的権力分立です。日本は議院内閣制で、しかも司法権が弱いので、水平的権力
分立は弱いです。それに対して垂直的権力分立はまさに地方自治です。昔は三権分立しか
書いていなかった学者が多かったのですが、最近は、憲法の先生も垂直的権力分立につい
て多くの人が書くようになりました。垂直的権力分立は、独立した地方公共団体があるこ
とによって、いろいろさまざまなことについて、国に対してものが言えるということはす
ごく大事です。国民の自由を守る役割を果たしていると思います。
次に、民主主義の観点からすると、国における民主主義、それから地方における民主主
義の両方が必要です。地方自治は民主主義の学校であると言われていますが、地方政府に
政治参加をすることによって、民主政治の裾野を拡大するということの意味というのは非
常に大きいと思います。
今日は空き家を題材にしてというテーマですので、空家法に関して言うと、地域の課題
として自治体が解決すべき事柄に、国が法律で介入しているということですので、これは
団体自治に反するということになります。
民主主義の観点からは、自治体における住民自治、これは首長と議会の政策議論、それ
から議会における熟議、住民参加、これに立脚することが重要です。空家法に関して言う
と、地域で解決すべき事柄を、地域の声を踏まえることなく、国会で硬直的な仕組みの法
律を制定した。また、先ほど言いましたように、議員立法ですけれども、条例制定に悪影
響を及ぼしました。住民自治に反すると言えます。
したがって、「空家法は、『団体自治』を侵害するとともに、『民主主義（住民自治）』を
形骸化させた」ということになります。
「特に、地方議会で、多様な選択肢を提示して、政
策議論を行った上で地域住民が判断するべきなのに、その範囲を不当に狭めた」とも言え
ます。民主主義は、先ほど國分先生もおっしゃったように、ロザンヴァロンのカウンター
デモクラシー、あるいはバウアーの討議文化、政策議論なき所に民主主義は持続できない
ということが言われています。そういった観点から言うと、民主主義を持続させる上でも
有害であるということになります。私は空家法は有害だと考えています。
先ほど國分先生がおっしゃった、
「国交省が地方分権をこんなふうに使っている」という
話がありました。そういうふうに都合よく使っているのですね。これは国は口出しできな
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いという話ですけれど、実はいっぱい口出ししています。最近でも、助言、勧告のレベル
にとどまらなければいけないものを、国が通知を出して地方公共団体を無理やり従わせよ
うとしているという例は多くあると思います。したがって、国における地方分権の言葉の
使い方というのは、都合のいいときには都合よく使っているということですので、その点
は誤解しないようにしていただきたいと思います。地方分権だから口出しできないと国が
思っているということはないということを、ここで申し上げておきたいと思います。
山口

ありがとうございました。続きまして、愛知県西尾市長の中村健さんから、
「西尾

市方式ＰＦＩ事業と住民自治について」というテーマで、ご報告をお願いします。
西尾市方式ＰＦＩ事業と住民自治
中村

皆さん、こんにちは。西尾市長の中村健と申します。簡単に自己紹介をさせてい

ただきますと、8 年間、市の職員をやっておりまして、その後に、1 期 4 年間、市議会議員
をやり、1 年前の市長選挙に当選して今、市長をやっております。そのときの市長選挙の
最大の公約だったのが、西尾市方式ＰＦＩ事業の全面的見直しでした。自分自身としては、
ＰＦＩ、一般論としては街づくりの手法の一つなので、全面的に肯定もしないし否定もし
ないのですが、西尾市でやってきた特殊なＰＦＩ事業については、これは西尾市の将来に
禍根を残すと思い、戦ってきたというところです。
このＰＦＩ事業は、すでに議決を得て工事が進んでいたので、選挙当選後は、工事をま
ず全面的にストップをさせて、見直し方針というものを明らかにして、現在、事業者側と
交渉をしているところですが、正直なかなか協議が難航しているというところは否めない
状況です。
今回、出演のご依頼をいただいたときに、主催者側のほうから、
「貴市における、ＰＦＩ
を用いた公共施設統廃合、再整備と、その見直しへの取り組みを事例として、政策決定を
巡る、市長や議会の役割、行政の在り方、住民とのコミュニケーション等の課題について
問題提起をお願いしたいと希望しております」
というメッセージをいただいておりました。
だから、西尾市がやろうとしたＰＦＩの説明をすることがメインではないのですが、簡単
に触れておかないと、多分、問題の本質が分からなくなってしまうので､説明します。
最初に、ＰＦＩがどういうものかとか、西尾市方式のＰＦＩがどういうものかというと
ころを簡単に触れさせていただいた後に、問題の本質であります、事業見直しの論点とい
うところをお話させていただきます。
昨今、官民連携で街づくりをというところが全国的にいろいろあるわけですが、いくつ
か段階がある中で、ＰＦＩというのは、
「民間委託の度合いが大きくて、公共性の担保の確
実性が小さいという、そういう特徴がありますよ」ということです。
従来型の公共事業ですと、設計ですとか企画ですとか工事というのをそれぞれ別個に発
注していたのですけれども、ＰＦＩ事業というのはその辺を一括して発注するというのが
一つの特徴です。あと、従来型の公共事業ですと、仕様発注といって、事細かに仕様を決
めて、
「こういうふうな建物を造ってください」という取り決めが大きいのですけれど、Ｐ
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ＦＩ事業はそこの部分が抽象的といいますか、
「こういうものを造ってください」というの
を、ある程度、抽象的な発注の仕方をするのが性能発注というもので、それも特徴の一つ
であります。
従来型の公共事業とＰＦＩの違いを分かりやすく言いますと、おすしを作ってもらうと
きに、従来型の公共事業では、例えば、
「新潟産のこしいぶきを 71 グラムで米酢を 12.5cc
で作ってくださいね」と、レシピを事細かに行政が示して作っていただく。それに対して
ＰＦＩのイメージとしては、
「握りずしを 1,000 円で、地場のものを入れながら、量より質
で女性に受けるようなものを作ってください」、そういうものがＰＦＩというふうに思っ
ていただけると一番いいのかなと思います。
その辺を言葉にすると、単年度契約に対して長期契約だとか、先ほど言いました、個別
発注に対して一括発注ですとか、そういった特徴があります。
あと、従来型の公共事業との違いとして、ＰＦＩが、プライベート・ファイナンス・イ
ニシアチブということで、民間の資金を活用するということにありますから、民間から資
金を調達するという特徴があったり、支払いについても、建物ができて、一括してそのと
きに何億円払うんじゃなくって、分割して何年かにわたって払っていくという特徴もある
ということです。
これがＰＦＩの簡単な説明ですけれども、それに対して、西尾市が行おうとしたＰＦＩ
事業の特徴というものを少し説明させていただきたいと思います。
通常、他の自治体で行われているＰＦＩ事業というのは、例えば市営住宅をＰＦＩでや
りますとか、給食センターをＰＦＩでやりますというように、個別な事業に対してＰＦＩ
という手法を用いて、事業者側に発注する形式です。ところが西尾市のものは、プールを
造って、給食センターを造って、市営住宅を造って、公民館を造って、施設の取り壊しも
やって、施設の維持管理もやってというように、すべて一つの事業体に発注するっていう
もので、契約期間が最長 30 年で、当初は 300 億円を超える契約をやろうとしておりまし
た。
西尾市の特徴として、サービスプロバイダー方式ということが言われているのですが、
通常のＰＦＩ事業ですと、大手ゼネコンが一番おいしいところを持っていってしまって地
元の企業の参画意識が少ないということで、ＳＰＣ（Special Purpose Company）という、
要は市が契約する相手側の事業主体の構成メンバーとして、愛知県内に本店または本社を
置く企業しかなれませんよ、という縛りをかけます。西尾市内だけですと、事業をやれる
だけの企業が集まらないということで、
「愛知県内」と範囲を少し広げました。個人的には、
そこは一つの狙いとしてはありなのかな、というふうに思っています。
従来型のＰＦＩの問題点として、先ほどもお話しした、地元の参画企業が少なく、大手
建設企業が中心のＳＰＣとなってしまうことがあります。また、仕様発注というのが従来
型の公共事業に対して、性能発注というのが本来のＰＦＩの特徴なのですけれども、性能
発注を求め過ぎてしまうと、抽象的過ぎて、何を造るかということが、できる段階まで分
からないという恐れがあります。実際に他の自治体で行われているＰＦＩ事業というのは、
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一応、性能発注という名前ですけれども、従来型の公共事業にすごく近い発注方式を採っ
ているという特徴があって、それを当初の西尾市としては問題だろうということで、仕様
発注ではなくて性能発注的な要素を強めたＰＦＩ事業をやろう、ということで進めていま
した。
西尾市方式のＰＦＩ事業の特徴といたしまして、そうした、当初の反省点と言っていた
部分を踏まえて、地元の運営企業中心の企業構成にしたというところが一つと、後は先ほ
ど言いましたように、多種多様な事業を市内の複数の地域で行うものですから、個別の、
大局的な視点で民間事業から提案をしていただけるような形のエリアマネジメントという
ものが次の特徴です。三つ目が、市民ワークショップなどというところで、従来型のＰＦ
Ｉですと、市民ニーズというものは事前になかなか記載をしなかったのですが、市民ワー
クショップをやって、市民ニーズも記載をした、一応そういうことでやってきておりまし
た。
他の特徴として、量的な評価よりも性質部分での評価を重視しているというものがあり
ます。それ以外にも、
「要求水準に対する代替案、ヴァリアントビッドの採用」があります。
これ、何が言いたいかと言いますと、西尾市方式の特徴として、性能発注の要素をすごく
強めたいので、ただでさえ市側の発注の内容が抽象的なんですけれども、それに加えて、
企業側で住民サービスが向上する形でもっと違う提案があれば、市側の要求水準にない提
案をしてもいいよというところまで入れてしまったので、より分かりにくいＰＦＩになっ
てしまったというところがあります。
簡単に西尾市方式の特徴を説明させていただいたのですが、ここからが本題で、それで
は、なぜ西尾市において、それが市長選挙で市を二分するくらいの問題になったのか、と
いうところを考えてみたいと思います。
一つ目が、
「事業を進めていく上での情報公開の妥当性」ということで、公金の使用に対
する説明責任と、事業者側のノウハウの保護のところが対立いたしました。事業を進めて
いく上では、議会の議決が 2 回必要となります。1 回目が債務負担行為という、要は、予
算的な枠を設定しますよということを、議会に求めていくところです。当初、市が事業者
側に発注する予定だった、300 億を超える予算枠を、議会にお願いしますと当局側が言っ
てきたのですが、その積算根拠を教えてくれと言っても、それは事業者側の提案に支障が
あるから教えられませんと言っておりました。ＰＦＩ事業というものは民間のノウハウを
活かすわけなので、民間への配慮が一定程度必要だとは思うのですが、だからといって公
共事業であって、税金を使う事業に対して、そこの説明責任という部分で、民間企業のノ
ウハウを守るために積算根拠も言えませんと言ってしまうと、それでは、議会は何を根拠
に賛成か反対か決めるんだということになり、その材料すら全くなかったというのが一つ
目であります。
二つ目が、
「仕様発注の要素が強く、代替提案を可としたことによる影響」というところ
です。要は従来型の公共事業だと、どういうものができて、幾らぐらいの工事費になるか
というのが、事前に、できる前の段階で、議会にとっても市民の方にとってもある程度イ
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メージがつくのです。しかし、今回、西尾市が行ったＰＦＩ事業というのは、そこの部分
が、よく言えば民間事業者側の創意工夫の余地を大きくするために、あえて縛りを緩くし
たというところで、つくる側からすれば、それはいいとも考えられるのですが、実際に受
益者である市民からすれば、一体何ができるのかが分からないままに、どんどん手続きだ
け進められてしまって、本当にこれがいいのかという不安感ですとか、納得できないとい
う感情がすごく高まっていた、ということがあります。
3 点目が「競争性の確保」というところで、事業者募集、応募から締め切りまでを、確か
3 カ月でやってしまいました。先ほど、あれだけの多種多様な大きな事業を、事業者を募
集して、事業者も 1 企業ではできないのでいくつかチームを組んで応募してくるのですが、
3 カ月でできるのかというのが、事前の段階でかなり懸念されておりました。また、応募
事業者が手を挙げる前の段階で、どうやらここがやるらしいぞというのが巷で流れていて、
実際にその企業チームだけが手を挙げたので、
「茶番じゃないか」という批判もあったとい
うところです。
あともう一つ、ＰＦＩ事業というのは、公の施設を使って民間に利益を上げていただく
という特徴もあります。これ自体がいいか悪いかというのも一つの論点なのですが、ただ、
そういう公の場所とか施設を使って民間が収益を上げていただくにあたっては、やっぱり
手続き的な適正さが非常に大事であって、そこの部分が、当初から出来レースではないか
というような手続きの中で収益まで上げさせてしまうと、それは公共のあり方としてどう
なのかという批判がすごくあったというところです。
最後、4 点目ですが、
「事業を進める市の姿勢」というところです。先ほど國分先生のお
話の中でも、ＤＡＤ型手法というものが出てきましたけれど、西尾市はまさに典型的にそ
れをやっておりまして、議会の議決を得た段階で、市民説明会はやりました。回数もすご
くやりました。ただ、何回か自分が、当時、議員としてその場に出ていた限りでは、市が
進めたいことを説明するだけであって、参加者の住民の方々が意見を言っても、それをく
み取ろうという姿勢が市のほうに全くない。逆に、市民の言っている意見が少し間違って
いれば揚げ足を取るようなことを市がやっていたので、結局、その住民説明会に来ていた
住民の満足度からすれば、多分、説明会に来たことで逆に不安感とか反発感が高まってし
まったという、そういったデメリットもあったのかなというふうに思っています。
実際に今、市長として市政運営に携わっていて思うのですが、行政はある段階から後戻
りできなくなってしまうということがあって、その後戻りできなくなってしまった段階以
降に説明会などをやったりしても、それはもう力業で通していくということになります。
多分、西尾市以外の自治体もやっているだろうというふうに思います。
それでは、どうやって市民の意見を聞くかというところが非常に大事になるのですけれ
ども、それは意思決定前の段階で、ある程度、たたき台の段階とかで、
「こういうふうにし
たいと思います」と住民に投げかけて、まだ修正の余地がある段階でご意見を聞かせてい
ただいて、それを踏まえて最終決定をして、その決定事項を進める、そういったことが必
要だと思います。その手法としては、地区別の懇談会をやってもいいだろうし、審議会を
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やってもいいだろうし、ネットを使ってもと、いろいろ手法があると思うのです。そうい
った、住民との合意形成のプロセスをどうやっていけばいいのかというところは、非常に
重要なところであって、そこを間違えてしまうと、行政で進めてきたことに住民が大きく
反対することになり、その反対で政権が変われば今までのことが全部覆されるわけなんで
す。
私は、今回は西尾市方式のＰＦＩ事業は見直しをして良かったという立場ですが、そう
いった大幅な事業見直しばかりやっていると、正直、市政が停滞してしまうというところ
があります。それを避けるための工夫というか、どういうふうにやっていくのかというと
ころは、行政としての姿勢は改めないといけないかなと思っています。
最後に少しだけ補足をさせていただきたいのですが、今回、西尾市がこういう状況にな
ってしまった一つのまた別の理由として、西尾市としては初めてＰＦＩ事業をやるという
ことがあります。市としてノウハウがない中で、コンサルタントの力が必要なのですけれ
ど、コンサルが提唱していたものをそのまま丸々受けてしまって、市としてどうしたいか
というよりは「コンサルに使われてしまったのだろう」というふうに思っています。なの
で、コンサルの力は必要ではあっても、当事者は市であって、市としてどうしたいのかと
いうところがないままに、コンサルの言い分だけを聞いていると、住民と乖離してしまっ
て今回のようなことになるのかなというのが一つあります。
あと、西尾市の議会は、追認機関と呼ばれている議会によくあるように、通常は、一部
の政党の方以外は全面的に、どの議案に対しても賛成という議会でありました。その議会
においても、今回の案件では、大体 6：4 くらいに賛否が拮抗したということ自体が、数年
に 1 度あるかないかという事態だったということです。そして、賛成していた側の議員と
しては、具体的に問題点とか本質も分かった上で賛成していたかというと、私としては、
どう見てもそうは思えなくて、要は「当局側がやりたいと言っているのだから、やらせれ
ばいいじゃないか」という、いわば惰性で賛成をしていたということがあります。
そういったことがあると、歯止めが利かないですよね。議会は、制度上はチェック機関
であって、一人ひとりの議員がしっかりと自分の頭で考え、駄目なときはしっかりと駄目
と言わないと、最後の歯止めが利かず、今回のようなことになってしまったのかなあ、と
いうふうに思います。
また、300 億円の事業自体は、現在、見直し方針の内容に従って事業者側と交渉してい
ますけれども、通常のＰＦＩ事業の契約書とかですと解除規定があるので、一部解除とか
をすれば、それに伴って幾らくらいのパーセンテージの違約金を支払う、などとなってい
て、多分スムーズにいく。しかし、西尾市のように解除の規定がないということで、
「それ
では解除をどうするのだ」ということになり、もつれてしまっています。
そもそも事業が止まるということは想定されていなかったことも問題ですけれど、事業
者側はやっぱりやりたいという考えなので、民意を得て新しく市長になった私がいくら「見
直しだ」と言っても、しばらく平行線が続いているというところです。
山口

どうもありがとうございました。お三方からそれぞれ事例をお話しいただきまし
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た。では、これからディスカッションをしたいと思います。かなり性格の異なる事例が並
んでいるので、司会としてどういうふうに議論するかを考えていたのですが、一つの論点
として、団体自治と住民自治という、まさに中村市長が使った言葉が、やはり大事だと思
うのです。
それで、犬山市の教育、それから空き家条例、これはそれぞれ団体自治の話で、どうい
う形で実践してきているのかというご紹介があったのですが、例えば教育委員会の活性化、
あるいは犬山方式のいろいろな独自のカリキュラムや教材作りなどについて、親や子ども
自身、あるいは地域の人たちがどういうふうに参加し、つくっていったのかということで、
何かお話があればぜひ聞きたいなと思いました。空き家の話も、住民自身が参加をして、
街づくりという観点から空き家問題に取り組むみたいな事例があれば、ぜひお話しいただ
きたい。それから、西尾市の場合は本当に、今かなり紛糾している状況で、大変そうだな
というお話は伺ったのですが、そういうデッドロックを打開していく上でも、納税者、市
民の声はすごく大きなてこになると思うのですが、その点、市長として、住民のパワーを
どういうふうに活用するか、何かお考えがあれば伺いたいと思います。では、まず石田さ
んからお願いします。
住民パワーの活用
石田

先ほどの私の話は団体自治の話です。続いて住民自治について話をします。住民

自治とは市民の自律心、いわゆる草の根から湧き上がる多様な民主主義のガバナンスと考
えます。本来、人間社会は顔が違うように考え方もバラバラです。正直、烏合の衆のよう
なところも無きにしも非ず。その烏合の衆を一定方向に向けて引っ張っていくためには力
がいる。そのためには、まず全体の 2 割を固めることが大事と考えます。6 割は引っ張る
力が強ければ引っ張られる勢力です。その 2 割を固めるためには、明確なビジョンと理論
が必要と考えます。明確なビジョンを掲げたら、強い意志をもって市民に働きかけていく
ということが大切かと思います。それが、住民自治の教育プロセスだと思っています。
山口

ありがとうございます。では幸田さん、よろしくお願いします。

幸田

住民参加で空き家対策、街づくりに関わっている事例ということですが、空き家

対策は、大きく三つの柱から見るべきであると言われています。
一つは、空き家が老朽化して危険になって、周りの生活環境に悪影響を及ぼす場合に、
当該家屋を適正に管理することや家屋を撤去するといったことが必要となります。これは、
いわば対処療法ですが、条例なり、法律なりで対応しています。
二番目は、空き家の利活用です。商店街の中の空き家を再生するとか、あるいは商店街
でなくても、空き家を地域の中で利活用していく。空き家は単に壊せばいいというもので
はなくて、利活用できるものは活用したほうがいいと思います。これについては、先ほど
紹介した『深刻化する「空き家」問題』という本の中で、尾道の例を取り上げています。
尾道は全国一、空き家再生で成果を上げているとも言われていますが、ＮＰＯ法人尾道空
き家再生プロジェクトが自治体とも連携して、地域の人たちとも話をしながら、移住希望
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者の話もよく聞いて大変丁寧にマッチングをしています。これはなかなか自治体職員では
できないことですね。ただ、ＮＰＯ団体は、民主的正統性の面での問題もありますので、
そのＮＰＯ自身の透明性とか、あるいは住民との関係性を確保するなどによって、選挙で
選ばれた存在ではないけれども、民主的正統性に準ずるような、住民から活動が認められ
るかどうかというところは、一つのポイントになると思います。
三番目は、街づくりという面では、日本の場合には、都市計画の権限については基礎自
治体にかなりの程度移譲されましたが、もっと広い意味での、ヨーロッパですと交通計画
とか、そういう街づくりに非常に関係する中心的な権限というものは、自治体に与えられ
ていません。総合的な土地利用計画、住宅政策などの各種政策を基礎自治体がきちんとマ
ネジメントできるような権限が必要だと思います。そして、そういったことを関係者が話
し合う場も重要で、プラットフォームをつくって話し合っていくことも必要であると思っ
ています。
山口

特に空き家は財産ですから、多分に住民参加というと、いろいろな住民の声があ

って、例えば固定資産税を上げるみたいな、要するに、古い家をそのまま置いておき、住
んでいなかったら税金を上げるぞみたいな話については、当然いろいろな反対も出てくる
でしょうし、住民の声を集約することの難しさがとても大きい分野ではないかと思うので
すけれど、いかがですか。
幸田

その点については、アメリカでは、ランドバンクという、いわゆるコミュニティ

ベースの組織があって、空き家にしても、あるいは所有者が不明の土地についても、どう
やって利用するかということを住民が、ここまでやるのかというぐらいしっかりと議論し
た上で、その活用をしています。地域公共の総意というのが公共性の基本であるというこ
とが実践されているわけですね。日本ではそういった、地域住民がどうするかを議論する
というよりも、使っていない土地があればどこかに集約して民間に売却するとか、先ほど
のＰＦＩかどうか分かりませが、そういう発想になってしまう。そうではなくて、地域で、
みんなで街をどうするかという中で議論していくということが大事なんです。日本ではそ
こまでの取り組みというのはほとんどないですね。今のご質問については、住民自治とい
う観点からは以上のようなことだと思います。
山口

では中村さん、お願いします。

中村

僕は、住民のパワーという観点で言えば、行政として、住民の皆さんと向き合う

ことができるかどうかに尽きると考えています。市民主役とか協働だというフレーズを掲
げるのは簡単ですけれど、例えばそういう住民説明会とか意見交換会をやったときに、手
続き上、仕方なくやっているのか、本当に意見を聞こうとしているのかというのは、来た
人は絶対に分かるんです。そういうときに形式的にやっていても、住民満足度というのは
高まらない。住民の皆さん、多種多様な意見が出るけれども、それを本当にしっかり受け
止める覚悟を持って向き合えるかどうかだと思っています。
あと、例えば何か審議会とか他のことでも、市政に反映させるために、一般公募で市民
の方を募集するときでも、集まらなかったらどこかの団体に声をかけたり根回しをして穴
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を埋めようとか、そういうことも僕は必要ないと思っています。あるがままの現在の状況
を受け入れればいいだけであって、いなければ、そういうニーズがないだけだし、それを
建前上うまく見繕うために操作しようとか考えてしまうと、それも駄目です。しっかりと
胸を開いて覚悟して、ありのままを受け止めて市民の皆さんと向き合って意見を聞こうと
いう姿勢ができるかどうかだと思います。それができれば、きっと住民の皆さんの、行政
に対する信頼感とか期待も変わってくると思うのです。行政運営に対してもある程度、市
役所の職員さんは頑張ってくれて、俺たちのためにやってくれているんだ、という前提の
中での話になってくると思うので、大きな反対とかも起きないと思いますし、そこができ
るかどうかかなというのが率直な印象です。
忖度の序列
山口

ありがとうございました。私が考えた二つ目の論点は、石田さんのお話の中にあ

った、「忖度の序列」という言葉です。実は、日本自治学会は 1995 年以降、分権改革の熱
気の中で関わった学者、あるいは実務家、ジャーナリストのつくった学会であります。初
代の会長は、私の師匠でもある西尾実先生で、その次が神野直彦先生。最近、その分権改
革の熱気が少し低下してきた。それは学会だけじゃなくて、世の中全体で分権を求めてい
くエネルギーが低下して、中央の言うことを聞くとか、要するに自治体自体が疲弊してい
るという問題もあるのですが･･･。そういう中で、自治体の側の主体性とかイニシアティブ
とかが、現状どうなのか、あるいはそれをもう 1 回強めていくにはどうするのか、それぞ
れのテーマに関連してお話しいただければと思っています。
特に、石田さんをお招きして教育の話を聞かなければと思ったきっかけは、名古屋の公
立学校で、前文部科学事務次官の前川さんを呼んで講演したときに、文科省がいろいろと
介入をして、
「どういう話があったのか報告せよ」と言ったことがあったことなのです。あ
のときは、現場の校長先生がものすごく見識のある方で、文科省の圧力をはねのけたとい
う印象があったのですけれども、ここまで地方分権が進んでいるはずなのに、なんであん
なことを中央官庁の役人が言うのか。たまたま名古屋でよかったけれど、ああいう話は実
はみんなが知らないところでまだまだいっぱいあるのでは、という問題意識を持っている
のです。それぞれのお立場で、忖度の構図を打破していく、例えば、空き家問題であれば、
国の法律があるけれども、それぞれの自治体で、自分のニーズでルール作っていこうみた
いな、そういう機運を高めていくためにはどうするのか、そんなことを一通りお話しいた
だければと思います。
石田

とても重要なご指摘です。結論から言いますと、政治家がもう少し知性を磨かな

ければダメです。自ら顧みての反省ですが、弁護士だって医師だって国家試験があります。
学者は本を読んで論文を書かなきゃいけません。政治家の試験は選挙ですが、インテリジ
ェンスが微塵もない権力闘争の世界です。
保守系の一部の政治家には、学者など難しいことを言うのは頭が悪いからだと平気で発
言する人物がいます。先般の緊急事態法を巡って、憲法 9 条の解釈を憲法学者の 8 割が反
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対しても、民主主義では国民の代表たる俺たちの方が偉いんだと思っているのです。有権
者も、知性ある政治家を選ぶことが大事です。私がもらったある手紙に、
「地方議会」を「痴
呆議会」と書いてきた人がいました。明らかなワープロの変換ミスではありますが、まさ
にブラックユーモアです。
山口先生のご質問からそれましたが、文科省の前川喜平さんの件です。私が犬山市長の
時、全国統一学力テストに反対しましたし、衆議院の文科委員でしたので前川さんとは親
しい仲ですが、彼は官僚の鏡です。例の加計問題で、
「ダメなものはダメ、やれないことは
やれない」と発言し、政治マターへの忖度を撥ね退け三権分立を可視化しました。にもか
かわらず、先般の文科省の名古屋市教育委員会への関与にはあきれます。先ほどの幸田先
生のお話にもありましたが、地方分権改革を経て地方教育行政法も変わりましたし、地方
に対する国の関与も見直されました。なのに、あの一件は全く文科省の意識が変わってい
ないという証拠です。
私の経験では、中央官庁の中で気の毒だが文科省は力のない役所です。財務省に予算を
削られ、経産省には教育方針で下風に立ち、近年は少子高齢化で厚労省には仕事を取られ、
ストレスがたまっていたのではないですかね。だから、上から目線でものの言える地方の
教育委員会にウサバラシをしたのではと勘繰ってしまいます。教育の理念に無知な、教育
委員会の何たるかも知らない知性の欠如した与党の国会議員に圧力を加えられ、名古屋市
の教育委員会に関与したのではないでしょうか。
山口

では幸田さん、お願いします。

幸田

忖度の序列ということですけれども、地方自治で言うと、
「補完性の原理」という

ものがあります。この原理そのものではないのですが、市町村がまず優先される、次が都
道府県、最後が国という順番を踏まえると、基本は、地域に一番近いところの市町村の考
えをきちんと踏まえて、それを反映して都道府県が仕事をすると。さらに、市町村、都道
府県の考えを反映して、国がきちんと仕事をするということが求められます。これは、い
わゆる忖度とは逆で、ボトムアップでやっていかないと地方自治の世界はダメだというふ
うに思います。
それに対して、今はむしろ逆になっていて、国の考えを県が忖度して市町村に物を言う。
県は結構強いですから、県知事が言うとなかなか市町村も逆らえないというような状況が
出てきます。こういったことを打破していくにはどうしたらいいかということですが、山
口先生が言われた、空き家問題に関して、忖度の構図を打破していくのにはどうするか、
法律があっても独自の条例をどんどん作っていくにはどうするかについては、もちろん
個々の自治体が積極的に取り組んでいく気概を持つことが大事ですが、みんなで渡れば怖
くないということで、自治体が連携することも重要と思います。
あと、國分先生が先ほどおっしゃった、住民の権利からの視点が重要であると思います。
日本は住民の権利が弱いのです。先ほどの、公共施設のＰＦＩの話もありましたが、公金
を使って公共施設についてＰＦＩで造る、あるいはいろいろな仕事を自治体が民間企業に
やってもらう場合に、住民は直接、その民間企業に対して権限を行使できるようにしなけ
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ればいけないと私は思います。例えば、自治体に対して情報公開請求するというのは、
「知
る権利」です。でも、地域で民間企業が周辺に影響を及ぼす事業、産業廃棄物処理施設、
あるいは公金を使って民間が行う事業、指定管理者もありますし、民間保育所もあると思
います。これらの民間に対して、住民が直接さまざまな資料を要求したり、あるいは検査
したり、そういう権限がなければいけないと思います。これは、行政に対する「知る権利」
とは異なるものですが、住民自治の権利として認めていくべきだと思います。
現行法でも一部あることはあります。例えば、産業廃棄物処理法第 8 条の 4、第 15 条の
4 では、周辺住民に処理施設の維持管理に関する一定の記録の閲覧を求める権利を認めて
おり、住民から民間企業に対する直接の権利行使の一例と言えます。こういったことをも
っと広げていかなければいけないというふうに思っています。
今年、日弁連で、作るのに 2 年半かかったのですが、公共施設の合意形成の手続きを定
める条例というモデル条例を対象にセミナーをやりました。これは、重要な公共施設を設
置、統廃合などする場合に、住民との合意形成の手続きをきちんと取らなければいけない
ということを条例で保障するというものです。先ほど、市町村、都道府県、国という順番
と言ったのですが、市町村のもとには住民がいるということを、もっと日本では重視すべ
きですね。先ほど國分先生がおっしゃった住民の権利ということを確立しないといけない
と思います。日本では環境アセスメントも極めて低レベルです。「情報の入手の権利」「意
思決定過程への参加権」
「司法アクセス」を柱とするオーフス条約を日本は批准していませ
ん。これは本当に変えていかなければいけないと思います。
山口

中村さんがおっしゃった話は、国や県との関係というのはあんまり出てこなかっ

たんですが、今のお話に関連して何かお気付きの点があればお願いします。
中村

僕が背負っている十字架というのは結構重くて、今、西尾市内で民間事業者に土

地を買収されて、国内最大規模の産業廃棄物最終処分場を業者が造ろうとしている話があ
ります。僕はそれも選挙の公約で断固反対をしていくということで訴えて、今、取り組ん
でいるわけです。しかし、産廃最終処分場の許認可権は県が持っています。愛知県は産業
県ですので、知事が直接言ったわけではないのですが、
「愛知県としては、そういう処分場
は必要としている」と表明しています。
そうした中で、県に忖度をすれば、住民向けには反対の体裁を整えて、裏で県と手を握
っていて、
「県が許可したのだから仕方がないよね」というのが一番いいのでしょう。しか
し、それはやれません。僕は先ほど言ったように、住民の方を向いて行政をしないといけ
ないので、本当に地域のため、住民のために必要でないと思えば、そこはしっかり反対を
していかないといけない立場であって、そうすると、恐らく県との関係は確実に悪くなる
のですが、それを腹をくくってやれるかどうかというところです。そこは、腹をくくって
選挙に出ましたので、しっかり主張していきたいと思っています。
基調報告者からの質問
山口

基調報告された國分さんから,質問があるようです。
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國分

石田先生には、どうしたら議会が面白くなるのか、幸田先生には「公金を使って

住民が直接、情報公開を求めたりする権利をもっと認めるべきだ」とのご発言の具体的な
事例、中村市長には「市民の意見を本当に聞きたいと思ってやっているかどうか」とのご
発言の具体策、をお聞きしたい。
石田

中央の行政構造が中央主権なら、地方議会の意識も中央隷属です。もともと中央

は議員が長を選ぶ一元代表制ですが、地方議会は長と議員を別々に選ぶ二元代表制です。
本来、地方議会は住民サイドに立つ、存在そのものが野党的役割なのに、地方議会も与・
野党に分かれ、与党は執行側の意見の代弁者となり、全国地方議会の与党の質問はほとん
ど出来レース。執行側から渡された原稿まる読みの、議員バッチを付けた職員みたいな人
もいます。そもそも初めから勘違いが生じています。だから議論がドラマティクにならず
無味乾燥です。
犬山市の例ですが、今年ニューヨーク市生まれのアメリカ人が議長になりました。しが
らみがなくアメリカ人のフロンティアスピリットを発揮し、フリースピーチといって平日
の夜や日曜の昼に市民から直接発言を聞く機会を作りました。発言者を抽選で決めるほど
人気があり、傍聴席は満席です。議員より一般の市民の声の方が型にはまらず面白いと今
話題になっています。奇人・変人が世の中を変える好例です。
そもそも市民は政治的発言をしたくて、もやもやしているのですから、議会はその内発
力を引っ張り出すべきです。
私の経験から考えると、長に力があり少々議会がゴタゴタしても乗り切る自信があり、
市民の自由な発言を誘発すれば、議会に内発性が生まれ議論が面白くなり活性化します。
キーマンは長の政治センスというような気がします。
幸田

國分先生からのご質問の前に、議会について。議員間討議は国会もやっていない

わけです。党首討論をたまにやっていますが、ほとんどすれ違いですね。党首討論とは言
えないレベルです。何が言いたいかというと、先ほど石田先生がおっしゃったのですが、
国会議員よりも地方議員のほうが、地域の住民の声を踏まえているし、相当レベルが上で
あると思っています。これは、国民も間違えているのです。私は、法案を作るときに国会
議員にいろいろ根回しして話を聞きますけれど、国会議員より地方議員のほうが上だと思
っています。地方議会改革も相当進んできていて、確かに自治体の数は多いですから、進
んでいるところとそうでないところの差は大きいですが、結構頑張っていると思います。
そこは勘違いしないでほしいと思っています。
それで、ご質問いただいたことについてですが、一つは、まちづくりについての住民の
権利があるとして、最近、関西で、
「まちづくり権」訴訟が起きています。住民自治を根拠
とする街づくり権は、自分の住む「まち」をどのようなまちにすべきかについて自分の意
見を述べ、様々な利害関係人、企業や行政との協議の場を通じて自己実現していく過程そ
のものが法的保護に値すると考えて、まちづくり権は、具体的な裁判規範として差止請求
あるいは損害賠償請求の根拠となり得ると主張しています。ドイツは、F プラン（土地利
用計画）、B プラン（地区詳細計画）について、住民の意見表明の機会が保障されるととも
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に、最終的に不服がある場合には住民が訴えることができます。また、パブリックコンサ
ルテーション（公開聴聞）も大変丁寧にやっています。
もう一つは、今日の話で言うと、ＰＦＩについて、施設を造るときにどういう手法で造
るのかということを住民と一緒に議論しないと駄目だと思います。公共施設の合意形成に
当たっては、指定管理者にするのか直営にするのかなどの管理運営方法についても、住民
と一緒に議論するということが必要だと思います。
3 番目は、私が実際、ある首長さんから依頼を受けて、条例を作りました。産業廃棄物
施設などについて、許可制度を導入して、当該施設の周辺環境への影響などについて住民
と見解のやりとりをする手続きを導入しました。
「地下水にどういう影響ありますか」とか
そういうことをやりとりして、企業側からの説明が不十分な場合には再見解書を出しても
らう。やりとりに合理性があれば、継続できますが、合理性がなければ打ち切る形になり
ます。その後は許可基準に従って自治体が許可するという条例を作りました。このように、
住民が、施設がどういう影響をもたらすかということをきちんと判断できるような仕組み
が必要であるというふうに思っています。
中村

「市民の意見を聞く」ということですが、まず市長という立場は最終決定権者な

ので、職員としては、住民の場に出して変なこと言われると困るので出したくないという
のが本音でしょうが、なるべく私は出席するようにしているというのが一つ。あとは、審
議会などでは、事務局と会長さんが大体のシナリオを作って、そこに誘導しようとしてし
まう傾向がなきにしもあらずですが、一定の議論を収束させるための方向付けは大事です
が、最初から結論ありきみたいな誘導は極力しないようにするということです。最後は、
住民との意見交換会などで、事前に質問があれば提出してくださいというやり方をしてい
たときもあるのですが、事前に質問をいただくと、しっかりとした回答ができるというメ
リットはあるのですが、それだけで終わってしまう。なんか出来レースのような感じにな
ってしまうので、しっかりと自由な意見交換の時間を確保し、
「何を言っていただいても結
構ですよ」という時間を確保するように努めています。
＜会場の質問に答えて＞
＊自治体の情報提供
Ａ

自治体は、市民への情報提供の仕方を工夫して、関心を持ってもらいやすくする必

要があるのでは。
中村

私が市長に就任して以来、職員に言っている一つに、
「伝えるのではなくて、伝わ

る広報をしよう」ということがあります。アリバイづくりとして伝えることは、
「市の広報
誌に載っていますよ」などと言えばいいのでが、それでは読者というか市民が見ているか
というと、必ずしもそうではないですよね。あと表現についても、伝わることが大事なの
で、専門用語をできるだけ使わないとか、伝える工夫をしてほしいと。媒体についても、
紙媒体の広報誌だけではなくて、今であればＳＮＳを使うとか、西尾市としては、そうい
った手法も含めて、しっかりと考えるようにという指示を職員にしています。そこが大事
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なところかな、というふうに思っています。
山口

今のお話を聞いて、もう一つのポイントは、市民力をいかに養うかという問題で、

これは広い意味の社会教育、政治教育だと思うのですが、石田さんから何かお話はありま
すか。
石田

市役所の職員教育は大切です。
「職員は備品、議員は消耗品」とは大森彌先生の言

葉ですが、自治体職員は市民の財産です。議会と市民が職員を教育し、自治のためにうま
く活かす気持ちが必要と思います。それから何といっても議員です。生きた言葉と生きた
議論をする議会になってほしい。慣習と形式と規則に縛られ過ぎている。一例ですが、ほ
とんどの地方議会は質問者が執行側にではなく議員に向かって質問しています。これは、
おかしい。あんなことは質問者の演壇の向きを変え対面の位置にすれば済むことです。ま
た、事前に議会での質疑の打ち合わせを徹底した脚本を書かないことです。犬山市議会は
私の提案で即この 2 点を改革しました。
今、私の胸中にある改革案は、自治体の選挙管理委員会改革です。選管は選挙を管理す
るのではなく主権者教育をすべきです。自治体の優劣を測る指標に投票率を加えたらどう
かと考えますが、投票率を上げるための社会教育・政治教育は選管の仕事です。
＊分権と平等
Ｂ
石田

分権を進めて行く上で、平等というものをどう前提にしなければいけないのか。
非常に難しい問題です。平等は民主主義の原理ですが、永遠の未完成交響曲です。

マックスウェーバーが「政治とは固い板に錐で穴をあけるような行為である。力を抜くと
そこで止まる」というようなことを言っていますが、その通りでしょう。理想を掲げあき
らめずに進むことであると思います。また民主主義は多数決主義でもありますから、一票
でも足りなければ少数派は敗退し切り捨てです。言ってみたら平等と民主主義の多数決と
は矛盾します。しかし真の民主主義とは、少数派にも耳を傾け、多様な考え方も包含する
精神であると考えます。
中村

実際に市政運営をやっていて、人口が増えて税収も増えている時代だったら、結

構、
「平等」と悠長に構えていても大丈夫だったかと思うのですが、今はなかなかそんなこ
とを言っていられる時代でもないのかな、というふうに考えています。今後は公民連携と
か協働の時代などと言われるわけですけれども、例えば、ある業界でも、やる気がある企
業と全然後ろ向きな企業とでは姿勢が違っているわけです。行政としては、そういうやる
気のある企業と仕事をしたい。ですから、手続き的な公正とか平等というところは、一定
は担保しないといけません。しかし、落ちこぼれを防ぐ社会も大事ですけれども、それだ
けでなくて、伸びるところを伸ばすということをやっていかないといけない。平等だけで
は難しくて、そこは担保しつつも、やる気があってしっかりと頑張ってくれるところをい
かに市政に参画してもらえるか、というところに知恵を使うことも大事なのかな、という
のが正直なところです。
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＊西尾市のパッケージＰＦＩへの住民の賛意等
Ｃ

中村市長に質問します。西尾市のパッケージＰＦＩは、どのくらいの住民の賛成が

あったのか、その後もっと広く募集をかけて、より良い提案を求めるということはできな
いのか。また、公共施設を民間事業がやると、収益を上げてしまうのが問題の真意は。
中村

まず第 1 点目ですけど、住民投票をやったわけではないので厳密な数は分からな

いのですが、議会の議決の部分では、賛成が 15 で反対が 11 でした。一方、市長選挙は、
僕が 5 万 8,000 票取って、現職が 3 万 1,000 票だったので、ほぼダブルスコアだったとい
う状況です。
2 点目につきましては、今ある契約を全部ゼロにしてやり直そうとすると、正直、莫大
な違約金とか損害賠償が掛かってしまうので、市としては、それはできればやりたくない。
内容の変更の中で、市民の意見を聞いて、契約は維持したままやりたいというところです。
今後、別事業でＰＦＩをやっていくときには、今回の反省を活かしてやっていきたいなと
いうふうに考えています。
最後の 3 点目ですけれども、自分自身は、公の施設で収益を上げてもらうこと自体は悪
いとは思っていないです。ただ、それ自体がけしからんという方も一定数いるという説明
をさせていただいたというところです。ただ、さっき言ったみたいに、その場合には、手
続き的な適正さをしっかり確保しないと、出来レースで 1 企業だけをもうけさせてしまう、
それはどうなんだと言われます。そこはしっかりと細心の注意を払う必要があるのかなと
思っています。
＊空家法と憲法
Ｄ
幸田

幸田先生に質問です。空家法は、憲法違反にならないのか。
地方自治の本旨に反する法律は憲法違反であるというのは、憲法学者、行政法学

者の一致した見解ですが、実際に、法律が地方自治の本旨に反するということで憲法違反
で無効とされた判例はないんです。これはなぜかというと、地方自治の本旨という内容が
かなり曖昧であるということですね。戦後、日本国憲法ができた直後は、地方自治の本旨
というのが、今言われている「団体自治」と「住民自治」という考えでまとまっていたわ
けではなかった。いろいろ論争がありました。それが今では、団体自治と住民自治が地方
自治の本旨であるということで解されています。それで、この地方自治の本旨の中に、国
と地方公共団体の役割分担がどうあるべきかということを、具体的な基準として、裁判所、
最高裁が判示すれば、
それで判断できるということになりますが、それは現在ありません。
地方分権一括法で、国は外交とか防衛とか、国が本来果たすべき役割を重点的に担う、
地方公共団体は地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うという条
文ができました。しかしながら、この国と地方公共団体の役割分担という考え方が、憲法
の「地方自治の本旨」の中身であるという位置付けにはなっていないです。仮に、そうな
っていれば、国と地方の役割分担に反するということは「地方自治の本旨」に反すること
である、したがって憲法違反である、となるわけです。しかし、地方自治法の条文では、
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法律を作るときの配慮事項という条文が地方分権一括のときにできましたが、しかし、そ
こでは、「地方自治の本旨」と、「国と地方の役割分担」が並列的に書かれています。つま
り、地方自治の本旨の中身として、国と地方公共団体の役割分担があるとはなっていない
わけです。
それともう一つは、地方自治法は一般法ですので、特別法は一般法を破るというのが日
本の法律の原則ですので、地方自治法の一般原則というのが、他の法律に優先して解釈す
るというのは難しい面があります。空家法は、地方自治の本旨という憲法の制度趣旨にか
なり抵触する、アメリカの判例の言葉を使うと「憲法的価値に抵触する」という言葉があ
りますが、そこまでは言えるかも知れません。しかし、「憲法違反なので違憲無効である」
というのは言えないだろうと思います。
＊
山口

本日は、ありがとうございました。予定時間だいぶ過ぎましたので、この辺でパ

ネルディスカッションを終わりにしたいと思いますが。多岐にわたる論点で、活発な議論
ができましたこと、本当にありがたく思います。どうぞ、パネリストの皆さま方に大きな
拍手をお願いします。（拍手）
＊第 1 部「基調報告」につきましては、報告者のご都合により、掲載いたしておりません。
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第 18 回

研 究 会

【記念講演】「熊本地震からの創造的復興～決断・目標・対応の政治学」
蒲島 郁夫（熊本県知事）

【共通論題Ⅰ】 「熊本震災から 2 年半～復興の現状と課題 」
司会・大西 直人（西日本新聞社）

【共通論題Ⅱ】 「統一地方選挙で問われるもの」
司会・城本

【分科会Ａ】

勝（元ＮＨＫ解説委員）

「新たな森林環境税制と森林経営管理」
司会・池上 岳彦（立教大学経済学部教授）

【分科会Ｂ】

「行政文書の管理のあり方」
司会・山口 道昭（立正大学法学部教授）

【分科会Ｃ】

「子どもの命を地域で守る」
司会・勢一 智子（西南学院大学教授）

【オープンセッション】
・国地方関係における調整システムの成長過程とインパクト
・関西広域連合による地方分権体制への改革
・法令の規定の沿革から見た地方議会議員の報酬に関する考察
司会・高井

正（帝京大学経済学部教授）
＊肩書は実施当時

２０１８年１１月３日（土）・４日（日）
くまもと県民交流館パレア
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【記念講演】

熊本地震からの創造的復興
～決断・目標・対応の政治学～
熊本県知事

蒲島 郁夫

はじめに
皆さん、おはようございます。まずは熊本県民を代表して、皆さんを歓迎したいと思い
ます。多くの方は、昨日の夜、熊本に入られ、休養も十分かと思いますので、今から 30 分
だけ、私の話をしたいと思います。
今日のテーマは、
「熊本地震からの創造的復興〜決断・目標・対応の政治学〜」というも
のです。知事という立場ではありますが、どちらかといえば「政治学者」として、これま
での蒲島県政と災害対応など、実際に私自身が考えた政治についてお話します。きっと日
本自治学会の方々にも役に立つ内容だと思いますので、お付き合いください。
私は東大法学部で政治学を教えておりましたが、最初の講義では、必ず「政治とは一体
何か」ということを学生に定義付けしています。世の中には、様々な定義がありますけれ
ども、私の定義は、「政治は可能性の芸術」であって、「不可能を可能にするのが政治であ
る」という風に教えています。また、政治が可能性の芸術であるとすれば、私は、人生も
可能性の芸術ではないかなと思って、これまで生きてまいりました。
少年の頃に抱いた３つの夢
自己紹介を兼ねて、少しだけ私の人生についてお話したいと思います。私は 1947 年生ま
れで、現在 71 歳です。9 人兄弟の 7 番目として、熊本県の北部にある、稲田村（現在の山
鹿市）に生まれました。鹿本高校という小さな高校に通っていましたが、とても劣等生で
ありまして、その高校を 220 番中の 200 番台で卒業しました。ただ、勉強はしませんでし
たが、3 つの大きな夢がありました。1 つ目は「小説家」になること、2 つ目は、
「牧場主」
になること、そして 3 つ目は「政治家」になることです。
高校を卒業して最初に勤めたのは、地元である稲田村の農協でした。そこで 21 歳まで勤
めておりましたが、
「牧場主になりたい」という夢を追い、農業研修生としてアメリカに渡
りました。農業研修生という制度には、今も多くの課題があります。外国人労働者を安価
な労働力として活用する、搾取するという点もそのひとつだと思います。私の時も通じる
点はあったのですが、恵まれていたのは、ネブラスカ大学で 3 カ月間だけ学科研修があっ
たことです。そこで生まれて初めて勉強して、
「勉強の方が楽だ」と感じるとともに、学問
の面白さに目覚めることができました。
そこで、一旦は帰国しましたが、24 歳の時にネブラスカ大学の農学部に入り、28 歳で卒
業しました。その後、お世話になったネブラスカ大学の先生が、
「大学に残らないか」と誘
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ってくれました。大学に残るということは、一生勉強しなければならないということです。
私はネブラスカ大学で畜産学の「繁殖生理学」という分野を専攻し、豚の精子の保存方法
について研究していました。一生研究していくことを考えた時に、ずっと豚の精子を顕微
鏡で見ていくのは嫌だなと思い、3 つ目の夢であった「政治家」になることを目指し、政
治学を勉強したいと思うようになりました。
政治学を学ぶのであればハーバード大学だということで、何とか入学試験に合格し、そ
して 32 歳で博士号を取り、その後、筑波大学で 17 年間、東大法学部で 11 年間勤めまし
た。その後、2008 年、61 歳の時に、熊本県知事に就任いたしました。選挙に勝って就任し
たわけですが、多くの熊本県民が知っていることは、高校は鹿本高校で、その中でも成績
はビリだったということです。でも、そういう人間でも熊本県の知事になれるんだと、つ
まり、可能性の芸術だということを、私自身の人生を通して、今、子どもたちにも伝えて
いるところであります。
蒲島県政のパラダイムシフト
このような経歴で知事になりましたので、通常の行政学、あるいは行政家とは違った形
での県政を行っています。従来の行政というのは、指導、規制、管理、継続性、確実性、
こういうものが遺伝子としてあると思いますが、私はそうではなくて、
「県民の総幸福量の
最大化」が目標なんです。これが蒲島県政における最大の目標であると考え、今の政治を
行っています。職員の皆さんに私が最初に提示したのは、
「できないと思うな」ということ
です。役所に何かを言うと、
「それは無理ですね」とか「できませんね」と必ず言われます。
でも、そういう考えはやめようと言いました。
「どうしたらできるかを考えよう」と。つ
まり「皿を割ろう」ということです。
「皿をたくさん洗う人は割ってもいい、責任は私が取
りますから、失敗を恐れずにチャレンジしましょう」と伝えています。そういう遺伝子が、
災害対応の場合でも、非常に大きな影響を持つことになります。現在、熊本県庁の職員は、
日本で一番挑戦する集団に生まれ変わったと思っています。
本題に入りますが、
「行政」という言葉は、一元的に捉えられがちですが、私の経験では
3 つの捉え方があると思っています。
「決断の政治」～財政再建、川辺川ダム問題
まず、1 つ目が「決断の政治」です。政治家の役割は決断することと言っても過言では
ありません。それから 2 つ目は、目標を立てて物事を進めていく「目標の政治」です。そ
して 3 つ目が「対応の政治」であります。熊本は大きな地震を経験しましたが、災害対応
も含めて、
「対応の政治」があります。それぞれの「政治」は関連してはいますが、やはり、
それぞれに違ったリーダーシップのあり方があると感じています。
まず、最初の「決断の政治」についてですが、就任して 1 週間後に決断したのが「財政
再建」の問題であります。私が知事に就任したときには、1 兆 693 億円の借金がありまし
た。一方で、自治体の貯金にあたる基金は 53 億円しかなかったんですね。これをどうにか
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しないといけないということで、就任した 1 週間後の臨時議会で、私の給料を 100 万円カ
ットするという条例を提案しました。誰も反対する人はいなかったのですが、100 万円カ
ットすると、月給 124 万円でしたので、24 万円残るはずだったんです。しかし、税金のこ
とを忘れていました。税金は前の年の収入に対してかかりますので、結局、税金を引かれ
た 14 万円で生活し、1 年間は退職金も返上しました。私が県に返上したのは 5,000 万円で
す。しかし、それを元手に借金を 1,500 億円返すことができました。そして、貯金は倍増
させることができました。財政再建ができていないと、災害のときには躊躇なく対応でき
ませんよね。その最初の一歩が、この財政再建ではなかったかな、と今振り返ってみて、
感じています。
もうひとつの「決断の政治」は、川辺川ダム問題であります。川辺川ダムは 40 年以上、
東の八ッ場、西の川辺として、建設すべきかどうかが問われていました。私はマニフェス
トで、半年以内にこの問題に決着をつけると明記して、当選しました。実際に、就任して
約 5 カ月後の 9 月 11 日、県議会の場において、川辺川ダムの白紙撤回を表明しました。こ
れを言うのは非常に簡単なんですが、政治家としてとても難しい決断でした。ただ、この
半年という期間は、とても大事な期間でありまして、難しい決断であっても半年以内であ
れば、その後の修復の時間は十分に残ります。議会は当時も自民党優位の議会でしたので、
当然、ダム推進の立場です。でも、この修復の期間があればこそ、主張が対立する自民党
県議会とも修復できる。あるいは、推進主体である国土交通省、国とも修復できる。そう
いう意味では、私に「どんな難しい問題でも半年以内に決着をしろ」と教えてくれたリチ
ャード・ニュースタット先生（ハーバード大学）の教えが当たっていたと思いますし、こ
の教えのおかげで県政の重要課題を決着させることができたと思っています。
「目標の政治」～くまモンの政治学
次に、「目標の政治」についてです。蒲島県政の最大の目標は、「県民の総幸福量の最大
化」です。非常に明快です。最大化する「y」が県民の総幸福量で、これを最大化しよう。
そのための要因はどのようなものか、おそらく何百もあると思うのですが、私は次の 4 つ
の要因が幸福量に影響を与えていると整理しています。
第 1 の要因は、経済的豊かさ、エコノミーです。第 2 の要因がプライド、誇りで、第 3
の要因がセキュリティー、安全・安心です。そして、第 4 の要因が夢、ホープだと考えて
います。ですから、県民の総幸福量（ｙ）の最大化に向けて、この 4 つの要因の増大に大
きく寄与するような政策を考えて提案するというのが、私は「目標の政治」であると思っ
ています。
熊本県でも、多くの政策を進めていますが、ユニークな政策が「くまモン」だと思いま
す。
「くまモン」をここに入れると y がどう変わるか、というのをちょっと全微分で計算し
てみましょう〔会場笑〕。この「dy オーバーdK」という部分は、くまモン（K）の登場によ
ってどのくらい幸福量（y）が上がったかということを表しますが、くまモンの登場によっ
て、どのくらい経済的効果があったのか。あるいはくまモンの登場によって、どのくらい
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目標の政治

ｙ ＝ ｆ （ Ｅ， Ｐ ， Ｓ ， Ｈ ）
ｙ ＝ 県民の総幸福量の最大化

４つの
要因

Ｅ
Ｐ
Ｓ
Ｈ

＝
＝
＝
＝

Ｅｃｏｎｏｍｙ （経済的豊かさ）
Ｐｒｉｄｅ （誇り）
Ｓｅ ｃｕｒｉｔｙ （安全・安心）
Ｈｏｐｅ （夢）
8

プライドが上がったか。くまモンの登場によって、どのくらい安全・安心に影響を与えた
か。くまモンの登場によって、どのくらい夢に影響を与えたか。くまモンの存在そのもの
が、幸福量にどのくらいの影響を与えたかということを表す式になります。
まず、経済的な豊かさでは、
昨年度のくまモン関連商品の売り上げは 1,408 億円でした。
これは、すごい額ですよね。この 1,408 億円を、さらに右肩上がりで伸ばしていこうと思
っています。そういう意味で、くまモンが経済的豊かさをもたらし、熊本県に対して貢献
しているということが分かりますよね。写真は初代のくまモンですが、あまり魅力的では
なかったのです。この頃は、くまモンが近寄ると、子どもたちが泣いていました。しかし、
くまモンがだんだんと進化を遂げて、今の姿になり、このように年間約 1,408 億円を売り
上げるようになったということです。
くまモンの共有空間
では、なぜ、くまモンはこれほどまでに成功したのか。私は、3 つの理由があると思い
ます。1 つ目は、水野学さんという一流のデザイナーにくまモンをデザインしてもらった
ということです。もともとは、別のロゴマークに付いてきた「おまけ」だったのですが、
そこから、みんなを幸せにするキャラクターに成長していきました。2 つ目が、くまモン
自身の努力です。この努力と成長には、目を見張るものがありました。3 つ目の理由は、
制度としての「楽市楽座」です。つまり、くまモンのイラスト利用を無料にし、ロイヤル
ティを取らないということを選択しました。ですから、皆さん、自由に使ってくださいと。
この自由に使う「楽市楽座」によって、自発的な参加が生まれてきました。その自発的な
参加の下に、
「くまモンの共有空間」が成立するのです。ローマの広場と同じイメージを持
っていただければと思います。
「くまモンの共有空間」については、イラスト使用を無償に
したことが非常に大きかったと思っています。
私は、知事に就任する時、熊本県を理想の政治空間にしたいと考えていました。公平・
平等であり、貧富の差も、年齢の差も、性別の差も、宗教の差もない、そして県境も国境
もないようなボーダーレスな空間です。そういう理想の政治空間であって、政治的な境界
を求めない、開放的で、そして誰でも参加可能な、自由と自治の空間を目指しています。
私が理想とする政治空間と、ギリシャやローマの公共空間は、よく似ています。でも、
実際に行政をやってみると、たくさんの制約条件がありますので、実際には難しいところ
もあるのですが、くまモンを通してであればその共有空間が可能となります。これを「く
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まモンの共有空間」と呼んでいます。この共有空間は、開放的で、人種も国籍も年齢もジ
ェンダーもなく、誰でも参加できるので、自発的な参加の連鎖が生まれます。また、分権
的であり、くまモンを全体的にコントロールする者はいません。知事でもコントロールで
きないのです。参加者は何らかの形で、この空間から幸福を得ていくのです。
この共有空間の中では、世界的な企業とのコラボレーションが実現しています。例えば、
イギリスのＭＩＮＩは「くまモンのオックスフォードＭＩＮＩ」を制作しています。フラ
ンスのバカラ社は「バカラくまモン」を作っていますし、ドイツのシュタイフ社は「テデ
ィベアくまモン」を作っていて、1 体 3 万円の 1,500 体限定としてインターネットで売り
出したところ、15 秒で完売したそうです。また、
『私がくまモンの上司です』
（蒲島郁夫著 、
祥伝社、2014 年）という本は、中国でも翻訳して売り出されています。くまモンを通して
自由に国境を越えることができる。くまモンを通して世界中の誰もが参加でき、そして、
何らかの形で利益を得る。このような形が、私は「くまモンの共有空間」の特徴だと感じ
ていますし、とても理想的な空間ではないかなと考えています。
「対応の政治」～復旧・復興の哲学
最後に、
「対応の政治」についてお話します。平成 28 年 4 月 16 日は私の知事としての 3
期目がスタートした日であります。皆様もご存知のように、震度 7 を 2 度経験した熊本地
震の本震の日です。その時、私が感じたのは、
「このピンチをチャンスに変えていこう」と
いうことです。
「創造的復興」を大方針にしようと考え、震災発生の 2 日後に、「復旧・復
興の三原則」を職員に対して示しました。第 1 の原則は、
「被災された方々の痛みを最小化
する」こと。第 2 の原則は、
「単に元あった姿に戻すだけでなく、創造的復興を目指す」こ
と。第 3 の原則は、「復旧・復興を熊本のさらなる発展につなげる」ことです。
これは、知事といえども、震災発生の 2 日後に指示することはとても勇気が要ります。
まだ現場は人命救助の段階であり、20 万棟近くの家屋が被災している状況です。しかし、
そうした時期だったからこそ、
「前よりも良い形で復興しよう」と言ったことが、私は今に
なって良かったと感じています。
「創造的復興」の中の「創造」の部分に「夢」があるから
です。やはり、災害から復興を進める時には、ある程度の「夢」の部分がないと、県民も
元気が出ないのです。
そして、震災発生の 2 日後、災害対策本部での対応に追われる私に代わって、そうした
復興の哲学を考えてくれるメンバーが必要だと感じ、
「くまもと復旧・復興有識者会議」の
設置を指示しました。座長には五百旗頭真先生（当時、熊本県立大学理事長）、座長代理に
は御厨貴先生（東京大学・先端科学技術研究センター）に就任してもらいました。他にも、
金本良嗣さんは私の東大の同僚でもありますし、川辺川ダム問題を検討する際の有識者会
議の座長をお願いした方です。河田惠昭先生は地震学者、谷口将紀先生と古城佳子先生は
私の東大の同僚で、坂東眞理子先生は友人というメンバーです。人数の多い少ないではな
く、本当に熊本のことを考えてくださる方々を集めて、5 月に最初の会合を行い、6 月 19
日に有識者会議からの提言をいただきました。4 月 16 日が本震ですから、地震後 2 カ月と
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いう驚異的な早さで提言をまとめてくださったことになります。
こうした提言は、急ぐことが大事だと考えていました。なぜかというと、霞が関に要望
に行くと、決まって「何をやりたいんですか」と聞かれるんですね。官僚組織は申請主義
ですから、何をやりたいのか、支援してほしいのかをまとめて、一刻も早く復興計画、プ
ランとして示す必要があったのです。そこで、さきほどの有識者会議からの提言を踏まえ
て、地震から 3 カ月半後の 8 月 3 日に、
「熊本地震からの復旧・復興プラン」を作ることが
できました。
そして、このプランの目指す先である「y」は、以前の方向性と全く変わらないのです。
県民の総幸福量が「y」であって、その最大化に向けて、このプランが「x」となって貢献
していくのです。その要因は 4 つあります。1 番目は「住まいの創造」、2 番目は住まいの
確保と両輪となる「仕事の創造」、3 番目は熊本城の復旧や阿蘇へのアクセスの回復など、
「熊本の宝の創造（復活）」です。そして 4 番目が、より創造的な復興という意味で、「世
界とつながる熊本の創造」となります。繰り返しますが、ここで大事なことは、「y」が一
緒だということですね。災害が発生すると、よくこの「y」を忘れてしまうんですね。また、
災害が発生した時はこの「x」も何をしていいのか分からなくなることが多いんです。そう
すると、時間的緊迫性がなくなり、復旧・復興がとても遅くなってしまうのです。
「住まいの創造」
まず、「住まいの創造」に関して言えば、発災直後は、「避難所」での生活です。次に、
「仮設住宅」に段階が移ります。そして、今は「仮設住宅」から、本格的な住まいの再建
に向けて進んでいます。
その中でも、職員は、
「被災者の痛みの最小化」を目指して、多くの木造仮設住宅を建て
てくれました。また、仮設住宅の隣には、必ず「みんなの家」という木造の集会所があり
ます。他にも、
「熊本型復興住宅」という、1,300 万円程度で建設できる住宅を事業者の方々
と力を合わせて提供しています。どうしても自分たちで家を建てることができない人たち
には「災害公営住宅」を用意しており、現在、建設作業を急ピッチで進めています。
「住まいの再建」で一番大事なことは、今なお、仮設住宅にお住まいの方が 2 万 4,000
人（平成 31 年 1 月末時点では 19,193 人）おられますので、この方々に本格的な住まいを
提供することです。私が仮設住宅に伺ったときに話を聞いたのが、60 歳以上になると金融
機関がお金を貸してくれない、ということでした。そこで考えたのが、
「リバース・モーゲ
ージ」という融資制度です。利子を月々1 万円ずつ払っていただければ、自分の土地に家
を建てて、60 歳以上でも一生そこに住めるという制度です。自分の土地などを担保にしま
すが、子どもが継ぐことになったなど、再度手に入れる必要が出てきた場合は、元金を払
うことで自分のものにすることができます。これが月々1 万円の負担で自宅再建が果たせ
る熊本スペシャルの施策です。私も議会の皆様に「こんな夢みたいな話、本当ですか」と
言われたことがありますが、知事が言うのだから間違いないのです。本当の話です。
この他にも、子育て世帯の方々には、月々２万円の返済で自宅が再建できますと伝えて
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います。先ほどの熊本型復興住宅を 1,300 万円程度で建てて、35 年間月々元金を払ってい
ただければ、利子相当分は県が払います、というものです。
それでも家を持てないという人たちには、賃貸住宅への住み替えのための初期費用を助
成していますし、保証人がどうしても見つけられないという方には、保証人不在でも入居
にあたっての保証が受けられるシステムを作っています。さらに、仮設住宅から転居する
場合には、一律 10 万円を転居費用として、すべての方に支払っています。こうした支援制
度を用意していますので、安心して新しい住まいに移ってください、と伝えているところ
です。私の任期が残り 1 年半あります。この 1 年半のうちに、ぜひ皆さんにこれらの支援
制度を活用していただきたいと思い、住まいの再建を進めています。
「仕事の創造」
2 番目は「仕事の創造」です。住まいがあっても仕
事がなければ幸せではありません。今、熊本県と国が

仕事の創造
グループ 補助金によ る
中小企業の経営再建

共同で、グループ補助金という制度を提供しています。これは、中小企業の人たちが、自
自分たちでもう少し商売をしたい、事業を再建したい
という場合に、国が 2 分の 1、県が 4 分の 1 を負担し、
残る 4 分の 1 をご自身で負担して、再建してください

ア ナウン スメ ン ト 効果
事業者自ら が再建する 意欲
18

というものです。

上の写真は、制度の説明会の時のものなのですが、制度のアナウンスに対して、この熱
気。皆さん、やる気満々の表情ですね。こうした制度のおかげもあって、地震の翌年の平
成 29 年は、倒産が 7 件で済みました。なんと、地震の翌年が、史上最少の倒産件数を記録
した年ということです。事業者自らが再建する気持ちになることが大事なんですね。そう
いう意味で、グループ補助金のアナウンスメント効果はとても大きいものがありました。
「熊本の宝の創造」
次に、
「熊本の宝の創造」の中のひとつ、阿蘇へのアクセスルートは、今回の地震で大き
な被害を受けました。南阿蘇方面へのルートである俵山トンネルも内部が崩落し、通行で
きなかったのですが、国土交通省が急ピッチで復旧を進め、地震から 8 カ月後にトンネル
を復旧し、畑だった所に道路を通して、南阿蘇方面へのアクセスを回復してくれました。
このように、今、着々と阿蘇へのアクセスルートの回復は進んでいます。
熊本城の雄姿もぜひ見てください。瓦がすべて剥げ落ち、傷ついた天守閣も見違えるよ
うに復旧してきました。来年、熊本では、ラグビー・ワールドカップと女子ハンドボール
世界選手権という国際スポーツ大会があります。国内外から多くの方が熊本を訪ねてくだ
さると思いますので、その頃までに復旧した天守閣を見てもらえるよう、熊本市と一緒に、
また国の支援を受けながら、一生懸命に工事を進めています。
先ほどの阿蘇を合わせて、本日お越しの皆様にも足を運んでもらいたいと思います。
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「世界とつながる熊本の創造」
最後は、
「世界とつながる熊本の創造」です。熊本の空の玄関口である阿蘇くまもと空港
も、地震で甚大な被害を受けました。当初は、最小限の範囲で修繕しようと思いましたが、
創造的復興を目指すというのが原則ですので、増加するインバウンドに対応するためにも、
国際線と国内線のターミナルビルを一体的に整備して、創造的復興のシンボルにしようと
考えました。しかし、県にはお金がありませんので、民間の知恵と資金を活用して進める
「コンセッション（民間委託）方式」で再建を図ることにしました。私の任期中には、新
しく生まれ変わっていく空港ビルの新たな運営管理者が決定することになっています。
もうひとつは、海の玄関口である八代港です。これまでは工業港でしたので、クルーズ
船の寄港はわずかでした。しかし、この地震を契機にクルーズ船専用の岸壁を造ろうと決
めました。世界第 2 位のクルーズ船会社であるロイヤル・カリビアン・クルーズ社と協定
を結び、ターミナルビルや魅力的な公園を整備してもらいます。国がさきほどの専用岸壁
を整備し、熊本県は大型バスが 1,500 台停められる駐車場を整備するというものです。任
期中には、この専用岸壁とターミナルと駐車場が完成します。現在は、年間 66 回の寄港回
数ですが、クルーズ船には乗客が 5,000 人乗っているのです。先ほどの整備計画が実現す
れば、将来は年間 200 回まで伸ばしていきたいと考えています。そうすると 100 万人の方
が熊本にいらっしゃる計算になります。1 人 1 個お土産用にデコポンを買っても、100 万
個必要になるんですね。ですから、経済的効果は非常に大きいと思います。
熊本地震の記憶の継承
私たちは、熊本地震の経験や教訓を、震災ミュージアムという形で残し、後世へ伝承し
ていく責務があると考えています。こうした取り組みは、教育、旅行、地域振興にも役立
つはずです。現在、
「
『ONE PIECE』と連携した被災地の復興にも取り組んでおり、県庁プロ
ムナードには、主人公・ルフィの銅像が平成 30 年 11 月末に完成します。もともとは、熊
本出身の作者・尾田栄一郎さんの県民栄誉賞を記念して設置するものですが、被災地の復
興を後押しするため、ルフィの仲間たちの像についても被災した県内各地に設置すること
を承諾していただきました。今後、像が加わっていく「麦わらの一味」と力を合わせて熊
本の復興を進めていきますので、ご期待ください。
熊本の「創造的復興」を目指して
最後になりましたが、この熊本地震を通してすべての
熊本県民が気づいたことは「普段の生活がいかにありが
たいもので、取り戻すことがどれほど大変なことである
か」ということです。こうした日々の生活のありがたさ、

最後に・ ・ ・
気づいた３ つのこ と
①普段の生活の有難さ ・ 取り 戻すこ と の難
しさ
②県民の一体感
③全国・ 世界のみな さ ま への感謝

満足度をすべての県民が感じてくれました。それから、

予測が難し い地震へ「 対応の政治」 の重要
性

同じ地震を経験することによって、県民の間に一体感が

熊本地震を コ スト で はな く 、 経済成長の原
動力に

出来たことです。そして、全国、世界中の皆さんから寄

36

25

せられた多くの支援で、熊本県民は感謝の気持ちでいっぱいになりました。
今日は、
「対応の政治」を中心にお話ししましたが、地震を予想するのは極めて難しいこ
とです。ですから、地震に対しては、発生後にいかに対応するかということが大事になり
ます。
「対応の政治」を常に考えておく必要があるということです。地震は日本全国、いつ
でもどこでも起きるわけですから、コストと捉えるのではなく、経済成長の原動力に変え
るというシステムを作っておくことが大事ではないかなと思っています。例えば、戦後の
復興期には、皆が夢を持ちながら復興していくわけですが、この夢という部分が、私は災
害対応、そして、その後の復興にとって非常に大事な要素であると、今回の熊本地震を通
して学びました。
蒲島県政が 10 年目の昨年 4 月に、地元の熊本日日新聞社が「蒲島県政 10 年の評価」と
いう調査を実施しました。設問は、
「蒲島郁夫知事が就任して熊本は良くなったと思います
か、悪くなったと思いますか」というものです。新聞社が実施するものでもありますし、
どちらかといえば意地悪な質問ですよね。復興の途上ではあるものの、「良くなった」「ど
ちらかといえば良くなった」という回答が全体の 67 パーセント、つまり 3 分の 2 を占め
ました。
「どちらかといえば悪くなった」
「悪くなった」が、たったの 2.2 パーセントです。
「変わらない」が 24 パーセントですから、熊本県民は優しいなと感じました。残りはまだ
1 年半ありますので、蒲島県政 12 年の評価が聞かれるとすれば、「良くなった」という数
字をさらに上げて、「悪くなった」という回答を最小にしたいと思っています。
政治学者から政治家になって、ほとんどの人は、政治学者がうまく政治をやれるはずが
ないと予想されていたと思います。しかし、実際に政治を行う私を支えてくれるのは、政
治学で学んだ理論なのです。こうした思いから、政治学の理論をしっかり学んだ政治家を
育てることが、私は大事だと感じています。
ご清聴、誠にありがとうございました。（拍手）
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【共通論題Ⅰ

熊本震災から２年半～復興の現状と課題】

益城町の復旧・復興の現状と課題
熊本県益城町長

西村 博則

はじめに
熊本地震から早２年６カ月が経過しました。益城町の復旧・復興がここまで進んできて
いるのは、
やはり日本全国の皆様からのご支援あってのことだと、改めて感じております。
熊本地震が起きたのは、私が町長になって１期目の３年目に入ったところで、まさに青天
の霹靂の出来事でした。
震災後のまちづくりは、これからが一番大変な時期なのですが、全国的には、益城町の
復旧・復興は終わったのではないかという話も出ており、町民の皆さんの中にも地震の記
憶の風化が進んできていると感じています。熊本地震を忘れないよう、災害、防災訓練な
どを何度も行い、地震の経験を今後に生かしていきたいと考えております。
被害状況
まず被害状況ですが、１回目の震度７が平成 28 年４月 14 日 21 時 26 分に、２回目の震
度７が 16 日１時 25 分に起きました。16 日の本震の時は、役場で仕事をしておりました
が、30 秒ぐらい揺れが続き、これで私の人生も終わったかなと覚悟をしました。机の下に
潜るなど、とてもそんな状況ではなく、机が部屋の角から角まで動いてしまうような地震
でした。何故再びと、本当に心折られたような状況でした。
震度７が大変クローズアップされておりますが、別に、震度６が５回、震度５が 18 回、
震度４以上が 145 回、震度１以上に至っては 4,484 回発生しました（平成 30 年 11 月現
在）
。最近になって、子どもたちの心のダメージを心配しています。小さな地震でも、「子
どもが風呂に入れない」
「トイレに行けない」などといった話を聞き、子どもたちの心に受
けたダメージは非常に大きいものだと改めて感じました。
人的被害は、直接死が 20 名、住家被害については、全壊した建物が 3,026 棟、大規模半
壊及び半壊した建物が 3,233 棟、一部損壊の建物が 4,325 棟、合計で 10,584 棟、町内の約
98％の建物が何らかの被害を受け、避難所には、最大 16,050 人が避難されました。１回目
の地震では建物被害は少なかったのですが、２回目の地震で多くの建物が被害を受けまし
た。
実際、がれきの中に 48 名の方が閉じ込められましたが、自衛隊や消防団等の皆様ががれ
きの中から救助してくれました。また、火災が１件しか発生しなかったことが、不幸中の
幸いだったと思います。20 名の直接死の方のほとんどが 2 階建ての家の１階部分に寝てお
られて、亡くなられました。文化会館付近の写真を見て分かりますように、家が右にも左
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にも倒れており、左右の横揺れがひどかったことが見て取れます。私自身、役場に寝泊ま
りしましたが、夜になると全く電気がつかず、町中真っ暗な状況でした。そのような中、
地震直後に消防・自衛隊・警察がすべての家をローラー作戦で２回確認してもらえたこと
は非常に助かりました。地震直後はこのような状況でした。
熊本国体の時に建設した、3,000 人収容規模の総合体育館が、１回目の地震で、ステー
ジの上付近の天井のパネルが２、３枚剝がれました。体育館内に避難したいという方が大
勢おられましたが、担当職員と相談した結果、余震が続いており、危険であると判断し、
非常に悩んだ末に、体育館内への避難者の受け入れをしませんでした。その後 16 日に起き
た本震のときに、１枚 10 キロぐらいはあるかと思われる、吊り天井のパネルや照明器具が
落ちてきました。もし、避難者を受け入れていれば、たくさんの死傷者が出たと思われま
す。職員が正確な情報を伝えてくれ、大変感謝しています。しかし、２回目の地震が起き
ていなかったら、受け入れなかったことに対し、たくさんの批判を受けたかもしれません。
ですが、人命第一で判断をして良かったと思っております。
避難の実態
町民の方の避難先として、プレハブ仮設住宅を 1,562 戸建設、みなしの仮設住宅を 1,470
戸借り上げました。ただ、プレハブ仮設住宅については、公有地がほとんど被災したため、
私有地をお借りして、建設を行いました。みなし仮設住宅についても町内のアパートはほ
とんど被災してしまい、熊本市や菊陽町等近隣市町村のアパートをお借りして、入居して
いただいております。現在の入居者数はプレハブ・みなし合わせて約 1,800 戸です。震災
当初の 3,000 戸が現在 1,800 戸に減っている状況です。
プレハブ仮設住宅につきましては、東日本大震災などの経験が活かされ、二重ガラスや
防音効果がある造りになっています。集会所である「みんなの家」では、孤独死の問題も
あり、男性に特化した晩酌の集まりなどの取り組みを行っておりますが、それでも男性の
参加率は低いようです。入居期間は、当初２年でしたが、国や県に延長の要望を行った結
果、さらに１年間の延長が可能になりました。
また、先ほどのプレハブ仮設住宅では、間口が狭く、車いすが通れないということで、
バリアフリーの福祉仮設住宅を別の場所に６戸集めて作りました。こちらについては、プ
レハブ仮設住宅の中に木造の福祉仮設住宅を点々と入れた方が入居者の見守りの点ではよ
かったのかもしれません。すべての仮設住宅入居者の見守り支援については、地域支え合
いセンターを立ち上げて行っております。
復旧・復興に向けた取り組み：復興計画
住民の「声」
「想い」を聴くために、地区別住民意見交換会を 21 回行い約 1,600 名の方
とお話をさせていただきました。応急仮設住宅でも行いました。その意見交換会の中で、
若い方たちの意見も聞いてほしいという意見がたくさん出ましたので、小中学生へのアン
ケート、それから若者世代を対象としたワークショップも開催しました。
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このように、多くの方のご意見を聴き、復興計画が出来上がりました。シンボルプロジ
ェクトは５つありますが、このシンボルプロジェクトの頭にありますのが「一人ひとりの
復興プロジェクト」です。一人ひとりの復興がなければ、全体の復興は進まないと思って
おります。それから「みんなで“かたる”復興プロジェクト」があります。熊本弁で“か
たる”とは、参加するという意味がありますが、語る（話す）を掛け合わせています。
災害公営住宅
災害公営住宅については、680 戸建設予定（平成 30 年 11 月現在）で、県内では一番多
い戸数です。被災者の皆様と、何度も話し合いを行い、ヒアリング、打ち合わせをした結
果、680 戸の建設を計画しております。町の中心部から離れた所には平屋建ての２世帯で
１戸の住宅を建設し、市街地については、なかなか土地がないということもあり、40～50
戸の共同住宅の建設を予定しています。最短で平成 31 年１月からの入居が可能になり、
2020 年３月までにはすべての建設が終わる見込みです。
土地の買収については、地権者の皆様に協力していただき、感謝しております。ただ用
地費については国の補助がないため、今後の財政負担を心配しています。
幹線道路の拡幅、土地区画整理事業の推進
現在、県道熊本高森線の拡幅事業ということで、延長 3.5 キロにわたって、道幅 10ｍの
道路を、27ｍに拡幅する工事を熊本県と一緒に進めております。町民の方から様々な意見
がありましたが、丁寧に説明をしているところです。安心・安全を第一に、災害に強い幹
線道路ネットワークの構築の一つとして、この 4 車線化事業を進めております。
震災前には、役場周辺には 410 世帯ありましたが、そのうち 300 世帯以上が被災したと
いうことで、安全・安心なまちづくりを目指して、県と一緒に 28.3 ヘクタールの土地区画
整理事業を進めており、都市計画決定もしております。しかしながら現在、家が 80 軒ぐら
い再建されており、持ち主の方との調整を行っているところです。
３カ所の地表断層
熊本地震の規模やその痕跡を後世に引き継ぎ、防災教育や環境教育へ活用させるため、
今回の熊本地震で出来た三つの断層を町文化財として保存しております。また、国の天然
記念物としても指定されました。
まちづくり協議会の発足、若者の復興への参加
まちづくり協議会は、町の事業を進めていく上で一番大切な組織です。神戸市が震災復
興をまちづくり協議会と一緒に行った例を参考に、地域のことは地域で考えようというこ
とで進めています。今は、避難地や避難所などのハード面の話し合いをまちづくり協議会
で行っています。しかし、これからは健康づくり事業やお祭り、山歩き、町歩きなど、地
域の活性化のための活動をみんなで考えてもらい、自主防災組織などにも繋げていってほ
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しいと話をしています。道路を広げたり、避難地を整備したりするには、予算がかなり必
要になると思っております。
また、若者世代も「自分たちも、復興に、まちづくりに参加させてほしい」ということ
で、
「未来トーク」を立ち上げ、今、益城産のジェラートを作り販売し、さらに復興大使の
選定、企業ＰＲ動画の制作などを行っています。
まとめ
伝えたいこととして、私は地震の起きた次の日に、災害時にトップがなすべきことを読
み、すぐに、がれき置き場の確保、ボランティアセンターの立ち上げを指示しました。今
回の経験で、大規模災害時における公助の限界を感じております。発災から半日は自助・
共助、いわゆる地元の力が重要でした。西日本豪雨の際、岡山県真備町ではボートで住民
同士が助けあっておられました。やはり自助・共助・公助の、共助の力が重要だと感じて
おります。それから、職員についても、普段から町民の方と顔の見える行政を行わなけれ
ばならないと改めて思いました。避難所の運営においても、普段から地域に出向いている
職員がいる避難所では運営が非常にうまく行われました。それができていない職員がいる
避難所については、運営が非常に難しかったように感じます。今後、地域に出向く職員を
育成するための、地区担当制を制度化していきたいと考えております。
それから、町民の皆さま方の生活再建を一番の課題として仕事を進めております。また、
復旧・復興のためには人とお金が必要で、人については 90 人の派遣依頼を全国の自治体に
お願いしていますが、受けていただいたのが 45 人で、あとは任期付き職員などを採用する
ことで対応をしています。短期の派遣制度というのは国が創設しましたが、現在の本町の
状況を踏まえ、今後、大規模災害を受けた自治体が困らないように、中長期の派遣制度の
創設を、国に要望しております。
財源については地震直後、東日本大震災を経験された首長さん方から、国がすべて出し
てくれると聞いておりましたが、実際は全然そうではありませんでした。特別交付税など
税金による支援措置が熊本地震の場合はありませんでした。今後、復旧・復興に係る総事
業費は 1,271 億円を見込んでいます。そのうち町の持ち出しが 153 億円ということで、負
担の軽減を国・県に対し要望しております。通常の本町の年間の一般会計予算が 110 億円
ですので、平成 32 年度から起債償還が始まると、６億から 10 億の赤字が生じ、どうやっ
て減らそうか悩んでいるところです。
朝起きて、ご飯を食べ、仕事に行き、家に帰って、夕方家族みんなでご飯を食べるとい
う、本当に何でもない毎日がやはり宝物だと痛感しています。益城町が一日も早く復旧・
復興することが皆さまへの恩返しと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い
します。
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＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊災害と法制度
本日の熊本日日新聞に、応急修理制度と仮設住宅の入居が併用できないということで、
１面に掲載されておりました。応急修理制度による１世帯当たりの 57 万 6,000 円という
限度額では、修理するためには不足すると思います。応急修理をするための限度額につい
ては重要な課題だと思っております。
先程、災害救助法についてお話が出ましたが、生活再建法の適用範囲の拡大、見直しも
必要かと思います。例えば、家屋以外の罹災証明が出ていて、土地が被災してとても使え
ないような状況なのに建物だけ見て災害救助法には該当しないなど。それから、住宅再建
支援も、法的には基礎支援金が 100 万、それから加算支援金が 200 万と定められています
ので、現段階では、なかなか拡充は難しいと思います。また、仮設住宅の入居条件も、半
壊の場合は解体することが条件というのがあります。この点につきましては、多くの相談
がありました。義援金の配分については、半壊以上が対象ですが、益城町は一部損壊につ
いても熊本県が義援金を出す時に一緒に５万円出しました。基準緩和の検討が必要かと思
っております。
それから、法的な問題は、やはり災害復旧は、基本、原形復旧です。益城町にある橋は、
４ｍの幅が多いのですが、これを６ｍにしないと橋の上で離合できません。基本的に国の
制度では原型復旧、すなわち４ｍでしか復旧できないとなっております。それでは後はど
うするかといいますと、６ｍに拡幅すると町が約１億円以上の負担をせざるを得ないとい
うことで、今の町の財政状況では非常に厳しいものがあります。
復旧事業は激甚災害で国の補助が非常に手厚いのですが、復興事業につきましてはそう
ではありません。都市計画道路事業や小規模住宅地区改良事業がありますが、通常は町の
財政負担が４割負担ということで、一部の事業は、国の補正予算を活用して１割負担に軽
減をしていますが、それでも町の財政状況は非常に厳しいものがあります。
それから、先ほど申しましたように、マンパワー不足に対する制度化です。短期派遣の
制度はできましたが、中長期派遣制度の構築を、国に強く働きかけを行っております。
＊復旧と財源
復旧予算につきましては、大変手厚いと思いますが、各省庁間で違いがあると感じてい
ます。国交省の都市公園事業などは手厚く、運動公園や陸上競技場の復旧は 99 パーセント
程度の財政措置がありましたが、学校給食センター建て替えには、建設費約 17 億のうち約
10 億の町負担が出ております。省庁間で違うなと感じているところです。
復旧につきましては、
「震災後２年、３年後ぐらいまでに終了しなさい」という話も来て
おり、繰り越しや事故繰り越しを行っておりますが、ここにもやはりマンパワー不足が出
てきております。財源が不足する分については、国の補正予算債を付けてもらうことで、
４割負担が１割負担に変わりますので、負担軽減に繋がっています。それから交付税措置
ですが、特別交付税についても、各制度の３分の２助成を４分の３に制度拡充ということ
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を、国に強く要望しております。北海道胆振東部地震、西日本豪雨などの災害による影響
で、特別交付税については制度の拡充は見込めないような状況です。
＊法令における被災者の位置付け
被災者は誰かということですが、私の中では、すべての町民の皆様が被災者だと思って
います。一部損壊や、被災しなかった町民の方々は、被害を大きく受けた方々に対し、自
分の家が壊れなかったことで、逆に申し訳ないという気持ちが非常に強く、その方たちは、
しばらくは家から出ることができなかったという話も聞いております。そういう意味では、
建物が壊れた方だけが被災者ではなく、すべての町民の方が私の中では被災者だと思って
おります。
被災者への支援期間の延長など、実情に即していないものがかなりあります。避難所の
設置期間は７日間だけですが、実際は 10 月 31 日まで延長されています。自宅の応急修理
は期間が１カ月でしたが、工事完了報告書の受付が平成 31 年３月 13 日までに延長になり
ました。それから、応急仮設住宅についても、入居期間が２カ年ということでしたが、こ
れも１年延長されております。
先ほど医療費免除の話が出ておりましたが、町の国民健康保険は高齢者が、そして年金
生活者が多いため、歳入は少ないが、病気にかかる年齢の方が多いなど、制度的にも課題
があります。現在、益城町人口の４分の１の方が国保加入者です。国や県、町から法に定
められている範囲で財政支援をしていただいています。町の国保財政としては、平成 20 年
度末には国保財政調整基金と繰越金あわせて約８憶 7,000 万円あったものが、現在、財政
調整基金のすべてを取り崩しています。今後、国保の財政状況が悪化し、国民健康保険税
を値上げせずに、一般会計の財源の中から法定外での繰り入れをすると、社会保険の方や
公務員共済に加入されている方から反発も起きるので、非常に問題があると思っておりま
す。
また、低所得者の方に対する減免措置があるのですが、先ほど高林先生とお話したら、
ほとんど活用されていないということでした。制度の周知について、町の広報で周知する
だけでなく、もう少し町民の皆様が請求しやすい方法を考えるべきだと、改めて思ってお
ります。
それから、現行法令については、やはり今の法令の中で一定の線引きはやむを得ないこ
とだと思いますが、何か対策はないか、未来を見据えた取り組みを考えていかなければな
らないと思っております。
＊自治会とまちづくり協議会
自治会やまちづくり協議会の中で「区長とまちづくり協議会の会長はどちらが偉いのか」
などという議論も出ますが、どちらが偉いというわけではないと、組織の仕組みなどにつ
いて話をしています。それぞれのまちづくり協議会で組織の中身は異なりますが、協議会
の中に区長に入ってもらい、会長には別の方になっていただいたりしております。あくま
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でも、まちづくり協議会には、避難路・避難地についての議論など、自治会の仕事とは別
の部分を担ってもらうよう考えているところです。
介護、医療、福祉を地域で支えようという地域包括ケアシステムができたのですが、地
域づくりができていないと、とても無理があるので、自主防災組織の結成や神社のお祭り
を開催するなどして地域づくりを進め、地域包括ケアに結びつけていこうと考えていまし
たが、なかなか、うまくいかなかったという経緯がありました。
また、2000 年の地方分権までは、国が仕事をコントロールしており、各自治体が同じよ
うな仕事をしておりましたが、現在は、地方創生ということで、各自治体が知恵を出して
業務にあたらなければ予算も付かなくなってきました。今回の地震で、自分たちのことは
自分たちで守るという意識がものすごく出てきました。自主防災組織も、以前は作りませ
んかと働きかけても全然乗っていただけないような状況だったのですが、現在は、まちづ
くり協議会から、ハード面の整備の次は自主防災組織を作ろうという動きが出て来ていま
す。それから、防災教育も、行政や大人だけではなく、児童・生徒に対しても防災教育の
授業を実施していきたいと思っております。また、今年は女性消防団員が 13 名入団してく
れました。防災意識が変わってきたと思います。
併せて、災害対応ですが、これを熟練していかなければならないということで、現在、
防災訓練に力を入れております。職員のスキルアップのため、危機管理研修や災害対策本
部研修、参集訓練、総合防災訓練を実施し、自衛隊、警察にもご協力いただきました。ま
た、震災の恩返しのため、朝倉市に避難所対応の職員、災害救助法を経験した職員を派遣
しました。さらに、震度７を計測した北海道厚真町にも私が出向き、今から 1 年後、2 年
後に起こるであろう状況を町長に説明させていただきました。震災を経験した町長として、
恩返しのために現地に出向き、話をさせてもらっているところです。
今後も職員だけでなく、私自身も災害に対するスキルアップを図りながら、あらゆる災
害から町民の皆様を守っていきたいと考えております。
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【共通論題Ⅰ

熊本震災から２年半～復興の現状と課題】

復旧と復興の混同が招く混乱
くまもと友救の会代表

松岡 亮太

はじめに
皆さんこんにちは。
「くまもと友救の会」という支援団体を運営しております、松岡と申
します。私は支援団体と他にも掛け持ちでやっているというと言い訳なんですが、資料を
作ることが間に合わずに、本日は口だけで話させていただきたいと思います。また、ドレ
スコードを伺ってないもので、普段どおりの格好で参りました。よろしくお願いいたしま
す。
さて、私のことを災害直後から話をさせていただきますと、物資の配布からがれきの撤
去、引っ越しというような作業系といわれる活動のほかに、仮設住宅に入居された方々の
コミュニティの形成のために、益城町からの委託事業として小規模仮設団地自治会サポー
ト事業として予算をいただいてやっております。現在、くまもと友救の会としては 4 仮設
を担当しておりますが、益城町では小規模仮設団地が全部で 12 仮設、益城町の仮設住宅全
体が 18 仮設、うち小規模仮設団地が 16 団地ある中の 12 仮設を自治会サポート事業とし
てサポートに入っています。
本日の私からの話は、そのうちの 4 仮設をメインに話させていただきます。
仮説住宅での住民コミュニティ形成支援
まず、
「住民のコミュニティを、なぜ形成支援していかないといけないのか」というとこ
ろから話をさせていただきたいと思います。
皆さんも、どこかの自治会に属されているかと思いますが、私の父は、僕を含む 6 人兄
弟を父親 1 人で育て上げてくれました。そんな中、兄弟が 6 人もいるので、小学校とか中
学校とか自治会とか、もう、どこどこのお父さんと言ったら、みんな通じるのですね。で
すから、ＰＴＡや自治会とか、そういったお父さんとかお母さんが持ち回りでやっていく
役柄を、僕の父は 20 年ぐらいずっとやっていました。子どもながらにそれを見ていて、
「地域のみんなで何か一つの目標を持ってそれをまとめてやっていくのは、すごく大変だ
な」というのは感じていました。
私が今、仮設団地の住民のコミュニティ形成をお手伝いする立場になって考えるのが、
皆さん、それまで居住していた地域で自治会に属していながら、今度また新しい居住地域
でコミュニティを築いていかないといけない、ということです。一度ばらばらになったコ
ミュニティから、いったんプレハブ仮設とか、みなし仮設とか、2 年間、3 年間、その仮設
住宅と呼ばれる所で居住された後、生活再建したときに、どのように交友関係を築いてい
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って、また地域に戻っていくのか。そこのところが、すごく今、益城町で活動する僕らの
間で課題視されています。
というのも、18 仮設ある中で、自治会サポートに入っているのは 12 仮設、大小様々あ
りますが、建設時期の違いがおよそ半年間、1 期分と 2 期分があります。1 期目に入居され
たところは、地震の年の 6 月ぐらいに入居が始まっています。遅いところで 11 月ぐらい。
その差が半年ぐらいあり、一番遅いところだと、まだ半分ぐらいしか住民の方が入居され
ていない状態でしたが、行政と地域の議員さんが入居されている住民を集めて自治会をつ
くろうじゃないか、とにかく自治会をつくりなさいということで、夜の 10 時半ぐらいまで
喧々諤々と話し合いました。
もう帰れないという時間になって、とある住民の方が「それでは、私がやります」とい
うことで手を挙げました。しかし、その方は今まで住んでいた所では、自治会の活動とか、
もちろん役員の経験があったわけではなく、なりたくない方が役員にならざるを得なかっ
たのが、仮設団地自治会の実状です。そのときに、益城町からは自治会規約のテンプレー
ト、このように規約を作ってルールづくりをしてやればいいですよ、というのが示されま
した。しかし皆さん、その規約を、どうやって守っていくのか、運営していくのか、自治
会活動や役員の役割は何だとか、分からない。分からないから自治会活動をしようとしな
い。だったらサポートが必要だということで、我々が自治会支援事業に入ることになりま
した。
しかしながら、我々はサポートですから、自治会のことは自治会が意思決定していくと
いう前提に立ちます。では、自治会としてどんな話し合いの場を設けたらいいのか、月に
1 回なのか、週に 1 回なのかというところから、他の仮設団地を引き合いに出して、他の
所ではこんなふうに試行錯誤してやっていますよ、というようなことを、支援団体間で情
報共有して住民に情報を提供したり、会議の場に毎回同席して議事録を取ったりとか、自
治会の運営そのもののサポートも行っています。
住民は、役員経験がないということで、自治会の活動として、草取りや廃品回収、その
他住宅街で通常行われている活動が、仮設住宅では誰が音頭を取ってどのようにやってい
くのかということを、一から話し合って決めていかないといけない。あくまで仮設なので
2 年間しか住まないという方とか、知らない人とコミュニティを築こうという気さえもな
い人もいます。家に閉じこもったままというか、仕事以外は外出もしない、近隣とのあい
さつもしない。そういった方は、「孤独死が心配だ」と言って見守る方は見守るのですが、
その見守りを拒否する方には、どのような支援を行っていくのかというのもすごく課題視
されています。
われわれは自治会サポート事業ということで、益城町からの委託でやっているのですが、
社会福祉協議会からの委託で、
「地域支え合いセンター」というところも見守り活動をメイ
ンでやっています。しかし、同じ目的で活動をしているのですが、なかなか事業の連携が
取れていないことなども課題です。
また、熊本市に関しては社会福祉協議会の職員が地域支え合いセンターの職員として各

46

仮設に 1 人は常駐するのですが、益城町においては社会福祉協議会に委託され、社会福祉
協議会から地域支え合いセンターに委託され、さらに「熊本ＹＭＣＡ」「キャンナス熊本」
「ライフサポートセンター」の三つに分かれて委託されます。委託先が三つに分かれるこ
とで、それぞれに事業の運営方法やスタイルが変わってくるのですね。大原則は同じかも
しれませんが、どのように支え合いセンターを運営していくかという、そこの実施体制が
ばらばらなんです。
制度によって、被災者支援を実施する機関の実施体制やスタイルが違うことで、住民は
一つの世帯でも、息子夫婦はこっち、その下の娘夫婦はあっちの仮設というふうに，ばら
ばらな仮設に住まわれているケースだと、「うちの仮設はこんなふうにやっているよ」「い
や、こっちではこうだよ」と違いが出てくる。そこで、入居者同士で「他の仮設はどうな
っているんだ」となるのは、住民の自然な感情ですよね。ですから、
「こっちのほうがいい
から」と娘夫婦が息子夫婦の仮設にたびたび顔を出していると、息子夫婦の仮設では、自
治会の行事に「よその仮設からの参加者がいる」ということになります。いくら親族とい
えども、よその仮設からの参加となると、
「こちらの自治会費で運営しているのに、何だか
お金が自治会以外に流れているような気がする」と言われることもあります。人間感情が、
災害、被災によって複雑になってしまっているという状況があるのではと思っています。
「みんなのボランティアステーション」
ライフサポートセンターにとどまらず、地域支え合いセンターと各支援団体、行政や社
協などとの横のつながり、連携というのは災害直後から課題視されていました。そこで、
「みんなのボランティアステーション」という、支援団体間のネットワーク団体が形成さ
れました。この存在意義といいますか、設立の経緯と目的は、次のとおりです。
支援団体間の会議や、行政主体で行われる会議はあるのですが、ネットワークのネット
の部分で終わっているんですよね。今、こういう課題があるよねとか、こういう問題があ
るよね、と認識されるのですが、それを具体的にどうやって解決していくのかというとこ
ろまで及びにくい。特に、行政や社会福祉協議会は、ずっとその地域に残って制度を作っ
ていく側ですからよいのですが、支援団体というのは、あくまでその地域の、行政や社協
と住民との間に少しサポートで入っているだけの存在なので、いずれ引かないといけない。
その引き際を見定めつつ、地域に継承していくということが、すごく難しいんですね。ど
のようなフェーズでどのぐらい引いていくのかが、すごく難しい。
「みんなのボランティアステーション」は、支援団体が活動の限界を自覚しだした時期
に開始したので、自分の団体だけでは解決しえなかった課題を他団体の協力や連携を図る
ことで克服することができるようになりました。また、自団体だけでは蓄積することがで
きなかった活動のノウハウを蓄積することができたので、支援団体のあり方の意識が大き
く変わったという声があります。
また、行政にとっても、バラバラに散在する住民からのニーズを一元的に把握し、民間
の活動実績を統一様式で報告し、民間では解決することができなかった行政課題も提出し
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てくれる存在に対して、積極的に連携を図っていくべき組織との認識を持ってくれていま
す。
このように支援団体への相談窓口が一本化したことで、メディアや新聞などでボランテ
ィア情報を掲載しやすくなり、熊本県民の一般参加者への間口を広めることができたと思
っています。
コミュニティ・自治の創世に向けて
私は、兵庫県神戸市の出身で小学校 5 年生のときに阪神・淡路大震災を経験しました。
被災からすでに 25 年近くが経っていますが、神戸の街並みは、火災がすごく激しかった長
田区でも、マンションなどが立ち並び、商店街もきれいに整備されています。しかし、整
備されてきれいな街になったけれども、もうシャッター街通りになってしまっています。
復旧と復興とは違うのですね。そのシャッター街通りを何とかしようということで、商店
街の中に保育園や幼稚園などができたりしています。
マンションにはたくさん人が住んでいます。どうしてその商店街を地元の方が利用しな
いのか、それはみんな他人同士だからです。震災前は、バラックというか、ひしめき合っ
て住まわれていた方は、よその土地に建てられた公営住宅に移り住んでいて、元の住居で
火災が激しかった所には、きれいなマンションが建ち、別の人が入ってくるのですね。そ
の人たちは知らない人同士だから、話もしない、あいさつもしない、関わろうとしない、
自治会の活動にも参加しない。
地震からまだ 25 年も経っていないのに、170 万都市の神戸に、そんなシャッター街通り
があるのかと皆さんなかなか想像できないかと思いますが、現在はそんな状態なのです。
それが今、熊本のプレハブ仮設やみなし仮設の入居者間でもそのような状況があるんで
す。そこで、われわれはサロン活動などを通して住民同士のコミュニティ形成につなげて
いくことを行っています。
友救の会に関しては、昼間のサロン活動はやめまして、朝ご飯会を『みんなの朝メシ』
と題してやっています。ある仮設で、昔からお隣同士の、その親の世代も、そのまた親の
世代も幼なじみという 80 代と 90 代の方がいたのですね。そのお二人が、地震から 2 年た
って、
『朝メシ』で初めてお互い、同じ仮設にいたんだ、と認識をされたのです。昼間のサ
ロンは、仮設の皆さんは農家さんとか働かれている方が多かったので、参加者がいなかっ
たのですね。
行政から委託されているものには「健康体操」とか、いろいろあるのですが、参加する
人がほとんどいない。
そういう委託されている事業に関しては、予算を割けなくなるので、
撤退せざるを得ない。しかし、参加者ゼロだからただやめるのではなくて、なぜゼロなん
だろうという疑問を追求する。そこは、われわれ民間だからこそ、支援団体だからこそ、
目を向けることができるのではないかと思っています。
『みんなの朝メシ』も住民にヒアリングして、就寝が 8 時頃と早いので、朝早い時間だ
ったらみんな来られるのではということで、
「朝ご飯会をやろう」ということになりました。
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今は週 2 回、各仮設を巡回する形で、仮設に 6 時に行って、みそ汁とかご飯をみんなの家
で炊いて、7 時にはみんなで食べられる状態にする。昼間のサロンでは参加者ゼロだった
仮設でも、朝ご飯会には 10 人ぐらい参加者がいます。皆さん、おかずを毎回持ち寄られ
て、
「作り方を教えて」というやりとりが生まれてくる。
2019 年 1 月以降には災害公営住宅への転居が始まります。そこでまたコミュニティを築
いていく、つながりを新たに築いていくという段階においては、われわれのような外部の
支援者がいつまでもサポートに入るのではなくて、住民同士で、自分たちのコミュニティ
づくり、生活づくりをやっていく、自分たちのことは自分たちでやっていくということが、
自治につながるのではと思ってやっています。
今、災害支援団体の活動できる範囲、その活動資金、ボランティア参加者が、どんどん
縮小している。しかし、復興住宅への移転などに代表されるように、仮設住宅という仮住
まいをしている方がいる限り、われわれの活動の必要性は続くと思っています。すごく難
しい時期ではあるのですが、熊本学園大学の高林先生や、他の連携団体と共に、いろいろ
な支援を模索しながらやっている状況です。本日は自治というテーマと、どのように関連
付けられるか悩んだのですが、私なりの話をさせていただきました。ありがとうございま
した。
＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊災害と法制度
法令に関して専門ではないので、もし間違っていたらすみませんけれども。
私は、経済的支援の一環で、地震の年に会社を設立しまた。地域雇用と復旧作業に従事
することで賃金とスキルを地域に継承するという経営理念でやっています。その中で、地
元の公共工事を地元の業者が落札するのですが、下請けに県外業者が多数入ってきていま
す。僕が子どもの頃に経験した神戸のときもそうだったのですが、僕の目の前で、柄の悪
いおじさんが柄の悪いおじさんに、
「この辺、片付けておいて。それが終わったら、あの辺
頼むから」と、こんな札束を渡します。それを焼け出された家にお住まいだったお父さん
が、ぽつんと見ている、そんな光景を目にしました。それが子ども心に、搾取されている
ようなイメージ、感覚的がすごくあって、嫌でした。
熊本では、そのようなことを、今度は大人として経験しています。自分が業者として仕
事を取って、地元の人を雇用して賃金払うという事業の中で、仕事はもらえるのですが、
支払ってくれない業者がすごく多い。こちらは成果物は納めているのですが。例えば、1,000
万円の工事のうち、元請けの業者が 800 万円ぐらい、何だかんだと理由を付けて先にもら
っています。でも実際の工事は 2 割ぐらいしか進んでいない。そこにわれわれのような地
域の小さな会社が、
「残りの分、８割をやってくれ」と地元の入札業者から言われてやるの
ですが、もともと 1,000 万円の工事を 200 万円で、8 割の工事ができるわけがないですよ
ね。そういったケースが、すごくたくさんある。3,000 万の工事を、2,000 万持ち逃げし、
実際には工事は 3 割しか進んでいないとか。もう、日々そんなことを、たくさん聞きます。
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そういったことに関して、抑制というか、歯止めがかからない。それが結局、その地域
の業者が搾取されたり、業者に着手金は払ったけれど工事を全然してくれない、という住
民もたくさんいます。そこを、法律的に、何か具体的の救済方法はないか悩んでいますし、
本日そのようなことの解決のヒントがあればと思っています。
＊被災者とは
被災者とは誰かということですが、われわれはボランティアという立場から、家屋全壊
で仮設に入ったり、一部損壊で修繕されてもともとの家屋に住まわれているとか、みなし
で町外に出ている方とか、ほんとうに、いろいろな方と関わってきました。それぞれ、ご
自身が一番大変だと思われています。家を失って、車も失って、交通手段も持たず、プレ
ハブ仮設が建つまで畑のビニールハウスで雨風しのいで、ようやくプレハブに入ることが
できたという方もいます。また、一部損壊の人は、高林先生がおっしゃったように、援助
の制度が本当にないのですね。新築で、一見無事に住んでいるのですが、室内の壁とか天
井とかが剝がれ落ちて、その修繕費で 80 万円ぐらいかかると。そこに制度として何か援助
できるものがない。半壊以上であれば、応急修理制度とか使えるのですが、そういったこ
とができない。
そういった方からすると、むしろ半壊の人のほうが、いろいろ受けられる制度があり、
半壊認定にわずかに届かずに、半壊の罹災証明を受けられなかったという方は、すべて自
分で支出し、再建していかないといけない。その差があまりにもあるので、皆さん、それ
ぞれの立場で、自分以外の立場の人をすごくうらやんで、それが住民感情にも、心がすれ
違い、近隣の方同士でも、それが元で、ねたみやそねみとかが生まれてきてしまっていま
す。そういった心のところまで考えると、地震を経験した皆さんが被災者なのかなと思い
ます。
また、地震では全く被害がなかった世帯の娘さんが、3 カ月くらい前、高校に通学する
ときに、路肩のちょっとした隙間に自転車のタイヤがはまってしまい転倒、骨折してしま
ったのですね。その隙間は、路肩を修理している途中の、仮復旧みたいな所だったのです。
そういう意味では、一見、何ら地震とは関わりのない、被災者ではないと言っている人で
も、いつ、どこで、地震に関連して災いを被るかは、本当に分からないと思います。
僕らは、支援団体、ボランティア団体として、いつまで支援をするのかとよく聞かれる
のですが、僕が、
「友救の会の松岡さんだ」というのを忘れられる、通りすがっても気がつ
かないようになったら、と思って活動をしています。
＊災害に関する課題や成果の継承
近年、西日本豪雨とか北海道地震など、災害が相次いでいます。九州でも毎年、台風で
あったりの水害絡みで、何かしら、どこかで被害が生じている。特に熊本は、九州の真ん
中に位置して、被害のあった益城は空港とインターがあり、交通の要所です。
ここでの大災害に、われわれ支援団体も、学会や行政など、いろいろなところと連携す
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る中で、出てくる課題とか、また生まれた成果というものを、次にどこかに引き継いでい
くことが大切だと思っています。それは、われわれが東北とか神戸から学んだように、そ
っくりそのまま真似するのではなくて、その地域に合ったものがあると思うのです。その
地域の住民たちが、自分で自治というものを考えていったときに、何が自分たちに合うの
かというのは、その地域でないと、その地域の方々でないと分からないと思います。
われわれは、住民と行政、社協などとの間に介在せざるを得ないときに橋渡し的な役割
をしている、サポートしているだけです。そういった、橋渡しをすると同時に、そこで得
たものを地域に引き継いでいくということに重きを置いて活動していきたいなと思ってい
ます。
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【共通論題Ⅰ

熊本震災から 2 年半～復興の現状と課題】

被災者の健康・生活の実態と自治体の役割
熊本学園大学社会福祉学部教授

高林 秀明

熊本学園大学の高林です。どうぞよろしくお願いいたします。
私は、熊本市東区の尾ノ上校区に 15 年ほど暮らしています。熊本地震の際、前震では震
度 6 弱、本震では 6 強を経験しました。余震が断続的に生じて、私は家族とともに小学校
に避難しました。この地域は 50 年ほど前に開発された住宅街です。戸建てやマンションが
建ち並ぶ人口 1 万 3,000 人の校区です。前震の時から住民が避難してきて、本震時はすぐ
に体育館がいっぱいになりました。1,300 人がピーク時、小学校に避難しました。中学校
は体育館が壊れたため、避難者を多く受け入れできませんでした。公共の避難所が少ない
ために、車中泊が大量に発生しました。小学校の校庭も車で一杯になり、公園やスーパー
の駐車場などにも車中泊が見られました。
自主運営組織の立ち上げ
避難した後、小学校の避難所の運営に私
も一住民として関わりました。端的に何が
重要だったかというと、住民の参加です。
避難してきた人たちが自主的な避難所運
営を展開できるかどうかです。これが避難
環境を改善する上での鍵であり決定的に
重要な点でした。
私たちはなぜそれができたかというと、
16 日の未明に本震がありその日の夕方
に、校長先生が「ボランティアできる人は昇降口に集まってください」と校内放送で呼び
かけました。それに応じて避難者が 40 人ぐらい集まりました。その人たちを中心に次の日
に、運営組織として、調整班や食事班、雑用班、救護班、女性班、駐車場係などを作りま
した。避難者が自分たちで協力して避難所運営するためです。水も出ないし、ガスも止ま
っていました。電気はしばらくして戻りました。水を誰がどう確保するのか。トイレが流
れないため水は雑用班がバケツリレーでプールから水を運んできました。そうやってみん
なで協力しました。食事もすぐに食事班を中心に炊き出しをする。このような自主的な運
営が校長先生の呼びかけをきっかけにスタートしました。
このような避難者・住民の参加がなかった避難所の方が多かったです。そのような避難
所は非常に混乱しました。今も関連死が増え続けていますが、避難所にいて体調を壊した
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り、壊れた病院からの転院過程で亡くなるなどを含めて、避難環境は極めて厳しいものが
ありました。熊本県内では避難所運営の準備がほとんどできていなかった。実際、熊本市
のマニュアルにも、今回の地震の前から避難所運営マニュアルはあるんです。そこには、
避難所は、発災 2 日目から、住民の参加、避難者の参加によって自主的な運営組織をつく
って運営することと書かれています。誰もそれを読んではいませんでしたが、校長はとっ
さの判断で避難者に参加を呼びかけたのです。これからは、校長だけでなく、地元の自治
会役員や自主防災組織、行政職員などの避難所の立ち上げに関わる人たちが、うまく避難
者に声をかけて、その人たちの参加を促し引き出せるような準備と工夫が必要になります。
避難所では、ものすごく落ち込んでいる人、家が壊れていてショックで動けない人もい
ます。でも、みんながみんな動かなくてもいいんです。動ける人が動ければいいわけです。
私たちも 1,300 人の中で初めに集まったのは 40 人ぐらいでした。その人たちを中心に組
織的に運営することによって避難所の環境は大きく改善されました。避難した人たちが受
け身にならない、お客さんにならないことが大切です。避難している人たちが主体になっ
て運営し、それを行政や関係機関、ボランティアなどがいかにサポートするかです。
炊き出しなどの協力は社会的健康
例えば、炊き出しです。小学校の給食室は都市ガスのために３週間ほどは使えませんで
した。家庭科室はプロパンガスだったので炊き出しのためにフル活用しました。避難所に
指定されている小学校は家庭科室だけはプロパンにすべきというのが教訓です。私は食事
班の班長となって、食材などを集めることから食事づくり、その配布などを皆さんと一緒
に協力してやりました。避難所では食事の配布の際に並ぶという光景が見られます。1,000
人以上の避難所であれば、1 回の食事につき 2 時間ぐらい並ぶんです。益城町でも、大き
な避難所ではそういう状況が数週間ありました。
でも、並ばなくても配布できる方法
があります。私たちは体育館を 10 ブロ
ックに分けて班をつくり、それぞれの
班ごとに世話人を決めます。校舎の教
室も完全に開放していて、それぞれの
教室に避難者がいます。そこでも教室
ごとに世話人を決めます。食事ができ
たときに私が放送で「カレーとトマト
がありますので、各班３人で取りに来
てください」などと言います。そうす
るとその人たちだけが昇降口や体育館
の入り口に取りに来て、あらかじめ前の日の実績が分かっていますから、段ボールトレー
に人数分をセットしておいて、数を調整しながら渡していきます。30 分あれば 1,300 人す
べての人に行き渡ります。高齢者、障害者は並ぶ必要もありません。
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こうすると、避難者同士のコミュニケーションがしっかり取れます。皆が役割を持って
助け合う協力関係やそのような雰囲気が生まれてきます。健康の概念としてＷＨＯが身体
的健康、精神的健康に加えて、社会的健康という概念を示しています。体の悪い人たちや
落ち込んでいる人、本当にショックでうつむき加減の人たちが、避難所の中で協力し合っ
ていく中で、だんだん元気になってくるのが分かります。精神疾患の人たちも 10 人ほど避
難していました。近くのグループホームから避難してき
ている方もいらっしゃいました。その人たちも役割を持
って協力し合う中で、見る見る元気になっていきました。
まさに人と人との交流や協力といった社会的健康ができ
ると、精神的にも回復したり前向きになれることを実感
しました。
救護班はとても大変でした。地震の前の晩に、肺炎が
治って病院から退院してきた高齢者とか、いろいろな方
がどんどん相談に来るわけです。救護班では、避難して
いる方でベテランの看護師がリーダーになってくれまし
た。学校医や近所のお医者さんも連携しながらチームで対応しました。
避難所は地域の包括的支援の拠点
避難所は東日本大震災以降、内閣府が運営マニュアルを変更してその位置づけを変更し
ています。かつてのように避難所は避難してきた人たちのためだけのものではなく、避難
してない地域にいる被災者にも情報や物資、様々な支援を届けていくための拠点であると
いう位置づけに変わっています。
私は社会福祉学領域の中で特に地域福祉論を専門でやっているために、常に地域のこと
が気になっていました。先ほどの西村町長のお話でも、消防団がすぐ救出に入った。益城
のような状況だったら、すぐ地域に出なきゃいけないのですね。私たちの地域は瓦が落ち
たり半壊や全壊の家もありましたけれど、人が生き埋めになっている状況はありません。
しかし、被害状況を早期に把握することは必要です。また、被災後の生活にどのようなニ
ーズがあることを知ることも必要です。水もガスも出ない中で、水や食料、衛生用品など
も必要としています。そこで、発災から 5 日が過ぎる頃、水やおにぎり、パンなどを避難
所だけで食べるのではなく、どんどん地域へ持っていきました。水道が復旧しても市営住
宅ではタンクが壊れて棟ごとすべて水が出ないという状況もありましたので、大変喜ばれ
ました。
こうして地域を回ることによってコミュニケーションが取れますし、地域の人の安心に
つながります。その中で、「私も何かできることをしよう」「私も今度はボランティアをし
よう」という気持ちが生まれ、コミュニティへの参加のきっかけにもなるということを考
えました。実際に後で参加してくれた方もありました。
このように、避難所となった小学校が災害時に地域の拠点として運営されることが極め
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て重要です。このことは、日常的にも教育施設
や医療機関、福祉施設が、地域の拠点として、
また「地域包括ケア」というように、利用する
人たちだけでなく地域で暮らす人たち全体の
拠点として役割を果たそうと考えて実践して
いるかということが重要になります。そのよう
な実践が、地震のときにも活かされると思いま
す。
また、尾ノ上小学校の避難所では、ボランテ
ィアセンターも立ち上げました。熊本市は、災害ボランティアセンターを 1 カ所だけで運
営しました。数週間してからサテライトを２つ作りましたが、基本的には中心部の 1 カ所
でした。ゴールデンウイークには 1 日 1,000 人以上のボランティアが全国から来ていただ
きました。しかし、１カ所ではボランティアをうまくコーディネートすることができませ
ん。西日本豪雨でも、ボランティアセンターはサテライト方式で小学校区単位ぐらいにい
くつも設置するということが一般化しています。
私たちの避難所にもボランティアセンターを立ち上げて、自治会長や民生委員からどん
どん地域のニーズを上げてもらいました。そして全国から来ているボランティアに小学校
に来てもらって、そこから地域へ派遣しました。ですから非常にスムーズでした。地域の
ニーズにたくさん応えられます。2 週間ほどでニーズ件数は、103 件に延べ 350 人のボラ
ンティアを派遣しました。
「明日は直接この小学校に来させてください」と言われるボラン
ティアもいました。中心部（花畑公園）の災害ボランティアセンターの列に毎日 2 時間も
並びたくないので、直接来たいと言うのです。ボランティアの人たちもこの方式の方が活
動しやすいと言われていました。
校舎・教室の開放と当事者・住民の自治を
避難所運営のいくつかのポイントとして、まずは自主運営を早期にいかにうまく軌道に
乗せられるかが大事です。学校の設備の使用についても、体育館だけはなくて、地震の規
模によりますが、出来るだけ避難スペースを広く取れるように校舎も開放することが必要
です。これだけでも避難環境が劇的に改善されます。
私たちの小学校では、ほとんどの教室の机や椅子を廊下に出して、そして教室を個室の
ようにすることによって、障害のある人たちやペット連れの方などが個別の空間に避難で
きました。障害のある人たちは避難所に避難できないことが多いのですが、避難を避ける
よりもむしろどんどん来てもらったほうがいいです。その人たちの声やニーズを聞いて、
彼らが避難環境に合わせるのではなく、環境の方を彼らに合わせていかに改善できるかと
いう視点から、避難した人たちみんなで対応していくことが重要です。障害者や住民によ
る自治が行われることが、その状況に合った環境づくりにつながると言えます。
私たちは、障害者や高齢者が十分にその声を反映できたかについては課題や反省があり
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ますが、障害者や高齢者が避難できたところでは、その人たちの声や状況を大事にして運
営していました。そうすれば環境が改善されますので、他の障害者や高齢者がまたそこに
来ることができるわけです。これが大事だと思います。食事と交流を大事にして、健康を
守ること、様々なところと連携するということ、地域支援の拠点として位置づけること。
これは物資やボランティアの派遣などが可能です。以上が私の避難所の経験を踏まえた住
民自治の大切さについての最初のお話です。
そこで話を災害全体の話に戻したいと思います。
生活再建の課題と健康悪化
避難所だけではなく、その後の復興過程でもやはり自治は非常に重要になります。被災
の評価は、住宅損壊の程度をあらわす罹災証明の内容によって分けられてしまいます。そ
の 60 パーセント以上が一部損壊で、義援金さえもほとんどないというような状況です、震
災の当事者性、つまり震災に対する思いとか自分が支援をどれほど受けられるのかなどに
違い生まれますので、この段階から災害に関する意識の面において住民がバラバラになっ
ていきます。震災関連死は現在 215 人となっています。認定者はだんだん増えてきていま
す。先ほどの避難環境の劣悪さが背景にはあります。そして、いわゆる「はさみ状格差」
のモデルを示していますが、社会問題に自然災害が加わって、さらに復興災害がこれに加
わると、もう底辺層は立ち上がれない状況になります。
阪神・淡路大震災でもそういう経験をしています。もともと社会問題があり、格差社会
において相対的な安定層と不安定層が存在します。格差のある生活状況の中で被災するた
めに、これをいかに元の生活に回復できるかは非常に大きな課題です。生活再建の上で特
に年金生活の高齢者を含めた低所得層のことが常に課題となります。
今一つの問題は、健康状態が悪いことです。被災者の健康状態の悪化は行政調査でも明
らかです。熊本県が去年 2017 年 7 月に実施した調査では、回答者の 8 割がみなし仮設の
住民の中で、あまり眠れなくなったのが 38 パーセントと、同時期の県民調査の 11.9 パー
セントの約 3 倍です。眠れないなどの精神的な影響が常に大きいです。そして今年 6 月の
熊本県の第 2 回目の健康調査でも、強い心的なストレスがある高度リスクが 8.1 パーセン
トと地震前の約 2 倍という結果です。中度・軽度の人を合わせて、回答者の 4 割が精神的
な不調を訴えています。熊本市の調査でも、健康状態が地震以降悪化した人が 3 人に 1 人
以上という結果です。地震後から現在まで被災者の健康状態の悪化には相当の広がりがあ
ります。
みなし仮設の孤立と「隔離」
熊本地震では、みなし仮設がプレハブ仮設に比べて圧倒的に多く、みなしが 3 万 5,000
人、そしてプレハブが 1 万人です。みなし仮設が 3.5 倍も多いんです。みなし仮設の方の
従前の市町村外への避難状況を見ると、例えば益城町は 75 パーセントの世帯が町外のみ
なしに入居しています。南阿蘇村は地域一帯が避難しなければならない状況のために、92
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パーセントの高さです。このように、多くの方々が従前のコミュニティを離れています。
そのコミュニティを離れることによって、人と人とのつながりがなくなってしまいます。
つまり、コミュニティからの分離によって孤立しやすい状況が生じます。みなし仮設の方々
が避難した先の地域の住民も、どのアパート等がみなし仮設になっているのか、被災者が
どこにいるのかを知りません。みなし仮設には情報や支援が届きにくくなります。
私は、地震から半年後に立ちあがった益城町地域支え合いセンターのスタッフとして、
半年間、訪問支援員をやりました。本業とは別に週 1 回、みなし仮設を回りました。自ら
飛び込んでそうでもしないと、みなし仮設に関わることができません。みなし仮設の人た
ちがどこに住んでいるのかは、ボランティアにも地域住民にも情報がいきません。これは
東日本でも経験されたことです。それをまた熊本地震でも繰り返しています。
みなし仮設の特徴を踏まえると、私は戸別訪問を繰り返す個別的な支援のアプローチに
は限界があると思っています。みなし仮設の人たちを支援する上で鍵になるのは、交流と
集団をつくることです。そして、みなし仮設の方々の自治組織をつくることです。それは
福島県内でやってきています。福島県の富岡町や双葉町の人たちで、郡山市や福島市に避
難してみなし仮設で暮らしている方々が集まって「居住者会」を立ち上げているんですね。
行政がこの組織づくりを支援しています。もちろん、全町的に避難していますから、避難
先の地域に自治組織をつくらなければいけないという理由は当然ありますが、自治体が補
助金を出して、さらに喫茶や趣味の会、交流ができる常設の拠点まで借り上げています。
そこにみなし仮設の人たちに来てもらって、交流会や居住者会づくりなどやっています。
私も郡山市に聞き取りに訪問した際に、居住者会での交流によって本当に元気になったと
皆さん話されていました。このような経験が熊本地震ではほとんど活かされていません。
なぜ、熊本地震ではそのような交流の支援や自治組織づくりができなかったのか。私は
熊本でこそやるべきだったと思うのですよね。みなし仮設の孤独死が、今、20 件以上あり
ます。22 件中の孤独死のうち 21 件はみなし仮設です（うち 2 件は公営住宅）。プレハブは
1 件だけです。みなし仮設の孤独死は熊本市内で多く起きています。当初からしっかり交
流支援や自治組織づくりをやっていたら、このようなことは防げたのではないか。個別支
援のアプローチだけでは、何カ月に 1 回しか訪問できません。それも行政や社協の職員だ
けです。日頃から地域の住民やボランティアなども訪問や交流をして、みなし仮設の住民
も自分たちで集まって話し合えるような環境づくりが必要です。ですから、みなし仮設の
方々がコミュニティという場と空間、人とのつながりから分離された後に、東日本大震災
の経験を踏まえて、この 2 年半の中でどうして孤立状況を改善できなかったのかが悔やま
れます。
これは分離のリスクに対応して適切な対応をしなかったために、結果的に「隔離」を作
ってしまった。その結果、孤独死も起こった。これはみなし仮設を含めた被災者の生活再
建策における行政の無作為や対応の失敗であり、熊本地震における「復興災害」だと考え
ています。プレハブ仮設のように自治会もなく、集会所のような交流拠点もない。みなし
仮設の方々は悩みを話し合ったり、行政や議会に声をあげることができない状況に置かれ
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ています。みなし仮設の人たちは、仮設延長の要件についても非常に厳しいハードルが課
せられています。延長が叶わなくて多くの人がみなし仮設から出ざるを得なくなっていま
す。そこに不満や悩みがあっても、お互いに話し合う場や人がいないという状況にずっと
置かれてきました。
届かない声、政治的共同体からの排除
このように、言える場がない、仲間がいない、だから不満があっても仮設から退去する
しかない。このことは、政治的なコミュニティと政治的な共同体とがつながるチャンネル
がない、ということでもあります。みなし仮設の分離と隔離が起こっているとしたら、復
興施策の内容とプロセスの問題であり、日頃の自治や政治のあり方が問われていると思う
のです。このことは、震災以前から日頃のコミュニティにおいて、政治的な共同体におい
て私たちの声が議会や行政に届くかというと、それ自体が難しいことです。しかし、みな
し仮設はバラバラになっているから、プレハブ仮設と比較しても、声を集めたり伝えるこ
とはなおさら難しいんです。ですから、いかに地域の中でみなし仮設の人たちの交流と自
治をつくっていくか。私は、これを政策として取り組むことがとても重要ではないかと思
っています。それが熊本の被災地のコミュニティや被災者のアイデンティティを形成して
いくことにもなります。
いくつか、みなし仮設の事例を紹介します。益城町から町外に出た方です。最初は賃貸
住宅が一部損壊として判定されて、町外の夫の実家に避難しました。このときに非常に不
安になったようです。よく聞くように、
「地震のときのショックよりも一部損壊と判定され
たショックのほうが大きかった」という状況です。つまり、それは被災したのに支援がな
いということが分かるからです。この場所には住めないし、この先どうなるんだろうと。
この女性は 30 代の方で、慣れない土地に移り、食欲もなく夜も眠れない状態でした。妊娠
していることが分かったのが、地震の 2 カ月後の 6 月です。眠れないまま 8 月になって、
「気を張っていたせいか」と言っておられましたが、倒れて流産されました。9 月に入っ
て 2 度目の調査で半壊と認定されてアパートが解体になったので、夫の実家を出て、みな
し仮設に入居できました。これで何とかなるかなと思って、食欲や睡眠も地震の前の状態
に戻って落ち着いたと話されていました。
でも、この流産というのは、震災関連として見なされないわけです。どの時点で人の命
が誕生するかという難しい議論もあるでしょうが、この方が震源地の近くで被災して一部
損壊と判定されても、
「みなし仮設に入れますよ、避難できますよ」という環境が与えられ
ていたら、それで随分安心できて食欲や睡眠への影響も少なかったのではないかと思いま
す。現状では、一部損壊と判定されるとほとんど支援がない、支援を受けられる被災者と
いうカテゴリーの外に置かれてしまうような制度です。それが非常に大きなダメージを与
えているわけです。
このような制度によって、まだ生まれていない赤ちゃんの命が失われてしまったと捉え
られるのではと考えます。その影響がどの程度かは立証困難ですが、少なくとも影響は少

58

なくなかったはずでし、影響がゼロだと否定することはできないと思います。当事者しか
知り得ないようなこのような問題を一つひとつ取り上げて、制度を改善するために声を上
げていくことが必要です。このような点は、政治的共同体の片隅でも語られていません。
次の方も、一部損壊と判定された震源地に近い益城町の 50 代の夫婦です。この方の向か
いの高齢者が震災で亡くなりました。この夫婦は、そのおばあちゃんと長年家族のように、
母親のように親しくしていました。一部損壊でほとんど支援も受けられないまま、1 カ月
以上、車中泊をしながら家の中の片付けを黙々とされました。生きる気力を失って、なぜ
亡くなったおばあちゃんの代わりに自分が死ななかったのかと自分を責めているわけです。
でも、人との交流を取り戻して次第に元気になっていきました。しかし、この 2 年半、数
カ月おきに 1 週間ぐらいは起きられないほどの精神的な落ち込みを繰り返しています。こ
の方も、家にも敷地にもかなり亀裂が入ったり隙間風が入ってきたりしています。一部損
壊以上の被害ではないかと思うのですが、そう判定されて、それでやっていくしかない状
況で、かなり苦しい思いをされてきています。何らかの制度的な支えがあれば、この夫婦
の苦しい気持ちを支えることができたのではないかと思います。
このように、被災の実態と罹災証明の内容には大きなズレがあります。被災とは何かと
いう判定基準を根本的に変えていく必要があると考えています。災害対策基本法と災害救
助法の内容を実態に見合うように改める必要があると思います。
被災者と住民の自治の大切さと、制度が私たちの人と人とのつながりやアイデンティテ
ィを形成していることを踏まえた、平時の災害以前の制度づくり、そして災害時の政策の
あり方を検討し改善していく必要があると思います。ありがとうございました。
＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊災害と法制度
一つは災害救助法で、医療の現物給付であります。これは短期で打ち切られてしまいま
す。熊本地震では発災から 1 年半で、保険料と窓口負担の免除措置が打ち切られました。
阪神・淡路は 1 年で打ち切られました。熊本地震でも最初は約 1 年の予定でしたが、それ
をまた数カ月延ばして 1 年半になりました。この期限はどんな根拠に基づいているのか、
なぜ 1 年半で打ち切るのか。東日本大震災では、福島県と宮城県では現在も一部の自治体
で継続していますし、岩手県では被災市町村のすべてで現在も継続しています。財源は国
8 割、県 1 割、市町村 1 割の負担で、医療費の窓口免除を継続しているわけです。
熊本県も、先にお話したような被災者の健康状態の悪化が分かっているわけです。行政
もそういう調査結果のデータを出しているわけです。それでいて免除措置は打ち切ってし
まった。継続すればただ乗りする人がいるだろうという懸念があるようです。そう考える
なら、半壊以上の被災者を継続的に免除しなくても、例えば低所得層だけ継続するという
宮城や福島の例もありますので、実態に応じた政策の実施は可能だと思います。
医療を受けるのが困難な被災者には、既存の国民健康保険法 44 条の減免措置を個別に
適用すると、熊本県知事と執行部、県議会は主張しています。しかし、この制度は福祉的
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な措置で、生活保護基準の 1.1 倍以下の収入でなければ全額免除にならないのです。申請
要件として預貯金もカウントされますから、とてもじゃないですが、これから自宅再建や
生活再建のための蓄えを作ろうとしている人たちには当てはまらない、利用できないもの
です。ですから、1 年半で完全に打ち切るのではなく、段階的に縮小しながら必要な人に
は医療を給付し続けるような施策が必要です。
そして、みなし仮設の延長要件の問題です。熊本地震は仮設の 2 年後の延長が行われた
災害としては 4 回目です。阪神・淡路、中越、東日本、そして熊本です。今回は初めて、
2 年後の最初の延長で８つの延長要件が設けられました。これはかつてないことです。延
長については、熊本県と内閣府が協議して決めています。この要件は、みなし仮設の居住
者にとって特に厳しいものです。みなし仮設の退居率がプレハブ仮設の 40 パーセントに
対して大体 50 パーセントになっています。延長申請した人のうち、みなし仮設居住者の 1
割が却下されたという報道があります。ほぼ認められたとの内容ですが、実際にはそもそ
も申請できない、申請を諦めた人たちが大量に存在します。仮設入居者のうちの 4 割は延
長申請しなかった、できなかったのです。厳しい要件のために延長申請できない仕組みに
なっている。この中には個別の事情を抱えていて、もう少し住み続けたいという人たちも
いるわけです。ところがそれは認められません。マスコミ報道も含めて、災害救助の期間
が原則 2 年というような間違った伝え方をしています。2 年というのはプレハブ仮設が建
築基準法に適合していないので、延長手続きが必要というだけのことです。仮設供与期間
は 2 年で、延長は特例だと思い込まされている人たちも少なくないと思います。
しかも、みなし仮設の居住者はバラバラですから、プレハブのように「みんなの家」と
いう集会所で話し合う場もなく、そういう不満を語り合う場がありません。政策の決定や
変更につながるような議論の場、政治的共同体というものに参加できないという状況です。
インクルージョンされない、ポリティカルな参加への排除が起こっています。みなし仮設
の分離が隔離になってしまうと声さえ上げられない。
阪神・淡路大震災後に議員立法で作られた被災者再建支援法についても、その成立過程
では当時、小田実さんら多くの人たちが街頭デモをして、
「国が私有財産の形成だとして住
宅再建費用の補償ができないというのはおかしい」と言って声を上げるなどの社会運動が
ありました。今日までこのような社会運動も弱くなっている。それによって、ますます市
民や被災者の方からの声が上げられない。そして、みなし仮設を大量に使うと、ますます
声が上げられない状況が作られます。このような悪循環になっているのではないかと感じ
ています。
＊法令における被災者の位置付け
罹災証明の内容が、その後に利用できる制度の通行手形になってしまっているわけです。
先ほど岡本先生のお話のように、一部損壊でもきちんと再建支援金の一部として数万円で
も支給することが必要です。熊本市が、一部損壊の方が住宅修理にどれぐらい費用がかか
っているのかという調査結果を発表しています。少なくない世帯で 20～30 万円ほどかか
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っています。それぐらいは支給することによって、行政窓口ともつながっていけるわけで
す。それをきっかけに、他の面での支援の必要性も見えてきます。一部損壊の方でも医療
が特に必要になる人もいます。そのように支援対象を拡大することによって、行政が被災
者とつながっていくような工夫も必要だと思います。要するに、建物の被害の割合で、そ
の後の制度の通行手形になるのであれば、復興施策、生活再建施策は、生活全体の被害状
況にマッチしていないわけです。そこで、何をどのように被害として捉えたらいいのかに
ついての検討が必要だと思います。
しかし、現状を見ると健康状態です。関連死が言われますけれど、関連死に至るのは何
か疾患があって、突然死であっても何かどこかに原因があるわけです。関連死に至らない
までも、もっと広がりがある関連疾患というものが存在しています。熊本地震では非常に
広がっていると感じています。この関連疾患は、社会的な概念、あるいは政策的な概念と
してまだまだ未確立です。これを何とか震災関連疾患として社会的に定着させて、これを
未然に防いだり医療費の免除措置の期間延長などで対応していく必要があると考えていま
す。それには、被災者の被害をトータルに捉える作業がやはり必要だと思います。
さらに、私は、被災者のアイデンティティの危機を考えています。例えば、益城町で被
災して町外のみなし仮設に入居した 50 代の単身男性です。離婚されていて娘さんと奥さ
んと別居されているのですが、小さい頃に娘さんが 1 回だけ訪ねてきたことのあるアパー
トです。もしかしたら、将来、成人した娘さんが会いに来てくれるかもしれないという希
望と絆のあるアパートだったんですよ。そこを離れたために、娘さんと連絡が取れないの
で、もう二度と会えないのではとすごく落ち込まれ、飲酒量がかなり増えています。です
から、壊れた益城のアパートは、単なる住宅ではなくて、その方のアイデンティティ、生
きる力の拠り所となっている場所でした。
住宅とは単なる住まいではないのです。先ほどの一部損壊の夫婦であっても、母親のよ
うな方を亡くされて大きなショックを受けています。被災者の心のケアがよく言われます
が、このように被害をその方の環境の変化との関係でアイデンティティの危機として捉え
ると、被災と心との関係が見えてきます。被害をもっとトータルに捉えて、精神的な状態、
その痛みというものを捉えて、サポートしていくことが必要だと思います。
＊災害に強い社会とは
社会制度という少し大きい話になるかもしれませんが、先ほどの医療についていえば、
日常の窓口負担は 3 割負担です。かつて 30 年から 40 年前は健康保険の本人は 10 割給付、
高齢者も無料の時代がありました。阪神・淡路大震災の当時は１割負担でした。その後、
平時の制度が大きく後退して、つまり自己負担が大きくなっています。そのため、災害時
の特別対策とのギャップが大きくなってくると、特別対策を継続するほど被災を受けてい
ない熊本県民からまだ特別対策をしているのかという不満が出て来る可能性があります。
これは水俣病の手帳でも原発手帳でも同じです。特別対策は認定などを受けている人と、
同じような状況にもかかわらず認定されていない人、その認定の可能性は低くても同じよ
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うな状況にある人たち、例えば地震のケースでは一部損壊と判定されてきた人たちからは
不満や批判、ねたみなどの感情が出てきてしまう。それに対して平時から暮らしやすくて
被災後の復興の面でも安心できる制度を持つような国というものは、もっともっと連帯で
きる社会でなければならないと思います。
そうなると、私は社会政策の概念でいうと、普遍主義と選別主義という制度のタイプが
ありますが、普遍主義の政策を強めていく必要があると思います。普遍主義の制度は、広
く中間層にも社会保障が行き渡り、社会福祉においてもミーンズテスト（資産調査）があ
りません。社会権が広く認められ貧困率が低い国です。そこでは、国民・市民の相互の信
頼関係の水準も高くなっています。そして、人々がお互いに信頼する規範やアイデンティ
ティを構築しやすいといわれます。
日本は、普遍主義ではなく選別主義の特徴が強い制度です。普遍主義を強めるためには、
住宅政策については、
みなし仮設のような家賃補助も平時の一般政策として導入すること、
医療保障については窓口負担を無料に近づけて医療の中身についても予防及び保健のアプ
ローチを強めることです。災害時や災害後の救助・復旧・復興の面だけが強い社会、その
時だけ短期間の特別施策を実施したり、その時だけ住民が相互に助け合う社会というのは
存在しないと思います。それには普段から安全に安心して暮らせる社会制度やコミュニテ
ィ、そういうものがあってこそ災害にも強い社会になると思います。
大きな構想ですけども、社会制度のあるべき方向であり、そこに自治が必要ですし、普
遍主義制度こそ自治を育みやすい条件をつくると考えます。大きな政府とアクティブな市
民社会は両立しないのではなく、大きな政府・自治体とアクティブな市民社会は北欧の例
のように成り立っているわけです。むしろ、どちらも手を携えて発展するというのが、北
欧の経験や私たちのこれからの社会のあり方ではないかと思います。私は熊本地震の経験
からもそう考えています。
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【共通論題Ⅰ

熊本震災から 2 年半～復興の現状と課題】

熊本地震のリーガル・ニーズ分析にみる復興法政策上の課題
～災害復興法学の観点による被災者支援制度の抜本的改善の必要性～
銀座パートナーズ法律事務所

弁護士・法学（博士）

岡本

正

はじめに
私は、2003 年に弁護士登録をした弁護士です。第一東京弁護士会に所属し、現在は銀座
パートナーズ法律事務所のパートナー弁護士です。2009 年 10 月から 2011 年 10 月まで内
閣府行政刷新会議事務局の上席政策調査員として出向勤務し、その間に、東日本大震災が
発生しました。少なからず復興支援などに関わる経験をいただきました。また、2011 年 4
月以降は、日本弁護士連合会（日弁連）の災害対策本部嘱託室長を兼任し、同年 12 月まで
務め、その後も日弁連の災害復興支援委員会に所属し、熊本地震など災害復興支援に関わ
っています。2011 年 12 月から 2017 年 7 月までは、福島第一原子力発電所事故による原子
力損害賠償の和解仲介を担う文部科学省原子力損害賠償紛争解決センターの総括主任調査
官としても出向しておりました。
これらの経験から、「災害復興法学」という学術分野を立ち上げるべく、2012 年から大
学で授業を開始しました。復興政策の具体的な軌跡や法改正に至る政策形成活動の状況を
記録するという「公共政策」と「法学」を融合させた学問です。現在は慶應義塾大学法科
大学院、同法学部、同大学院システムデザイン・マネジメント研究科などで災害復興法学
に関連した授業をしております。また、2012 年度から 4 年間は、中央大学大学院公共政策
研究科客員教授としても災害復興法学を教えておりました。2017 年には「災害復興法学の
体系」の研究論文をまとめ、新潟大学大学院にて博士（法学）の学位を授与いただきまし
た。成果は書籍や論文、官民の研修などで社会還元しております。
熊本地震とリーガル・ニーズ
2016 年 4 月 14 日から同月 16 日にかけて、熊本地方で震度 7 の地震が連続発生しまし
た。熊本地震です。発災直後から日本弁護士連合会（日弁連）や熊本県弁護士会を通じて、
弁護士は、無料法律相談・情報提供活動をしてきました。結果として、約 1 年間のうちに
12,284 件の相談が行われ、日弁連にてデータベース化と分析が実施されました。それらは、
日弁連のウェブサイトに「熊本地震無料法律相談データ分析結果報告書」（2017 年８月）
として公表されています。地域別、類型別に分類し、数多くのグラフを掲載しています。
地域別にみると、88%（10,855 件）が被災当時の住所が熊本県内、その他の地域が 222
件、不明が 1,207 件となりました。相談のボリュームは全体に占める相談類型の割合で示
しています。割合が大きい類型は、
「不動産賃貸借（借家）」（20.3%）、「工作物責任・相隣
関係」（15.4%）
、「住宅・車等のローン」（13.7％）、「公的支援・行政認定等」（12.4％）で
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した。
相談の多かった類型について、それぞれ説明します。
① 「賃貸借契約（借家）」
熊本市は人口約 70 万人の政令市です。また、熊本県全体の借家比率は 35.5%ですが、相
談件数が最も多い熊本市では 47.7%であり、中心街の区はさらに高くなっています。都市
部におけるオフィスやアパート等の賃貸物件が数多く損壊することで、賃貸借契約の当事
者同士で家賃・修繕・退去をめぐる紛争が起きたものと思われます。
② 「工作物責任・相隣関係」
瓦屋根の落下、塀の倒壊、地盤の流出等の住宅被害により、隣家の財物を損壊したとい
うケースが多発しました。被害を与えてしまった結果、損害賠償をめぐる当事者同士の紛
争が増えることになったのです。
③ 「住宅・車等のローン」
震源地付近では震度 7 が 2 度も発生しました。震度 6 弱以上の地震も 4 月 14 日から 4
月 16 日までに 5 回も起きています。さらに、その後も熊本地方を中心に、震度 4 以上の地
震が 4 月中に 120 回も発生しました。地盤が崩壊すれば、建物自体に大きな損傷はなくと
も、住宅に住むことはできません。大きく財産を毀損されながら、なお住宅ローンを負担
せざるを得ない世帯の相談が高くなったのは、この甚大な建物・宅地被害を反映している
ものです。なお、熊本県全体の持ち家比率は 63.1%と全国平均より若干高いことも影響し
ていると思われます。
④ 「公的支援・行政認定等」
罹災証明書、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、仮設住宅への入居要件など、行政に
よる支援に関する相談です。なお、これらの制度は、これらは、
「法律に基づく行政」とい
う憲法上の要請によって、すべて法律に基づいて運用されています。東日本大震災では、
地震被害・津波被害・原子力発電所事故被害のいずれの地域でも、この相談割合が高かっ
たのです。この傾向は、深刻な地震被害により都市・住宅が被害を受けた熊本地震でも同
様に現れました。生活再建を求めるニーズは、被災者にとって必然であり、また大きな関
心事であることは災害の種類や地域を問わないことがわかったのです。
なお、熊本地震のリーガル・ニーズの詳細分析は、拙著『災害復興法学Ⅱ』
（慶應義塾大
学出版会、2018 年）及び『災害復興法学の体系：リーガル・ニーズと復興政策の軌跡』
（勁
草書房、2018 年）に多数の図表と共に詳しく掲載しております。
熊本地震直後の弁護士による被災者支援活動
熊本地震直後に弁護士が実施した活動のうち、特に影響が大きいものを紹介させていた
だきます。
①

無料法律相談・情報提供活動

日弁連や熊本県弁護士会を中心とし、電話や面談による無料法律相談・生活再建に関わ
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る情報提供支援が実施されました。行政の被災者支援は、すべからく法律上の制度を根拠
にしていますが、これらの法律の存在は一般に広く知られているものではありません。メ
ディアや行政担当者にとっても未知の領域であることが多いのが実情です。このような実
情を補うべく、弁護士による相談活動が極めて重要な情報流通経路となっていたのです。
②

震災ＡＤＲと実績

熊本県弁護士会は、2016 年 6 月に「震災ＡＤＲ」を立ち上げました。震災ＡＤＲとは、
熊本地震を原因とした各種紛争について、弁護士会が窓口となり、弁護士が話し合いの仲
介・和解のあっせん等を実施する「裁判外紛争解決手続」のことです。2016 年度の相談受
理件数は 86 件でした。前年度が 2 件であったことからすれば，爆発的なニーズがあった
ということになります。「賃貸借契約（借家）」や「工作物責任・相隣関係」などの相談が
多く、被災者同士のトラブルを解決する手法として重宝されていたことがわかります。
③

被災ローン減免制度の周知活動と金融機関との協働

災害により住宅ローンなど既存の債務が支払えなくなり、資産を上回る借入金があるよ
うな場合には、債務免除のためには、法的手続としては破産・免責の手続を選択せざるを
得ません。ところが、この場合はブラックリストといわれている信用情報登録や、連帯保
証人への請求など、本人にとって負担や不利益が大きくなります。
そこで利用が期待されているのが、東日本大震災後に弁護士らが中心となって提言し、
ステークホルダーが参画して策定した「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」
（個
人版私的整理ガイドライン）を、災害救助法適用災害で共通して利用できるように昇華さ
せた「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」
（自然災害債務整理ガイド
ライン）です。2015 年 12 月に成立しました。年収などの利用制限はあるものの、被災者
生活再建支援金、災害弔慰金、熊本地震の義援金などを含む差押禁止財産、現預金 500 万
円、保険金の一部、自動車などを手元に残して、それ以外の資産があればその資産分を差
し引いた債務を、資産がなければ債務全額を免除できるという優れた制度です。しかも、
破産のような信用情報登録や連帯保証人への請求などのデメリットがありません。ローン
からの再生の切り札となるのが「自然災害債務整理ガイドライン」なのです。なお、制度
の詳細については、拙著『災害復興法学Ⅱ』第 2 部第 2 章に記述しております。
実は、東日本大震災では、
「個人版私的整理ガイドライン」の運用の不備と周知不足によ
り、利用者は当初予定者の 10 分の 1 程度の 1,400 件程度にとどまっています。熊本地震
では、2016 年 6 月以降、肥後銀行と熊本銀行が、熊本県弁護士会や自治体と共同して「自
然災害債務整理ガイドライン」の周知を図りました。門前払いとならないよう、弁護士会
がサポートして利用開始を積極的に行い、どうしても合意に至らないケースは、あとから
取り下げにするなどして、取りこぼしを少なくする努力がなされているのです。
熊本地震と被災者生活再建・生活復興上の課題
熊本地震の復興政策の課程で見えてきた生活再建や復興における法制度の課題について、
大きく以下の 3 点を挙げさせていただきます。
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①

中長期における見守り支援制度の不存在

初期の段階では、弁護士や多士業連携による「法律相談活動」及び「情報提供活動」な
どが効果を発揮します。しかし、自宅に戻ったり、仮設住宅になったりすると、世帯ごと
のニーズに根差した個別支援・伴奏型支援が不可欠になってきます。これを受けて、熊本
県弁護士会は、2017 年 11 月 6 日、南阿蘇村との間で「被災者の住まい再建に関する協力
協定」を締結するに至りました。相談会やケースカンファレンスの実施、被災者の住まい
再建に関して弁護士を派遣することを業務内容としています。2017 年 11 月及び 12 月に
は、南阿蘇村の約 250 世帯のヒアリング支援を行い、
「支援漏れ」を防止する策を講じるな
ど精力的な活動をしています。
これらは、成果としては極めて大きな功績だと思われますが、あくまでも法制度上、具
体的な戸別訪問や見守り支援の実施が県や自治体に義務付けられているわけではないので
す。被災者に対する見守り支援・伴奏支援・公的制度適用漏れ防止支援を法的に担保する
仕組みを恒常的なものとすることが必要になります。
「災害ケースマネジメント」のメニュ
ーのひとつに伴奏支援を組み込むべきです。
②

半壊世帯への支援の不十分性（支援金不存在・修繕支援の不足）

被災者生活再建支援法は、適用自治体内において支援対象となるのは、全壊世帯と大規
模半壊世帯に限られます。半壊以下の世帯には同法に基づく被災者生活再建支援金は支給
されません。一方で、同法によると、半壊住宅でも、
「住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害
が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯」という場合には、被災者生活再建支援金の
支給対象となります。この法令上の定めが、かえって半壊住宅の解体を促進し、その後、
結局再建に至らない事例を多く生じさせている可能性があるのです。まさに「半壊の涙」
と表現できます。
災害救助法に基づく応急修繕制度は、半壊以上の住宅に利用できます。平成 30 年 4 月
時点で最大 58 万 4,000 円です。応急修繕制度だけでは、半壊に至った住宅を完全に修理す
ることはおよそ不可能です。また、応急修繕をすると、仮設住宅へ入居できないという解
釈が内閣府から示されており、応急修繕制度の利用を躊躇する現状があるのも問題です。
ただし、各災害において柔軟な入居要件の拡大政策がとられていますので、必ずしもその
ような運用をする必要はありません。入居を認めることは、災害救助法を柔軟に解釈すれ
ばできるはずなのです。
さらに、災害公営住宅での自立再建を望む被災者のうち、特に賃借していた世帯に対し、
賃貸住宅の解体を入居要件としている自治体が複数存在することも無視できない問題です。
解体するかどうかは、
「賃貸人」の意思にかかっており、被災者が自己決定できない事由を
入居要件とすることは不合理です。一方で、民間賃貸住宅での自立再建を望む被災者で連
帯保証人が用意できない者に対して、熊本県が「保証人不在被災者支援制度」を構築した
点は高く評価できます。現場では法解釈と運用にまだまだ多くの誤解があるように見受け
られます。
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③

災害関連死対策の不十分性 （国の対策部署・データ収集部署の不存在）

熊本地震における犠牲者は、267 人です。そのうち災害関連死は、2018 年 4 月段階で、
212 人に及んでいます。その多くは、避難所生活を経験しているという共通点があります。
災害関連死を防止するには、避難所環境を改善する施策や、どのような経緯で亡くなった
のかを詳細にすることで、それを克服する対策を事前に行うことに尽きます。例えば、避
難所に段ボールベッドを直ちに用意する、キッチンカーを即時に手配する、トイレ環境を
即日整備するなどが必須なのです。このような対応を行うには事例の「詳細な」事例分析
が不可欠であり、医学的視点のみならず、事実認定や法的評価を含む総合的な検証と分析
が行われなければなりません。そのためには、東日本大震災において、2018 年 3 月末時点
で 3,676 名に及ぶ災害関連死事例を含む事例を、国家プロジェクトとして全国の自治体の
災害弔慰金支給審査委員会等から収集することが必要になります。
ところが、災害関連死という結果を検証する責務を担う国の所管部署が存在しません。
仮に、国において事例を収集するとしても、各自治体の個人情報保護条例の取扱いによっ
て、必ずしも足並みはそろわないと予測され、全件分析は難航すると思われます。東日本
大震災及び熊本地震も、報告書の公表などはなされています。しかし、事例が抽象的であ
り、具体的な備蓄や医療体制の構築に反映するだけの知見は得られていないように思えま
す。
必要とされる復興支援・生活再建のための制度
最後に、必要とされる法制度とは何かをまとめます。
① 見守り支援活動の法制度化
被災者生活再建支援法、災害救助法、その他被災者のための各種制度においては、適用
要件に該当する世帯とそれ以外の格差が大きくなります。そこで、建物被害単位ではなく、
「ひとりひとり」の現状に着目し、再建（建替え）、修繕、賃貸、被災者への情報支援、見
守り伴奏支援などのメニューをつくり、選択できる法制度とすべきです。これを「災害ケ
ースマネジメント」と呼びます。特に、現行法制では、応急時期を過ぎたのちの情報提供
や見守り支援は法的根拠が明確でありません。災害ケースマネジメントの理念のもと、見
守り支援や情報提供支援を法制度化し、専門家がスムーズに避難所などでの支援を開始で
きるようにすべきです。
② 被災者生活再建支援法と災害救助法の抜本的改正
「半壊の涙」を生まないため、ⅰ被災者生活再建支援法における半壊以下の世帯への支
援の実施、ⅱ災害救助法の応急修繕制度の一部損壊世帯への拡大、ⅲ災害救助法の応急修
繕制度の金額の大幅拡大（最低でも、建設型仮設住宅の最低基準に匹敵する約 600 万円程
度）が、現行法の枠組みを維持する前提だとしても早急に必要です。
被災者のニーズに応えつつ、効率的に予算配分と支援を行う「災害ケースマネジメント」
の考え方がベースになっています。将来的には、
「被災者生活再建基本法」を創設し、被災
者生活再建支援法、災害救助法、災害弔慰金法、被災者版困窮者自立支援法、災害対策基
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本法における災害時要支援者支援制度等を統合するべきである。
③

災害関連死事例のビッグデータ分析と対策への反映

国の中に専門部署を創設し、災害関連死の事例を全国の自治体から集め、死亡原因、死
亡に至る経過、今後の課題等を個別の事例ごとに分析するとともに、分析結果を匿名化し
て公表すべきです。医学、法学を必須とし、その他あらゆる専門家が参画できる場を必要
としているのですが、国の部署がないのが問題です。自治体ごとの公表では、地域の個性
が強く、匿名性が担保できないことから、あくまで国がすべての事例を集める必要性があ
ります。このとき、個人情報保護条例に規律された自治体の災害弔慰金支給審査委員会で
保存している災害関連死にかかわる資料（個人情報）を漏れなく収集するためには、その
ための立法措置をとることが簡便かつ効果的です。
熊本地震の教訓を「防災教育」へ反映する「災害復興法学」の展開
冒頭で述べた「災害復興法学」の取り組みをまとめておきます。
災害復興法学の役割は４つあります。１つめは、法律相談の事例から、被災者のニーズ
をあつめ、傾向や課題を分析することです。２つめは、既存の制度や法律の課題を見つけ
て、法改正などの政策提言を実施することです。３つめは、将来の災害に備えて、新たな
制度が生まれる過程を記録し、政策の手法を伝承することです。これらを実行することで、
これまでの課題を将来に引き継ぐことができます。４つめは、災害時に備えて、
「生活再建
制度の知識」を習得するための防災教育を行うことです。災害復興法学という新たな学術
領域をベースとして、防災教育の展開の基盤を目指しています。たとえば、ＮＨＫの「視
点・論点：東日本大震災から 7 年(2)」岡本正「被災者の声を活かした災害復興法学」
（2018
年 3 月 8 日）などでも報道されています。ＮＨＫ公式ウェブサイトでテキストデータも公
表されていますので，参考にご覧いただければと思います。
各地域の教育機関、例えば大学、高校、公民館、図書館、地域教育等で「災害復興法学」
で実施し、記憶とノウハウを伝承することが重要であると考えます。「災害復興法学」は、
すでに大学プログラムの整備、教科書の整備、企業向けプログラムの実施、地域向けプロ
グラムの実施、専門資格者向けプログラムの実施などを行っています。今後は、教育ノウ
ハウが全国の教育機関へ展開されることを目指しています。
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【共通論題Ⅱ

統一地方選挙で問われるもの】

統一地方選挙を住民自治の進化に
～二元的代表制を作動させる～
山梨学院大学法学部教授

江藤 俊昭

はじめに
山科学院大学の江藤です。よろしくお願いします。
地方分権改革の中で最も遅れている分野というのが住民自治であり、議会改革だとよく
言われているのですが、この間、議会改革はかなり進展してきたと思います。私は、後ほ
どお話をしますけれども、その確認として、議会改革の本史にようやく入って、それを次
のステージに上げる必要があるのではないかという議論を展開しています。議会改革は目
的ではなくて、住民福祉の向上にどうやってつなげていけるかという議論をしているので
す。そういう意味では、議会力アップということが基本的なことになってくるのですが、
それを行うためにも、議会自体が住民に開かれ、住民と共に歩んでいくということが前提
になってくると思います。
そういう意味で、小値賀町は議会自体を開放して傍聴者の意見を聞くという場を設けて
いる。ちょっと横道にそれますけれど、私は傍聴席という言葉自体も嫌いなんですね。傍
らで聞く、なんで主権者が傍らで聞かなければいけないのか、市民席と名称を変えろ、み
たいなことを言っています。ともかく、住民が積極的に関わる、討議空間に議員だけでは
なくて住民も関われるという視点だと思います。こういうことができないと、やっぱり議
会力アップにつながっていかない。
そこで本日、私はそういう意味で三大話を本当はしたいところなんです。三大話という
のはどういうことか。一つは今、議会改革はどういうところに来ているか、到達点を確認
したいと思っています。その上で、来年、統一地方選挙がありますけれども、その議会改
革を統一地方選挙にどのように生かしていくのか、このレジュメのタイトルでいうと、統
一地方選挙を住民自治の進化に、それを議会活動をやる中で統一地方選の活性化がどうい
うふうにできるかと。マニフェストを切り口にして、その辺りをお話したいし、同時にマ
ニフェスト自身が議会改革をさらに進める議論を展開できないかと思っているのが 2 番目
ですね。3 番目のお話というのが、特に町村では 2 割ぐらいが無投票当選ですが、なり手
不足問題というのが町村そして至る所に起きているので、その話をしたい。恐らく、最初
の順番だと、どこまでお話できるか分からないですね。恐らく 1 点目の議会改革の到達点
はお話しできる。それから統一地方選挙を住民自治の進化について、問題意識の話をさせ
ていただくことになると思います。
それで、統一地方選挙をめぐって、いろいろな論点が展開される。そこで本報告では、
統一地方選挙での住民意識の進展に活用する手法を考えたい。選挙というと、マニフェス
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トということで、最初に今後の公約を出し、それを実現することが大事なんだ、住民自治
なんだ、という議論があります。そもそも議会というのは討議空間をつくり出すことです
ね。このマニフェストというのが、もともと首長もそうですし、議会議員、あるいは会派
もそうなんですが、それぞれで実現できるわけではないと思っています。マニフェストの
意義は、討議をつくり出すときの素材にしたいということをお話をさせていただきたい。
次に、民主主義観の相違です。まず、多数決民主主義です。選挙ではどっちが勝ったか
ということで政策を実現していくというものです。国政は議院内閣制で政権選択選挙を想
定してください。それでは国会はいるのかという話になるのですけれども、取りあえず議
院内閣の下でマニフェストは多数決型の民主主義を実現する上での道具という気もしない
ではないのですが･･･。地方自治体は、二元代表制なんですね。そこで、議会は、住民を巻
き込み、そして議員間討議をし、そして首長と政策競争をする中の素材として選挙を位置
付けたいということを、報告させていただきたいと思っています。
住民自治の進化：二元的代表制＝機関競争主義の定着
最初に議会について。確かにいろいろ問題も多々あるのですが、この間、議会改革が従
来とは違った水準に達しているのではないでしょうか。それは住民自治の進化ということ
で、二元的代表制、あるいは機関競争主義という名称も徐々に広がってきているのではと
いうことです。ちょっと分かりにくい言葉かもしれないのですが、この機関競争というの
は、議事機関としての議会と執行機関としての首長等が、住民を巻き込みながら政策競争
をし、地域経営を行っていくという意味で捉えていただきたい。従来からも確かに、そう
した二元的代表制＝機関競争主義という制度的なものはあった。ようやく、そういうこと
を意識した動きが地方分権改革以降、出てきているのではないでしょうか。
議会と首長は正統性では対等です。注意していただきたいのは、正統性では対等という
ことですね。それから政策過程全体にわたって政策競争が行われ、そして政策過程全体に
わたって住民がそこに関わっていくというような、三つの要素がある。もともと西尾勝先
生の議論です。もちろん、二元的代表制は従来から確かに憲法でも法律でもその意味は規
定されていたわけですが、中央集権では作動していなかったものが、ようやく地方分権改
革における地域経営の自由度の高まり、そして財政危機の中での、あれもこれもから、あ
れかこれかの選択ということで、行政だけではなくて政治の重要性が増してきたことによ
って作動するようになってきた、ということです。
それで、基本的に今、当たり前のことになってきていると思うのですが、二元制を採る
わけですから、議会と首長を両方選挙するということですから、同じことをやっては意味
がないのですね。違う視点から、地域をより良くしていくという視点になります。だから
政策競争は当たり前です。それから議会は、個々に意見を言うだけではなくて、議会とし
て意思を示していくためには、議員間討議ということが必要になってくる。そしてご存じ
のように、国政にはない直接民主制が地方自治体には導入されているということを考えれ
ば、日常的な住民参加というのは行政にも議会にも当然ありうる。そこの可能性を本日は
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小値賀町も含めていろいろ考えていきたい。
そういうことから、議会改革の動向というのは住民と歩む、議員間討議を重視する、そ
して首長と政策競争をするということだと思います。それが、たった 12 年で約 4 割の自
治体が規定した「議会基本条例」の中に刻み込まれている。約 800 自治体が議会基本条例、
これだけあっという間に自主的な条例が制定されたのは歴史的にまれなことではないか。
議会改革は全国に広がっているわけです。もちろんこれに対して、単なるアリバイではな
いだろうか、あるいは、ほとんど何もやっていないのではというご批判は多々ありますけ
れども、作らないよりはましだし、そういう方向で舵を切っているところが多々あるわけ
ですから、これについては歴史的には評価していいのではないでしょうか。
議会改革の本史とその第 2 ステージ
ただ、議会改革というのはあくまで運用です。あるいは形式なんですね。それを実質的
な改革、要するに私の言葉で言えば、住民福祉の向上にどうやってつなげていけるかが重
要なポイントになっています。議会側から政策提言をしたり、あるいは決算をしっかりそ
の前に準備をし、決算認定から予算要望へつなげていけるような連続性を持った議会が登
場しているということです。議会からの政策サイクルです。首長側からの政策サイクルだ
けではなくて、議会側から政策サイクルを回すことが必要になってくる。議会は議会基本
条例に刻み込まれた議会運営の仕方によって、ようやく議会改革の本当の歴史（本史）に
入ってきた、と私は思うのです。それがようやく住民の福祉の向上という第 2 ステージへ
歩む時期に迎えてきているという問題意識を持っています。
第 2 ステージを活かす統一地方選挙
今の到達点を少しお話しましたけれども、これを来年の統一地方選挙にどうやって活か
すかですが、基本的な関心は、まず、マニフェストということについて、もう一回、地方
自治における、地方選挙におけるマニフェストの意味というものを確認したほうがいい。
確かに、国政においては、最近マニフェストとは詐欺師の代名詞だとか－私が言っている
のではないですよ、そういうような話が飛び交っていますけれども･･･。地方選挙において
も、もう一度、再定義をする時期に来ていると思っています。
地方自治というのは、住民、議会、そして首長等の協働というのが前提になりますから、
首長だけでマニフェストがすぐに実現できるわけでは、もともとない。もちろん議会もそ
うですが、議会というのは、もっと厄介なのは、議員個人の可能性、あるいは会派の可能
性、そういうようなものがマニフェストと言い切っていいかどうか検討の余地があります
けれども、そういうものを出す中で、それを素材にしながら議論をして地域経営の方向を
決めていく、というような方向でのマニフェストの再定義みたいなものについて考えてい
きたい。
これについては、もちろん、議論をするのは水面下ではなくて、公開と討議というもの
を前提にした討議空間をつくり出していくことだと思います。そのためには、恐らく二元
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的代表制の二元制という意味では、議会と首長との距離の問題ですね。首長が地域政党を
つくっていくということへの評価などについても、議論が展開されるのではないでしょう
か。今後は、マニフェストを出せばいいという話ではなくて、マニフェストというのは恐
らく評価を踏まえたマニフェストでなければ駄目だと思うのですね。この評価をどのよう
につくり出していくかどうか。恐らく今、マニフェスト大賞等でできているのは、議員の
評価あるいは会派の評価の議論の中で、取りあえず、今までやってきた質問、もちろんマ
ニフェストの評価なのですが、それをある程度検証していくというときに、質問との連動
みたいなものが一つの要素として浮上してきています。
ともかく、いろんな手法があると思いますけれども、そういうふうなマニフェストの再
定義、そして今後は、どういう議論が争点になってきているかというと、今、主題にもあ
りましたけれども、この共通論題のテーマでもありますけれど、縮小社会において従来型
とは違った要求実現、拡大志向ではない縮小社会における争点をどういうふうにつくり出
していくか。その際、松下圭一さんが 1960 年代、70 年代に議論したシビルミニマム論と
いうのが要求充足運動の中で行われましたけれども、それを今日、もう一度、再定義をし
ながら、縮小社会におけるシビルミニマムを議論の素材にしていくというようなことも、
今後の争点に活かしたい。
だいぶ時間が超過しているので、議会改革をマニフェストへ、そしてマニフェストを議
会改革へということについては、時間があればまたお話をさせていただきたい。なり手不
足問題も後に関わりたいと思います。私のほうからは基本的に議会改革の到達点というこ
とでお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。
＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊住民自治の根幹は議会
私が言っている言葉ではないのですが、
「議会は住民自治の根幹」があります。そういう
今までは忘れ去られていた方向に、ようやくシフトしてきた、そういう方向にかじが切ら
れている。私は『協働型議会の構想』
（信山社出版、2004 年）という本をだいぶ前に出して
いますが、著名な先生からは、
「構想か？空想か？」と言われたぐらいの話なんでね。要す
るに、現実と乖離があるというのが、政治にはある。だから、それをどういう方向に向け
ていくかどうかの理念をどういうふうに持つかどうか、それが全く違うような方向であれ
ば問題ですけれど、どういう方向に動かして、どこが足りのないのかという問題提起が一
つ。緒方さんとは異なるかもしれませんが･･･。私のスタンスはそういうことです。
それから、緒方さんのところで私は議員の品位というのは会議規則に載っていて、恐ら
くここら辺が引っ掛かっていろいろ出ているのだと思うのですが･･･。それで、議会の品位
というのは、新しい議会をつくっていく、そういう運営こそが品位だと思うのです。本来
は、討議空間をつくり出す、そこを考えていくことが私は必要だと思っています。
それで、緒方さんの提起については、私は一方ではその通りだなと思って、多様性をつ
くっていくとすれば、議場自体を開放すればいい話なんですね。そこに、いろいろな人が
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入り込んでくるということであれば、それはそれで問題なくて、議会を国会のように堅苦
しくやるというのを、
私はそろそろ変えたほうがいいのではないかと思っています。ただ、
代弁論というのが、政党政治ならともかく、なかなか日本の場合はどういう制度設計をし
ていいのかは難しいところもあるので、私はペンディングにさせていただきます。
その上で 2 点、お話しさせてください。一つは議会基本条例。先ほど言いましたように、
ようやく理念をある程度現実化していくような方向でかじを切っていて、それが議会改革
の第 2 ステージにつながるようになってきています。これで、議会改革の今の到達点の確
認をまずした。
2 点目は、それこそ動き出しているのですが、改革の開きが大き過ぎる、格差がどんど
ん議会によって出てきている。特に大都市が遅れていますね。このようなことを、どのよ
うに考えていくか。具体的には、日経グローカルとか早稲田大学のマニフェスト研究所が
ランキングやっているのですが、ほとんど分からなくなっているのですよ、形式の議論だ
から。実質、踏み込んでいくと、このランキング自体、あんまり意味をなさなくなってき
ている。それから、開きがあるということですけれど、トップレベルという言い方をして
いいかどうか分からないのですが、毎年どんどん改革はやっているわけですよね。小値賀
町議会もいろんな改革をし、やればやるほど住民に近い改革が出てくる、どんどん新しい
発想が出てくる。これは、正のスパイラルだと思うのですが、自信がないところは負のス
パイラルにどんどん行くのですね、報酬を下げたり、定数を減らし、そしてあまり住民と
関わらない。ここをどのように突破していくかどうかというのが、恐らく第 2 巡の議論に
なると思っています。
＊議会改革の地域格差
規模が大きいところの動きが遅い印象です。北海道栗山町議会基本条例が作られたとき
の橋場議長の言葉がすごく印象だった。「規模の大小じゃなくて、志の大小だ」。議会の役
割というのを、従来型とは違うことをしっかりと議員自身が認識しなければいけない。た
だ、難しいですよ。
会派政治をやっていたり、
そして全体がまとまらないという議論がありました。先ほど、
団長会議、従来の会派代表会議だと思うのですが、それが水面下しているという。それを
一つずつ解き明かしていくというのは、全国に広がった流れをきちんとしっかり議員自身
が理解することでしょうね。ただ、選挙で何とかするというのは、やっぱり一つのポイン
トなのですが、2007 年の選挙だったか、法政大学の廣瀬先生などがやられていた、議会改
革を進めていくということ。来年の選挙では、それを一つの争点にしていく流れをぜひマ
スコミなども作っていただきたい。
それで、卵が先か鶏が先か分からないのですけれど、政令市には行政区に選挙管理委員
会が設置され、そこから選出されている人たちがいる。どうも住民との距離が遠いという
話が先ほどありましたけれど、その行政区ごとにきちんと選ばれた人たちがそこの議論を
展開する。横浜市会というのが区に常任委員会的なものを置いて、議員を超えて議会が身
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近に接していくという役割をしているのですね。これは、横浜市会がしっかりと議会改革
をやっているから、そういうふうになってくる。だから卵が先か鶏が先かなんですが、そ
のように、住民と近い接点をどうやってつくり出していくかということも、一つ大事なこ
とだと思います。
それから、難しいのですがすぐにできるのは、議長選挙を公開することでしょうね。私
は知らないけれど、熊本市議会が議長選挙をどうやっているとか。だから一般的には、突
然、臨時会で議長選挙が行われている。突然出て、分からないのですよ。だから当たり前
のことですが、議長選挙では立候補制を採って、きちんとマニフェストというか、議長に
なったらどういうことをやるんだということを明確にして、質疑が出て、明確になった上
で選挙が行われる、これは当然のやり方ですが、今までほとんどやられてこなかった。
会津若松市議会が、議長選挙を公開して、しっかり所信表明、マニフェストを出したと
いうことが、その後の議会改革を進めることになった。だから議会改革をしないという表
明はしないと思うのですね。どういうふうな議会を運営していくかということについて、
議長選挙時のマニフェスト、所信表明から出発することも一つ考えられます。それさえで
きないと言われると困りますけれど･･･。
＊地方議会のあり方
理念としては国政レベルの国民代表制ではありませんから、地方自治というのは住民に
向かって近づく必要がある。だから今まで開かれていないというところが問題です。どう
いうふうに開いていくかが課題だと思います。議会報告会などは、議員は住民が怖いのか
もしれない。どこからどんなことが議論になってくるか分からない。だから、それをしっ
かりとやっていくためには、慣れることも必要で、大上段で議会基本条例に崇高なものと
規定しても、実現はなかなか難しいこともある。まずは、業界団体と一緒になって各委員
会がそういう団体と意見交換をするというところから始めたっていい。
大都市については議論していますけれど、要するに、議会を身近にすることです。また、
主権者教育だとか市民教育というのはすごく大事なことなんです。今、行政のほうもそう
いうことをやっていますけれども、今の時流に乗りながら、議会側からも動かしていくと
いうのは突破口になるのではないか。ただ、それを学校教育に、学校に行くということも
大事なのですけれど、町づくりに関わることがすごく大事で、そういう動きというのは大
都市なんかも含めて、突破しやすいと思うのです。ただ、これは、高校生議会だとか、女
性議会とかありますけれど、こういうようなことを自主的にやりながら、それを政策に活
かせるようなことが必要なのかな、と思っています。
それから、大都市について議論していますけれども、それ以外の議会を念頭に置くと、
議会側から議会応援団をしっかりつくっていくということも必要です。例えば、大都市で
はないのですが、長野県飯綱町では議会だよりモニターをつくったり、議会と住民が協働
して政策づくりを進める「政策サポーター制度」を設置している。住民が議会と関わる制
度を、議会が住民に開きながら議会の応援団をつくっていく。
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少しついでに言いますと、統一地方選挙に立候補させていくような仕掛けも、今の住民
と議会の距離を縮めるときに大事なこと。例えば、政治に関心ある住民に、マニフェスト
の作成を支援する要綱などというのは、今かなりの自治体で持っています。そういうよう
なものを広げる。議会側からも、研修をやっているところもある。北海道浦幌町議会は、
議会とはどういうものなのか、あるいはマニフェストの作り方を住民に議会主催で研修を
行っている。住民との距離を近づけることを、今までの議会報告会だけではなくて、いろ
いろ多様なものがあるのではと思っています。
住民総会については、議会との並置はできませんね。私は、並置をやる制度改革に法律
を改正することも必要だと考えている。ただ現状においては、住民総会的なものは今でも
可能です。これを先日、大川村でお話をしてきました。住民総会というのは、議会が持っ
ている大事な討議空間を軽視することにもなる可能性がある。だから単なる定数で集まれ
ないというだけではなくて、討議空間を住民総会でつくれるかどうか、かなり慎重な議論
をしたほうがいいですね。ただ、人口が少なくて人が集中しているところでは、全くでき
ないとは言えないとは思っています。
＊マニフェストの進化
何点かあるのですけれど、まず「住民自治の根幹」と先ほどから言っていますが、だか
ら議会に自治体権限はあるのですね。実質的には首長もかなり強い権限を持っていますけ
れど、議会には条例制定権などの権限を付与されている。地方分権改革の中で地域経営の
自由度が高まった。ただし、集権化、行政計画を作れという状況が、またぞろ出てきてい
て、これにどう立ち向かうのかというのも今後の課題の一つだと思っています。
それから、選挙制度改革について、緒方さんから出されましたれけど、私も大賛成で、
選挙制度改革はすごく大事です。議員の任期を 4 年から 6 年にするという議論がありまし
た。しかし、市民感覚からすれば逆です。結果的に民主的な議論からすると、期間は短い
ほうがいいんですね。アメリカの議会などはそのために任期 1 年から始まっている。しか
し、行政の論理からすると長くする。これついてはよく分からない。
その上で、マニフェスト選挙との連動、議会改革をマニフェストに活用したほうがいい。
そのためには、今まで議会改革、議会でどんな議論をされてきたのかということを公開す
ることです。そして、それを踏まえて政策を出せるようなシステムをつくっていく。
先ほどお話をしましたように、行政がそれを支援する要綱が出てきたり、あるいは議会
がしっかりと政策をサポートしていくようなものも出てきている。こういうふうなものを
活用しながら選挙を行う。あるいは、奈良県にある政 策 研 究 ネ ッ ト ワ ー ク 『なら・未
来』では、住民側がマニフェストを打ち出し、候補者の理解を得るといった活動をしてい
ます。このような逆マニフェストも重要です。今後、マニフェストとの連動というのがあ
るだろうと思っています。
また、マニフェストを議会改革に活かすことも重要では。議員は選挙前に公約を並べて
いますが、個々人バラバラです。なんで一緒に勉強会をしないんですか。そしてみんなで
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どういう議論・論点があるかについて選挙後にやって、全体のものにして所管事務調査の
テーマにして、それを政策化すればいいのではないですか。そのような場を設けていくこ
とも必要です。
そして、質問とマニフェストの連動みたいなことを今後考えていかないといけない。質
問をするときには、マニフェストには総合計画と基本条例は必ず論点に入れながら、それ
との連動の中で質問をしていくというような制度化・義務化を、空想かもしれませんけれ
ど、そういうことを提起しようと思っています。
最後に一言。国政の議論とあまりにも連動させるというのは、私も失礼だと思うのです
ね。全国政党の亀裂線（争点）と地方は違う。そういう意味で、地域政党というのを、ど
ういうふうに概念化していいか分かりませんけれども、それを考えるいい機会だと思って
います。
これで本当に最後になりますけれど、議員のなり手不足問題についてです。
「ならない要
因」と「なれない要因」とを分けたほうがいい。
「ならない要因」は、やっぱり議会議員に
魅力がないからですよ。「ならない要因」は、条件が悪いからですよ。大都市については、
報酬はかなりの額、あるいは政務活動費なんかが出ていますけれども、無投票当選が多い
とこの報酬額を見ると、あまりに低い。それから「なれない要因」として、地域が衰退し
てきて、担い手がどんどんいなくなっている。そしてあとは法律の縛り等がある。
そういうことを考えるいい機会だと思っています。
＊「町村議会のあり方に関する研究会」（総務省）の報告書
いろいろな角度から住民と議会と首長、三者が、今後のあり方を考えることが必要にな
っています。考える機会として統一地方選挙がある。ぜひ素材にしていただきたいのは、
先ほど紹介していただいた総務省の「町村議会のあり方に関する研究会」の報告書です。
自由に制度化することができたものをパッケージにまとめてしまう、集権的な発想だと思
います。自分たちができないのだから、こっちがやってやるみたいなモデルをつくるとい
う。
私たちは今、そういう動きに対して、足元から自治を考えていく機会として、統一地方
選挙を活用したいと思います。
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【共通論題Ⅱ

統一地方選挙で問われるもの】

魅力ある議会を目指して
～小値賀町議会の小さなチャレンジ～
長崎県小値賀町議会議長

立石 隆教

もっと魅力ある議会に
小値賀町議会議長の立石です。九州の西の海上に五島列島がありますが、その北部に位
置する町でございます。人口が約 2,500 人。昭和 25 年頃から 30 年代は 1 万人を超えてい
たのですが、激減いたしました。16 の属島を持ち、４つの有人島からなる火山群島という
のが、小値賀町でございます。
私は平成 7 年の統一地方選挙で議員に初当選いたしました。44 歳のときです。31 歳で
Ｕターンして以来、島おこしグループ「帆揚げ会」を立ち上げて、地域経済の活性化を旗
印に活動をしていたのですが、そのとき、どうしても越えられない行政の壁を感じ、それ
がきっかけとなって、使命感に燃えて議員に立候補したというところでございます。
議員になったものの、現実はなんとも、もどかしくて首をかしげることばかりでした。
議員になって最初に感じたのは、政策の議論をしたり、地域振興、地域住民のためにもっ
と具体的な貢献をしたいとの思いで議会活動に臨んだものの、理想と現実の違いがあまり
にも大きいということでした。イメージと現実のギャップに戸惑いを感じました。その時
の「もっと魅力ある議会」をつくりたいという思いが、私の議会改革の出発点だったと思
います。
議会のあり方を見つめなおすきっかけ－平成の市町村合併
そんな折、議会にとっても、その質を問われる大問題が生じました。平成の市町村合併
です。長崎県は知事が先頭で旗を振って合併推進を図っていましたから、自治体の岐路に
立つ難しい判断を迫られる大変な時期でした。実はこの難題こそが、議会の役割を見直す
絶好のチャンスとなったのです。
平成 12 年、議会は、「岐路に立つ小値賀を考える特別委員会」を設置して，研究内容を
住民が分かりやすいようにイラストにしたり、パンフレットを作成し、各家庭に配布した
り、町内 17 の地区に毎晩のように出かけていって、例え話を交えながら説明して回り、情
報提供に努めました。議会の説明は実に分かりやすかったと住民には好評でした。住民の
気持ちが分かり、かつ行政の仕組みや地方自治の制度についても分かる存在である議会だ
からこそ担える役割だったと思っております。
小値賀町議会の三つの基本方針
「魅力ある議会」というときに、二つの視点が考えられます。一つは、住民から見て魅
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力ある議会であり、評価される議会です。二つ目の視点は、議会の構成員である議員から
見て魅力ある議会です。すなわち議員が充実感を味わえる議会です。
このことを考慮して、平成 23 年に私が議長に就任した時に提示したのが、「受け身では
なく、能動的に行動する議会」、それから「町民と共に歩む議会」
「政策を提案する議会」
の三つの基本方針を示したところです。
本町議会の具体的な取り組みについて少し触れさせていただきたいと思います。この三
つの方針に従って勉強会や勉強の回数を増やしました。従来のおよそ 3 倍です。「出前議
会」や「議会と語ろう会」など、積極的に住民と議会の意見交換の場を設け、課題につい
て話し合う下地をつくりました。定例会の一般質問の折に傍聴者の意見を聞くことも、恒
例化しました。
「模擬公聴会」と呼んでいますが、一般質問の答弁の後に住民からの意見や
質問を受ける時間を設けるというものです。本会議の場を住民も共有しているという実感
を持ってもらうことを目指しています。
子ども議会の開催、議会版総合計画づくり
本町では、小学校から高校まで、ほぼ同じ子どもたちが学んでいくという特徴がござい
ます。それを強みにして、小中高の３つの段階で連携型の子ども議会を開催しています。
最初は議会から申し入れて、学校に協力してもらうという形をとっておりましたが、これ
からは共同でやっていきましょうということで、教育委員会も入れて、三者でカリキュラ
ム等を組み直す作業を今年から始めているところです。
提案型の議会を目指す取り組みとして、私たちがやったものの中で、総合計画づくりが
あります。総合計画が任意になったことから、従来の行政計画から住民が中心になってつ
くる公共計画へ脱皮をすることを町長に提案したところ、無理だとはねられました。そこ
で議会は、住民有志と共に議会版の総合計画を策定しました。約 8 カ月かかりましたが、
最終的には執行部案と遜色のないものが出来上がりました。議会としてこの自信作を押し
通すこともできたのですが、最後は町長の顔を立てて、執行部側の案を中心に決定したと
いうのが結末でした。
政務活動の実績
本町議会は、議会が町民のために直接行動できるのだという観点からの政務活動を目指
しています。議会は形骸化している存在との見方が多い中、議員だって議会だって能動的
に行動できるのだということを示そうということでやってきた主なものをここにいくつか
ご紹介します。
スライドの写真は、国と県に対して直接要望活動を行った時のものです。この要望活動
は、
「何かしてください」ではなくて、「制度のここがおかしい」ということを主張したも
のです。厚労省に行って主張した具体的な内容は、75 歳以上の後期高齢者に係る医療保険
制度の問題点です。本町の高齢者 1 人あたりの医療費は 48 万円なのに対して、都市部は
100～120 万円もかかっている。医療環境も相当違っているのに、なぜ保険料が同じなのか
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ということを主張しました。担当者の答えは、
「健康なお年寄りがいていいですね」なんで
す。本質が把握できていないのです。
本町は離島です。専門の病院や総合病院には船で行かなければいけない。年寄りたちは
足腰が弱く、船の階段の昇り降りが苦になるので、少々の痛みや苦しみを我慢するのです。
したがって通院する機会が減少するわけです。都市部に住んでいる人たちだとすぐに病院
に行くケースも、専門医のいない島の年寄りは通院しない。そのことによって、1 人あた
りの医療費が抑えられているのです。このような悲惨な現状があるのに、なぜ保険料は同
じなのか、理不尽だという話をしました。その後、予防費として特別の交付金が連合会を
通じて本町にも交付されました。わずかな額ですし、制度の改正にはつながりませんでし
たが、議会の活動が起こした小さな功績でした。
次に議会報告会での、フェリーのバリアフリー化に対する強い要望に応えるため、議会
が事業者の本社に出かけていって直接交渉したものです。船の老朽化もあり、解決策は新
船の建造であることは共通する認識でありながら、事業者側には、建造へ向けた具体的な
動きにならない理由がありました。それは、赤字航路と補助航路制度の問題点です。国や
県に制度の運用拡大を要望する一方、事業者とは信頼関係を構築する働きかけを繰り返し
行い、議会としての声明を出すことにより解決へと向かい、新船建造が決まりました。
事業者による新船建造の報告は、
第一番目に町長です。次に議会に対して行われました。
事前に事業者から「議会との信頼関係で決断できたことですが、最初に町長へ報告に行き
ます」との連絡を受けていました。町長は、その直後に開催された老人クラブ総会の中で、
「船が新しくなります」ということをうれしそうに報告していましたが、
「議会が縁の下の
力持ちで頑張ってくれました」という言葉が一言もないというのがなんとも悲しく、それ
が議会のおかれた現状でございます。
次にタクシー会社閉鎖問題ですが、これも具体的な対応策を導き出したのは議会でした。
そして従来の議会活動にとらわれないという姿勢の特徴的なものとして、磯焼けの問題
があります。本町では、海藻が全滅しました。何とかしなければ漁師たちの今後の生業と
しての漁業が困るということで、一般質問でも何度も取り上げ対策を求めるのですが、磯
焼けの原因が分からないから対策のしようがないという答弁を繰り返すのみです。「水産
業は壊滅の危機に瀕しているのだから、たとえ無駄になってもいいから考えられる手段を
片っ端から講じるべきだ」と訴えてもやらないので、議会は特別委員会を設置して、行動
を起こしました。藻の種と海底シートを販売会社と交渉して用意し、それを海底に設置し
ました。海底移植の作業を行っているこのスライドの写真は、全員、特別委員会の委員で
す。普通なら、議員はこんなことをやらない。執行権の侵害と言われそうですが、
「町民が
困っていることだから、首長が動かないのなら俺たちで動くぞ」という意気込みを見せた
事例一つです。
このように、私たちは、会議室だけではなく、可能な限り具体的に動こうという姿勢で、
一生懸命やっているところでございます。
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50 歳以下に限る議員報酬特例条例制定の経緯
これに触れないわけにはいかないと思います。現在の議員報酬は 18 万円ですが、50 歳
以下に限って議員報酬を 30 万にするという条例を、平成 27 年に制定しました。これがマ
スコミでも随分取り上げられまして、ほとんど前例がないということでございました。
きっかけは、地方創生の戦略づくりの協議の中で、
「今後の町づくりの当事者である若者
や女性が議会の中にいないというのは不自然だよね」という話になり、数カ月後に迫った
統一地方選挙に若者や女性の議員の立候補を促そうという意見がその会議の中で出たもの
でした。その当時、議員のほとんどが 65 歳以上でしたから、町の将来に責任を持つ議会と
して、構成メンバーの偏りは問題でもありました。
そこで、議員個人が各自で、勧誘活動をすることにしました。しかし、これといった候
補者が見つかりません。そこで、地域おこし協力隊の若者に目を付け、説得を試みました。
そのときに、
「議員になるのも、町の職員になるのも、どちらも町の発展に寄与するという
意味では大事な選択だと思いますが、役場職員のほうが昇給するから、選ぶなら職員を選
びます」と答えたのです。当たり前と言えば当たり前の返事をもらったわけです。地方自
治の一翼を担うはずの議会に人材不足が起きるのは当然です。議会と執行部の善政競争を
目標にしても、最初から勝負にならない現状がここにあるのです。
こうした経緯があり、せめて議員報酬を本町の課長なりたての職員の給料並みというこ
とで、議員報酬特例条例を制定したということです。
しかし、前回（平成 27 年）の選挙のときにも指摘されていたことですが、格差を付けて
いいのかという問題と、30 万円も払って財政は大丈夫かなど、そういうことを心配する町
民の方がかなりおられました。私はその発言があるたびに説明をして回りました。例えば
月額 30 万円にする時の財政問題については、直前に議員の定数を 10 人から 8 人に減らす
条例改正をしていましたから、次の選挙後においての議員報酬は、月額 18 万円の 2 人分
で月に 36 万円は浮くので、1 人分の 30 万円は捻出できるという話をしました。
では 2 人目 3 人目の該当者が出てきた場合はどうなるのかとの質問には、議員の意見の
中から出てきた「俺たちはみんな年金をもらっているので、議員報酬は少なくてよい。そ
のようなケースが出てきた場合は、65 歳以上の議員報酬を減らして財源に充ててもよいの
ではないか」という考えを伝えました。
このような議員間の話を町民にすると、理解を示す方も多くおられました。しかし、一
部に「このようなやり方は良くない」という強硬意見があって、それが、該当する年齢の
候補者に「金目当てで立候補するのか」という烙印を押されるという雰囲気を作り上げ、
逆に町議会議員選挙に立候補することを躊躇させる環境をつくったとの指摘が出てきまし
た。地域柄、いったん広まった噂はなかなか消えることがなく、次の選挙に向けては、こ
の特例条例を廃止すべきとの意見が議会の半数を占めることになり、今回、やむなく廃止
することにいたしました。
現在、議会では立候補を促すため、他の方法を模索して作業を進めているところです。
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魅力ある議会づくりのために必要なこと
議員のなり手不足の問題がクローズアップされている現状ですが、その解決策の肝は、
私は魅力ある議会をつくることだと考えています。議会のあり方についても、議会の構成
についても、自らの地域に合った選出方法の模索などについても、町村議会には特に議論
が必要なときに来ていると思っております。住民側の地方自治に対する高い関心が不可欠
です。魅力ある議会にするためには、議員の質の向上を図らなければなりません。こうし
た議会をつくるためには、最終的には住民のフォローと、戦術的には議会事務局のフォロ
ー体制が必要だと考えます。
今後、これらをどのように図っていくのかが大きな課題だと考えているところです。
＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊議会改革

小値賀は小さい町だからこそ、議会改革の必要性や実施についての同意を得やすいとい
う利点があります。小回りが利くというのは、われわれの得意とするところだと思います。
説得する相手が少なくて済む。私が議長になってから、議員はどうあるべきかという議論
をしたり、議会改革先進地の資料を配布し検討したりして、議会改革の認識を共有するた
めの会議を重ねました。できるだけ、みんなの合意を取り付けるかたちを模索しながら議
会改革を進めてきました。新しいことに対しては、最初からゴールを的確に捉え切れる人
物なんてあんまりいないんですよ。だから、
「まずはやってみよう」というのが私のやり方
です。その中の一つが模擬公聴会でした。
しかし、2 回実施したところで、やめようという話が議員の中から出てきました。それ
は、傍聴者からの意見の中に、「今の議員の発言の仕方がよう分からん」とか、「声が小さ
い」とか、
「立っている姿勢が良くない」とか、一般質問のテーマよりも議員個人の姿勢そ
のものを指摘する発言が出てきたことからです。
「このような発言は失礼だ」という話にな
ったのです。
「意見を聞くのならアンケートでもよいではないか」というような発言もあり
ました。
私はしばらく冷却期間を置くことにして、その後 2 回ほど模擬公聴会を休みました。そ
うすると、町民の皆さんから、「せっかく面白い取り組みだったのに、なんでやめたの？」
という話が出てきました。
そこで、議会が町民のものであり、町民に本会議の空間を共有しているという実感を持
ってもらうことこそ大事なことだとして、議員を説得しました。結局、問題点については
議長が個人を中傷するような意見を控えるよう模擬公聴会の冒頭で注意事項を述べるなど
の対応を行うことで議員の了解を得て再開することになり、現在に至っています。
＊若者や女性議員誕生への取り組み
次の選挙に若者や女性が立候補する見込みがあるのかということについては、未定でご
ざいまして、そういう話は聞こえてきません。この条例を廃止するからには、それに勝る

81

対案を出すべきだとして委員会等に検討させました。実は昨日も全員協議会を開きまして、
幾つかの案を検討しました。
また、町民のいろいろなグループのメンバーに集まってもらいました。ワールドカフェ
方式で町の将来について議論し、それを受けて、次の選挙についてどう考えるか、町の将
来を考えるとき、なぜ議会が重要なのかという話をしようというものです。さらに「議会
だより」で、議会の仕事についての情報や立候補の準備などの情報提供を行いながら、い
ろいろな考えや立場の議員がいて、多様性のある議会が町のためには大事なのだというこ
とについて発信していこうと申し合わせているところです。
本町は女性議員が誕生したことがないので、緒方さんからの刺激を受け、女性議員誕生
を想定しての議会の運営や体制づくりについても検討しています。たとえば、託児所の設
置とか、出産休暇、育児休暇などの内規への明文化や育児手当の支給についての制度創設
などについても議論を重ね、具体的な行動につなげているところです。
それから選挙公報についても検討しています。しかし、これには問題があって、町村レ
ベルでは 5 日間しか選挙期間がないのに、選挙公報は各家庭に投票日の前日くらいにしか
届かない可能性が高い。そうすると、期日前投票が 50％という現状では、選挙公報の意味
は半減してしまう。
そこで、公報を告示日に発行できないかという議論を昨日したところです。少なくとも
告示日の翌日には各家庭に届けられるようにするためには、現状の制度の中でどのような
やり方があるかを模索中です。
＊議会と住民総会の並立、事務局のサポート
私は、住民総会というのは現実的ではないと考えます。民主的に物事を決めるのは、住
民総会が基本だということであれば、民主政治について、あるいは国の制度、県の制度、
その他必要な制度や仕組みを、住民みんなが勉強しておかねばなりません。そうでなけれ
ば、出される事案に対してしっかりとした決定や判断ができないと考えます。
でも現実的には、住民全員が自治に関する勉強を常日頃からしておくことは不可能です。
だから議員がいて議会がある。自分の仕事をさしおいて、制度や仕組みを理解するための
時間、事案の専門的見地を活用するための時間を費やせないから、代表者として議員を選
出し、自分たちの代わりに勉強をし、判断してください、という形をとっているのが議会
のしくみだと考えます。
住民総会の件は、議会の存在意義を改めて考えるときの格好の材料だと思います。住民
総会か議会かの問題ではなく、地方自治を自分ごとに考えるきっかけなのだと考えます。
それから、事務局のあり方、サポートについては、まず、事務局職員を議会が直接採用
する問題があります。制度的には、議会が事務局職員を採用することができるようになっ
ているのですが、現実的には非常に難しい問題です。議会が雇っても、町長が職員経費な
どの予算を組むかどうかという話です。職員定数の問題もあり、結局、最終的には町長が
「うん」と言うかどうかにかかっていることになります。現実的には、優秀な職員を町長
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部局から議会に出向させてくれと頼むしかない。人選の問題、異動時期の問題など、議会
中心とはいかない場合が生じてくる。
議会事務局職員の姿勢としても難しさがある。真摯に議会サポートに取り組めば取り組
むほど、町長に疎んじられることにもなりかねない。やがて執行部に帰ることも考えると、
議会側に立ち、首長と対峙するケースをつくりたくないという心情が働くことは否めない
わけです。そういう意味においては、議会事務局職員の立場や役割を執行部に十分に理解
してもらったり、もっと自由にものが言える人物が町長部局から事務局に出向してもらっ
たり、あるいは議会が直接採用する仕組みや環境を整えるというのが、これからは大事だ
と思っています。
＊住民へのアプローチ
先ほどお話しした「子ども議会」で、ある子がこういう発言をしました。
「私はＵターン
したら、議員選挙に立候補したい」
。それを「町長に」と言わなかったことに私は感動しま
した。議員に立候補しようという感覚を持ってもらうことが、実は究極の主権者教育だと
思います。民主的にものを考えよう、そしてみんなでやっていこうとの考えに立ち、住民
参加という地方自治の基本を意識すれば、町長になりたいというより議員になりたいとい
う人が、はるかに多いことを望みます。そのためにも議員選挙の立候補者が増えることが
重要なことです。
それから、先ほど住民総会の話がありました。私は、住民総会自体を制度として重視す
るのは、実は反対です。合併問題のときにつくづく感じましたのは、住民はそれほど地方
政治について関心がないということです。自治体の合併という岐路に立たされているにも
かかわらず、その自覚がなく、
「住所が北松浦郡から佐世保市になるので格好いい」という
くらいの感覚なのです。自治にとって、自分たちの将来の暮らしにとって大事な時なのに。
あの時、議会は自治体の合併の問題点を必死になって勉強しました。そして、それをい
かに分かりやすく住民に説明するかということにエネルギーを注ぎました。だから、議員
が果たす地方自治における役割の重要性を実感しているのです。そういう意味でも、来年
選挙がありますので、それに向けていろいろなところと会合を持って、自治とは何かとい
うところから話を進めていければと思っています。
＊議会の継続性
地方議会において急務は人材なのです。私は次の選挙に出馬しないと表明していますが、
今後の議会のことを心配する人がこう言います。「あなたがいるからここまで来ているの
だから、やめてはいかん」と。そういうふうに思わせる現状にも問題があります。
実は地味だけど、それなりにしっかりと代表としての務めを果たしている議員がいるの
です。それを住民は分かっていない。それをどうやって分からせるか、住民参加をどう図
っていくか。人材がいないというのなら、議会に必要な人材を送り出すという行動に出る
積極的な住民も必要です。

83

課題は、議会に対する関心を高めていくことです。マニフェストという形をとることも
あると思います。みんなが臆せずに自分たちの町づくりについて忌憚なく語っていくとい
う場をつくるということが大事だと認識し、今後はその方面にエネルギーを使いたいと思
っているところです。
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【共通論題Ⅱ

統一地方選挙で問われるもの】

地方議会はなぜ存在感がないのか
熊本大学大学院人文社会科学研究部教授

伊藤 洋典

熊本市政治倫理審査会との関わり
おはようございます。伊藤と申します。最初に、私がなぜここにいるのかということか
ら始めないといけません。実は私、専門が政治思想史ということで、地方議会に関しては
長い間ほとんど関与しておりませんでした。それが偶然あることから、いろいろな関わり
を持つようになってしまいました。最初が、熊本市に政治倫理審査会というのがあるので
すが、その審査会のメンバーに 1 人欠員が出まして、私に後任になってくれというお話が
ありまして、その時は、この審査会はあまり仕事がなく、ほとんど開店休業状態だからと
いうことでありました。それで私は、それならお引き受けしてもいいかなと思い、引き受
けました。
最初の数年間は本当に開店休業で、1 年に 1 回くらい顔合わせをして、そのときに自分
が審査会のメンバーだということを思い出すくらいの話だったのですが、その後、年長の
方がお辞めになりまして、私が会長職を引き受けることになりました。ところが会長職を
引き受けた途端に、もう皆さん方ご存じかと思いますが、いろいろ問題が発生してしまい
まして、専門家ではありませんということでは済まなくなってしまいました。地方議会に
関して、いろいろ勉強をする羽目になったというか、そういうことになった次第です。
何があったかと申しますと、最初が、私が熊本市政治倫理審査会の会長になった、ちょ
うどその時に、熊本市議会で、政治倫理審査会に審査請求する際の署名数を、現行の 200
分の 1 の署名から 50 分の 1 に引き上げたいという意見が出まして、審査会の会長に私見
を聞きたいという要請がありました。署名数を 200 分の 1 から 50 分の 1 にするというこ
とであれば、市民からみれば、かなりハードルが上がるわけですけれども、それついてど
う思うかということです。もちろん、私見ですので、それ自体に公的な効果があるわけで
はないのですが、そうは言っても会長の発言ということで責任はあります。なんだか大変
なことになったなあと思いながら、私は、それは上げないほうがいいだろうということで
意見を述べさせていただきました。この時は、引き上げは見送られて今に至っているので
すが、この間の詳しい事情は省きまして、とにかくこれが私と地方議会の最初の本格的な
関わりということになります。
その後、2016 年の地震の数カ月前になりますが、熊本市議会のある女性議員が、もちろ
んここにいらっしゃる緒方議員ではありませんけれども、女性議員がいろいろと問題発言
や問題行動が多いということで、市民の方から審査会に審査を請求する署名活動が始めら
れました。これが有効署名数の 2 倍以上の数が集まりまして、政治倫理審査会が 10 年ぶ
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りに開かれるということになりました。それからいろいろ大変な時期を過ごしたわけです
けれども、結果としましては、審査会として当該議員に辞職勧告をして決着しました。と
いっても、勧告自体に法的拘束力はありませんので、その議員さんはまだ議員です。来年
の統一地方選挙で選挙に出られることと思います。もちろん憶測ですが、多分、立候補さ
れるのではないかと思いますけれども、そういうような状態であるということです。
自治体議会に関するアンケート
そういうようなことで、なぜか地方議会といろいろ関わりを持つようになりまして、そ
ういうお付き合いの中で、私としましては地方議会というのは実に不思議なところだなと
いうのをだんだん感じるようになってきました。といいますのは、しばしば、身近な問題
はやっぱり身近な議会でやりましょうといったようなことが、地方自治などに関して言わ
れることが多く、身近な問題と身近な議会ということがよくいわれるのですが、先ほどの
50 分の 1 に引き上げようとかいうような動きもありましたように、議会のほうはあまり身
近になりたくないんじゃないか、あるいは、住民のほうも、もしかしたらあまり身近に感
じていないのではないかというようなことをいろいろ思うところがありました。それで、
なぜ地方議会というのは住民にとってこんなに身近じゃないのかということが、疑問とし
て浮かび上がってきたのです。
しかし、考えてみますと、先ほど江藤先生や小値賀町の立石議長もおっしゃられたよう
に、議会改革はかなり進んでいるわけですね、実際には。議会あるいは議員の方はこれま
でのあり方を変えようとして、いろいろなことを行っているというのは、これは事実なの
です。ところが、選挙を見ますと、投票率のほうは一貫して下がっていっているというよ
うなことで、議会が一生懸命頑張っている、あるいは議会改革が進んでいるということが、
なぜ住民のほうにそれが伝わって、住民のほうから評価するというリアクションにならな
いのか。その辺りが先ほどの疑問にも増して私が非常に疑問に感じたところであります。
ですので、議会改革はそれ自体重要なのですが、それとは少し違う視点から地方議会の
ことは考えてみることも重要なのではないかというようなことを感じております。それで
まず手始めにということではないのですが、ちょうど前回の統一地方選挙の前になります
が、議員の人たちは一体、何を考えているのだろうというようなことに関して、実際に議
員の方々にお聞きしてみたいと思いまして、熊本県内の市町村議員全員にアンケートを採
らせていただきました。県議会はこの時は取っておりません。大体、68 パーセント強の回
収率で 470 人ぐらいの回答がありました。
それを集計したわけですけれども、その中に、議会活動に対して不満を持っていますか、
それとも満足ですか、
というようなアンケートの項目があって、具体的に不満なら不満で、
どんな不満がありますか、ということで書いていただきました。あるいは議員になって良
かったなというふうに感じられる方は、どの辺りで、なって良かったなと感じられるかと
いうことを書いていただきました。これを見ますと、やはり住民の評価が低いとか、ある
いは報酬が低いとか、あるいは議員間の討議がない。先ほど、討議空間だというお話があ
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りましたけれども、議員間の討議がないというようなことが、やはり議員の方にも非常に
大きな問題として感じられているということが何となく分かりました。
それから、これは私ではないのですが、偶然、同じような時期に、熊本県の山鹿市が市
議会に関する住民アンケートを採っております。それを見ると、議会に関心はある、少し
はあるとかいうようなことで、かなり高い数字が出ているわけですけれども、ところが実
際に傍聴したことはないという人がほとんどであります。議員定数が減ったけれど、あん
まり変化がないとかいうようなことも答えておられます。関心はありますかと聞かれれば、
あるとは答えるのですが、実際にそこに行ったりするということは少ないということかな、
というようなことで私は見ておりました。
そのアンケートの中に自由記述欄があったわけですけれども、そこには市議会にはこう
いうことを考えてほしい、というようなことが出ているわけですけれども、やはり非常に
身近な要求があるな、というふうに思います。ところがこういった要求が議会のほうに反
映されているかというと、なかなか議会のほうがキャッチをしていないのではないかとい
うようなことが多いということですね。あまり反映されていないと全く反映されていない
を合わせて 49.7 パーセントということですので、住民の声と議会あるいは議員の姿勢と
の間に、少し乖離がやっぱりある、というのが分かったということです。これはもうずっ
と指摘され続けておりますので、ことさら目新しいわけではないのですけれども、実際に
調べてみたらやっぱりこういう結果だったということであります。
そうようなことを考えながら、もう一度、私のアンケートの集計を見ますと、私が興味
深いと思ったのは、熊本県の自治体は女性議員の比率が全国平均よりもかなり低いという
ことなんですが、それはまた後で緒方議員からいろいろお話があるかと思います。また、
議員としての活動の中で何が一番大事だと思いますかという問いには、圧倒的に多数の方
が、
「政策を審議、決定する」というところを選んでいます。意外に少なかったのが、「地
域の重要な課題を住民に示す」ということで、この辺りに少し意識の乖離があるのではな
いかなということを感じたというところです。
といいますのは、政策の審議や決定ということですと、従来どおり、議会で執行部に質
問するというスタイルが思い浮かぶわけですが、この「執行部への質問」というのが、一
見、議会が主体的に見えて、実は執行部に依存しているということが多々あるように思い
ます。現代のような複雑な社会と行政機構のなかで、的確な質問をしようと思えば、よほ
ど自分で調べない限り、執行部に内容を聞くしかないわけで、事実上、執行部依存が出て
くることになります。住民が求めている姿とはかなり違うように思うわけです。
議会と住民
アンケートを通じて、こういった幾つかの感想を持ったわけですけれども、それでは、
ここから議会が住民にとって意味のある存在になるにはどうしたらいいのだろうかという
ことを考えたとき、もう少し考慮しなければいけない要素があるということを感じたとい
うことです。それは何かといいますと、2 点あります。
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一つは、先ほど江藤先生もおっしゃられたのですが、議会改革の目的はやはり住民福祉
の向上である、ということです。私も全くそのとおりだと思いますけれども、ところが住
民福祉の向上は、議会を経由しなくてもかなりできる部分が多くなっているのではないか。
つまり首長部局のほうで、審議会とか、行政が開催する住民参加のワークショップとか、
いろいろなことをやっていますし、あるいはＮＰＯとか、そういう様々なアクターが登場
してきており、そこで住民が直接にいろいろなことが行えるようになってきているという
ことがあります。つまり、住民から見れば、政策形成への参加の機会は増えております。
さらに、サービスの提供主体も非常に多くなっている。もちろんそれと議会とは役割が
異なるわけで、議会が直接サービスを提供するわけでありませんので、役割が違うといえ
ばそうなのですが、民間企業やＮＰＯなどに対しては議会のコントロールがどの程度効く
のかという視点から見ると、議会のコントロール力はそれほど大きくないのではないかと
住民が感じているのではないかと考えられます。それ以上に、参加機会の増加という点で、
首長部局と住民とのつながりがやはり非常に太くなっているということが、議会の存在感
がかなり低下してきている一つの原因ではないかな、と感じたということが一つ。
それからもう一つは、議会に対して住民があまり強い関心を示さない、投票率もだんだ
ん下がっていっているということです。ただし、これは議会に対して関心が低下している
のか、それとも地域そのものに対して住民があまり関心を持っていないのか。今の社会の
構造からして、職住分離がどんどん進んでいって、自分の居住空間と職業の空間が全然違
う世界に住んでいるというような状況の中で、自分の地域を身近なものとして考えるとい
うことが現実問題としてどの程度あるのかという疑問をもっています。議会が一生懸命に
改革をしても、これが住民に届かないのは、議会の責任なのか、それとも住民の側に議会
に関心を持つモチベーションがない、言い換えますと、もともと地域社会に関心がないの
で、議会にも関心を持ちえないという、そういう構造的な原因があるのかという問題があ
るように思います。ここら辺あたりは、やはり今から考えていく必要があるのではないか
というふうに思いました。
ということで、社会構造が大きく変化しているというような中で、地域というものが持
っている意味の中に議会の持っている意味というのがあるのではないかということを感じ
たというのが、私のこの間の議会との関わりの中で感じたことであります。
最後に 1 点だけ申し上げておけば、これから議会が何かその役割を見いだしていくため
には、やはり住民との関係というのが大きいだろうと思います。それで、その関係をどう
つくっていくかというところ、この辺りが自治体の規模によってもやり方は違ってくるか
と思いますけれども、
「一番大きな課題では」というようなことをこの間感じたということ
で、私の話を終わりたいと思います。どうもありがとうございます。
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＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊議場の形
議場の形が良くないなといつも思うのですね。傍聴席はかなり遠いし、議員は頭の後ろ
しか見えない。だから、アメリカのようにとは言いませが、同じフロアで議員の活動を傍
聴できるとか、あるいは小値賀町でされているという傍聴席の中から意見を言うとか、そ
ういったことがやはり取り入れられないといけないのではないか。空間的に遠いままで、
しかも、きっちり仕切られてしまっていて、というような造りそのものが、もう住民が傍
聴に行く気を削いでいるような、そういう印象があります。議会改革の運用とともに、議
場の物理的な形を検討していく必要があるのでは、と思っています。
＊住民の監視と議会
先ほど、議長の選び方ということで、最大会派の中で 1 年ごとに回しているということ
だったのですが、この会派というのが問題であると感じることがあります。熊本市の例で
いいますと、私、熊本地震の後、各市町村の議会がどういう動きをしているか、あるいは
したかということを、四つか五つぐらいの自治体で、残された記録を基に少し調べたこと
があります。その中で、熊本市議会はやはり大きいということもありまして、会派で構成
されているのですね。地震のときも、その会派ごとの動きが中心になっていて、議会全体
としての動きになっていない。会派ごとの動きですと、やはり市民との関係というのが少
し薄くなるのでは、という印象です。
会派は、支持者との関係が一番重要ですから、それ以外の市民との関係は薄くなります。
例えば、小規模自治体の議会の中には、地震の後、頻繁に住民懇談会のようなものを全員
で開いたところもあるのですね。熊本市の場合は、やはり会派で動いているということで、
個別の動きになっています。個別の動きになってきますと、支持者とか関連団体とのつな
がりが大きくなってきて、市民全体と向き合うという機会がかなり減ってくるのではない
かと感じたのですね。
そういうこともあって、議会が議会としてどういう動きをするかとか、意思決定をする
かというところを考えることが、住民と議会という関係を考えるときも問題としてあるの
ではないかなということを感じました。
＊議会のあり方
地方議会が重要な役割を果たしているというのは実態としてはあっても、やはり住民に
はそれがなかなか伝わっていない。それには、いろんな原因があると思うのですが、一つ
には、先ほど立石議長から、
「住民があんまり関心ないんだ」というお話もありました。2000
年の地方分権一括法の施行以来、分権化がかなり進んでいったという前提で話は進むので
すけれども、それが住民にきちんと伝わっているのか、自分たちが何かを決められるとい
うことが伝わっているのかというところに、私は少し疑問符が付くところなわけですね。
といいますのは、熊本県の町村議長会というのがありまして、そこで県内の町村議長の
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四十何人の方に集まっていただいて、いろいろ勉強会をしたことがあるのです。その中で、
「分権は進んでいると思いますか」ということを質問しましたところ、進んでいるという
ふうに考えている方は実際 1 人もいなくて、前と同じというのがほとんどでした。大体、
あんまり変わってないというように受け止めているのですね、議会自身が。ですので、や
はり今、議会が自分たちの力というものをもう一度きちんと再認識するというところが、
まずは大事なんじゃないかというふうに思うことが一つ。
それともう一つは、今度、統一地方選挙がありますけど、前回の統一地方選挙のときは、
やはり、なり手不足とか、無投票の当選とかが大きく報道されて、
「地方議会の存在意義そ
のものが問題ですよ」
というようなことが大きく報道されました。今回の統一地方選挙も、
「報道の仕方はいろいろあるな」とは思うのですが、例えば今度の統一地方選挙は夏に参
議院選挙が控えていて、国政選挙の前哨戦みたいな位置付け方をされると、地方の問題を
考える機会という意味が半減してしまうのではないかという気がします。国政の行方を占
うみたいな形になっても、地方議会にとってはあまり良くないのかなということを考えて
います。ぜひ報道をする側も、地方議会の存在意義というのを、先ほど緒方さんがおっし
ゃったように、
「いろいろなことを決めているのだ」ということをきちんと伝えないと、住
民は、
「いろいろなことはあるけれど、結局は国が決めているんでしょ」と、そういうよう
なイメージで物事をずっと捉えたままの状態にあっても困るなと感じているところです。
＊住民の声と向き合う
地方議会の今後を考えたときに、やはり住民の声とどう向き合うかというところが一番
大きいのではないかと思います。支持者とか支持団体との交流というのは、議員の方々は、
いつもやっていると思います。しかし、それ以外の人たちの声にどう向き合うのかという
ところの仕組みなり何なりをつくらないと、議員に近い人たちはいろいろ議員の活動のこ
とはおよそ分かっているけれど、遠い人は全然分からないというような、断絶というか、
そういうものが市民の中にあると思うのですね。ですから、そういうのを乗り越えていく
にはどうしたらいいのかということを考えないと、合意形成機関としての役割は果たせな
いだろうし、団体意思の決定というところも難しくなるのではないかなと思うわけです。
これから、そこのつくり方、住民の声との向き合い方が、私はやはり考えるべき一つの
ポイントかなというふうに思っています。
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【共通論題Ⅱ

統一地方選挙で問われるもの】

子育て世代や多様なニーズのある市民の政治参画を保障する環境整備
熊本市議会議員

緒方 夕佳

はじめに
皆さん、おはようございます。のど飴でお騒がせしております。きょうは喉の調子も良
く、滑らかに話せればと思っているところです。
私の話は議会の現場の話なので、なかなか高尚な話にはなりにくいと、少し危惧してい
るところです。自己紹介を兼ねて、ということでしたので、私は 2013 年に長女を出産しま
して、新しい生命が誕生を機に、
「この世の中は大人がつくっているんだ」ということを如
実に感じまして。では、子どもにもっと誇れるような、顔向けできるような世の中にした
いと、大人が子どもの幸せを一生懸命考えるようなそんな世の中にしていきたいと思いま
して、2015 年の統一地方選挙に初めて挑戦しました。そこで、ありがたく当選させていた
だきまして、はや 4 年目になりました。
熊本市議会
この 3 年半の議員活動で、熊本市議会について、大きく二つ課題認識を持っております。
一つは、多様性が少ない、特に女性が非常に少ない、そしてその中でも子育て世代は本
当にいない。私が出産をしたときに、熊本市議会で任期中に出産をする初めての議員だと
いうことがわかったのですね。それを知りまして、なるほど、子育てしやすい世の中にな
っていかない理由が腑に落ちたと言いますか、こういう政策を作る場に当事者がいなかっ
たのだということを悟りました。まさか私が初めてというふうになるとは思っていなかっ
たのですが、そこで、特に「子育てと議員活動の両立」ということを一つ大きな課題とし
て認識しています。
もう一つは、江藤先生などからも縷々理想の議会のあり方といいますか、議会というの
は討議の場だというようなお話もあったのですが、現状は、現実と理想の乖離といいます
か、私たちが思う理想の議会のあり方、またはこういうふうになっているだろうと想像し
ている議会のあり方と現状が非常に乖離している。現在、熊本市議会では公の場での議論
というのはほぼない、と言っていいぐらいの現状です。小値賀町議会のお話を聞いたら、
さまざまな新しい取り組みをされていて、本当に羨ましいなというふうに思ったところで
した。また、子育て世代を議員にしようという取り組みを皆さんでされていて、本当に素
晴らしいと思ったところです。熊本市議会ではそういう段階にはないので、ぜひそういう
ふうに将来的になっていくといいなと思いながらお聞きしておりました。
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子育て世代の代弁者として
まず私が議員になってから、
私は子育て世代の代弁者というふうに認識していますので、
子育て世代、子ども連れでリブ(live)の生きやすい、あとゴー(go)の行きやすい熊本市と
いうのを掲げて、さまざま熊本市に提案してきたんですね。簡単に言うと、熊本市役所は、
もう 50 年くらい経つなかなか古い建物で、新しい建物のように子ども連れで行きやすい
建物ではないんですね。ですから、
「ベビーベッドを皆さんが来るところに置けませんか」
と提案しても、
「先生、スペースがございません」とか。市の主催するイベントに、「子ど
も連れ歓迎とちらしに書いてもらえませんか、それだけで子育て世代は行きやすくなりま
す」
、さらに「スタンダードで無料託児を付けてもらえませんか」と提案しても、「もう既
に子ども連れは歓迎ですよ。これ以上何もすることはありません」というような市長の答
弁だったり。なかなか皆さん、他の議員さんも、少子化克服を掲げていきましょうという
ふうにおっしゃるのですけれども、実際、当事者が提案しても、その提案は通らないとい
うような状況に直面しました。
ですから、もうこれは当事者を増やしていくしかないというふうに思いを深くしまして、
そのために議員活動と子育ての両立をしやすい環境をつくっていこう、私がいる 4 年間の
間に少しでもそれを進めよう、と決意して、やってきました。
そして、私が当選したとき子どもが 1 人いまして、個人的な話でいえば、2 人目が欲し
いという考えもあったのですね。でも、議員活動との両立は難しいなあ、4 年しか任期が
ないですから、そのうちの 1 年くらいが妊娠期間で、その後の新生児の子育てを任期中に
する、これは難しいなあと思いまして、諦めたほうがいいのかなというふうにも思ってい
たのですけれども。でも、ワークライフ・バランスなどと自分自身も提唱していますので、
諦めずにといいますか、そこで２人目を授かりましたので、議員活動と子育ての両立に挑
戦しようと決意しました。
そこで、事務局などと相談しまして、出産後、新生児がいる状態で議員活動を続けるた
めに幾つか提案をしたんですね。でも結局は、
「議員さん個人でベビーシッターでも雇って
もらうこっでしょうね」という回答に事務局は終始されて。提案としては、産後いつ、何
カ月の乳児を抱えて議場に出るかまだ分からない状況でしたけれども、3 カ月の乳児なの
か 4 カ月の乳児なのか、はたまた 1 カ月なのかまだ分からない状況で、そういう乳児と議
員活動をすることになりますと。ついては、そのまま赤ちゃんを抱いて議場に行って、そ
のまま挙手で表決に参加したりとかできないだろうかと相談したりとか、「それはもう無
理でございます」。もちろん将来的には託児所をつくって、議員、傍聴者、また議会棟の控
室などで事務的なことをされる事務員さんなどもいらっしゃいますので、そのような方が
使える託児室をつくれないかとか言うと、
「無理です、全部無理です」というような回答だ
ったわけなんですね。
あと、議会のほうでは、傍聴にもっと子育て世代が来やすいように無料託児を付けられ
ないかとか、議場が地震で被災しまして工事をしなければならなくなりましたので、その
際に親子傍聴室などをつくれないかという提案をしたりとかしました。そのときに議会事
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務局の調査課を通して調査をしてもらった結果などを、本日配布の資料集に載せてありま
す。政令市 20 市と九州の県庁所在地を対象にして、議会が親子室とか親子傍聴室を設置し
ているところがないかを調べてもらった結果などが載っております（後掲レジュメ参照）。
また、産休、育休などの制度化を話し合ってほしいと。熊本市議会には今、皆さんあま
り聞いたことがないと思うのですけれど、
「団長会議」なるものが存在しまして、これは全
く非公式の存在でして、主要な会派の代表の方が集まって話をする場があるのですね。私
は非常に民主的でないやり方だと思っているところなんですけれども、その交渉会派の団
長さんが集まってさまざまなことを話して、そこでもうほとんど物事を決めてしまうとい
うような場がありまして。そこで、ただ民主的でないにしろ、今、現状そういうところで
すので、産休制度などについて話し合ってもらえないかということを、私は産前から何度
も働きかけておりました。
そのときにまた各国の事情を調べましたが、やはり北欧などが進んでいます（後掲レジ
ュメ参照）
。今、日本では議員は労働基準法の対象外になっておりまして、そのため、産休、
育休の対象になっていないんですね。でも、北欧ですと、どんな職業の人でも同様に産休、
育休が取れるというふうになっていたり、日本でも遅まきながら衆議院会館のほうには託
児所ができたりしております。また、アメリカは今年、規則改正をして、議場に乳児が同
伴できるようになったというニュースを皆さんお聞きになったと思うのですが、実はそれ
よりずっと前に、下院のほうでは年齢にかかわらず議場に子ども同伴可能であるというふ
うになっていたりしています。そういうような調査をしまして、議員の皆さんに資料をお
配りして、「話し合ってください」「こういう制度を作っていきましょう」という働きかけ
はしてきたのですが、なかなか取り合ってもらえないような状況でした。
もう一つの課題ですが、本当に私たち、最近、学者の方など、なんか罪だなあって思う
ことがあります。私たちは、先生が書くものを読んだりして、議会とはこういうものだと
いう考えを抱いて議員になるわけですが、そのあるべき姿と現状がもう本当に乖離してい
るという状況ですね。それで、そういうふうに、議会というのはこういうものだというも
のの観念でやってしまうと、なんか今回のようなことになってしまうというような現状が
あります。
今、公の場での議論がほとんどないと言ったのですけれども、今回、私がのど飴のこと
で発覚したときにしていたのは、本会議という場で、議会運営委員長という他の議員に対
して質疑をしていたのですね。原稿を読み合うのではなく、そこでの生のやりとりみたい
になっていたわけです。10 年以上傍聴されている方も、これまでそういう他の議員に対す
る質疑はなかったと仰っていました。普段は、質問は市の職員さんに対してのみ、しかも、
双方、原稿をしっかり作って、本会議の場では読み合うだけ、というような進行だったの
ですね。また、議案に賛成してほしい、反対してほしいというのがあると、表決の前に、
皆さんに賛成してもらおうとか反対してもらうというふうに議論をするわけですが、今、
熊本市議会ではそれが完全に形骸化していまして、事務局がそれより前に賛否を採ってし
まうのですね。賛否を採ってしまっているのに、表決の日に賛成討論、反対討論をする、
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もう完全に討論も形骸化してしまっているというような現状があります。
ざっくりまとめますと、子育てと議員活動の両立については、大きく二つの方向が重要
だと思っています。子どもがいないほうが選挙や議員活動がしやすいという現状を変えて
いくということと、あと妊娠出産などで休んでも、その声は代弁されるという仕組みです
ね。今回、私も他の議員さんに妊娠中に、「そんな頑張らんでよか」「休みなっせ」と言わ
れましたが。でも代弁者としての役割がありますので、それが保証されないとなると、や
っぱり非常に休みにくいというのがありますので、しっかり代弁ができる、書面での質問
であったり、賛否の意思表示であったり、テレワークなり、または代理人の制度なり、そ
んなふうに声が代弁されるような制度を整えるということ、それが必要だと思っています。
今回、のど飴の一件で、さまざま反応はあるのですが、ぜひ報道の方なども、これを機
に、どういう人たちが私たちの生活を決めているのかということを市民の方が本当に関心
を持って地方議会を見るように、そして来年の統一地方選挙など、ぜひ皆さんが関心を持
って投票してくださるように、そういう視点で報道などでも取り上げていただければと思
っているところです。
＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊議会のあり方
議会のあり方は、もっとこうあるべきというビジョンに近づける必要があると思ってい
ます。やはりそういうビジョン、こうあるべきということは必要で、そこを熊本市議会な
どは目指していくということだと思っています。ですから、研究や学習など、そういうこ
とは非常に必要なことだと思っているところです。
今、議会のあり方が話題になりまして、私も本当にそう思っているところで、今回の件
などでも、私の 3 年半の短い議員生活の中でだんだん分かってきたのは、本当に「議会」
というものの認識が違う。私と、特にベテランといわれるような議員さんとの、議会とい
うもののコンセプト自体が違う。私自身は、議会というのは、多様な市民が、どんな方で
も議員になれる環境があって、もちろんその中には子どもを産んだばかりの人もいて、赤
ちゃんを抱えている人もいるでしょうし、もちろん障害のある方もいる。いろいろな方が
いる。そして市民も本来だったらもっと関心があって、今、残念ながら傍聴に来られる方
は少ないのですけれども、市民がすごく関心があって傍聴席がざわざわしているような、
そういうのが私は本来の議会の姿だと思っているのです。もちろん、住民が意見が言える
ような仕組みが必要と思っています。
しかし、だんだん分かってきたのは、やはり議員のほうが市民より上というか、偉いと
いうような認識をお持ちの方が議員の中にはいらっしゃるということです。私が議場に赤
ちゃんを連れていったときも、
「最高の職場だぞ」とヤジを飛ばした議員さんがいらっしゃ
った。では「最高の職場」に乳児がいてはならないのかという、そういう認識の違いがす
ごく見えてきたところです。でも、だからそういう部分をどんどん変えて、開かれた議会
にして、「議会は市民のもの」というふうに本当していきたいと思っているところです。
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＊出産と議員活動
まず、妊娠期間中、私は 4 月出産予定で、3 月議会は来年度の予算を決めるものすごく
ヘビーな、一番ヘビーな議会ですけれども、それに出まして、一般質問までしたんですね。
睡眠不足で、一般質問の準備のためあまり眠りませんでした。本当は休んでいないといけ
ない時期ですけれども、普段以上に活動をしまして、貧血でどうしても動けなくなって、
1 週間休むというような時期がありました。また出産後は、妊娠中に無理をしたというこ
ともあって、普通に歩けないというような体調になりまして、活動を休んでいるという状
況です。
ただ、活動ができないという反面、妊娠・出産で、ひどく体調を崩された方、出産後リ
ュウマチになってしまったとか、難聴になったとか、さまざまな皆さんが体験していらっ
しゃることを知りました。今回は体調を崩したことで、このような事実を知り、実情を聞
けたということ、そして妊娠・出産をする当事者としての体験をしているという面を、プ
ラスに捉えています。
＊議会の情報公開
熊本市議会の議長選挙は今、最大会派の中で 1 年ごとに 1 人ずつ回していくというよう
な、全く選挙ではない状況です。特に、現在の議長などは、この間も、のど飴、咳が非常
に出て、それを止めるためののど飴だったのですが、それが発覚した質疑のときに、ヤジ
がすごくひどかったんですね。その辺りはなかなか報道していただいていないところなん
ですが、ヤジがひどくて質疑は難しかったので、議長に「議場を静粛に保つようにお願い
します」と私が言ったんです。でも、そういうヤジをなかなか制止してくれない。そこで、
ぽろっと私が「議長は皆さんに発言を許しているのですか」と言ったら、「許しています」
と言うんです。そして議場が騒然となって、
「飲食禁止」とか「のど飴出させろ」とか「暫
時休会」とか、ものすごい大声で騒然となって暫時休会になったわけです。そういうふう
に大声を出して議事を妨害するのは、
「大声で騒いで議事を妨害してはならない」という会
議規則 136 条に抵触するのです。それを議長がきちんと運用すればよいのですが、騒いだ
者は問題にせず、のど飴が議会の品位を軽んじたという「議会の品位の保持」に抵触した
と見なされたというわけなんです。
これからどうしていくかということですが、もちろん志のある議員、
「議会というものは
こういうふうにあるものだ」
「本当は市民のものである」「開かれた議会にしよう」と考え
る議員を、市民にはぜひ応援してもらいたいというのがあります。皆さんが思っている以
上に市民の力は強いですので、何かあると、議会事務局なり、議会事務局の連絡先に議長
宛てなり、考えを表明するというのはすごく有効な手段です。市民の方は、いろいろな考
えがあっても、なかなか表明しない方が多いですので、それをぜひ事務局を通してでも議
長宛てなどに、簡単なものでもいいですので、意見を伝えていただけると、また志のある
議員は支えられて、より市民のための議会になっていくと思うのです。
私が、話題となった議会でしていたのは、市民の方が出してくださった請願ですね。議
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会基本条例を制定してほしいとか、今、熊本市議会の議会中継は、本会議だけが Internet
Explorer があるパソコンでしか見られない。今、皆さんスマホで見る時代ですけれども、
スマホでは全く見られない、Mac でも見られないというような状況で、委員会の中継はま
だないのですね。そういうのをみんなが見られるようにしてほしいというような請願を出
していただいて、本会議の公の場で私は議会運営委員長に質疑をするという形で、言論の
力でそれがかなうように質疑をしていた。そのときは、議会運営委員会は審議もほとんど
せずに不採択にしてしまったのですね。それを公の場で追及するようなことを質疑してい
まして、そういう状況もあって、すごくヤジが飛んでいた状況だったのです。
だから、そういうふうに、志のある議員が言論の力で公の場で進めていくというのも、
一つの方法だと思います。市民の方とタッグを組んで進めていくというのは大事だと思い
ます。
＊多様性のある議会
私への教訓も含めて、やはり市民の関心のある言葉で話すというのは大事だと思ってい
ます。議会基本条例の制定を目指していたとしても、議会基本条例と皆さんに言っても、
自分と関連があると思わない市民の方が多い。でも、保育園の待機児童についてとか、子
育てと仕事の両立についてと言ったほうが皆さんの関心がぐっと自分ごとに捉えてもらえ
る部分もある。ですから、皆さんの関心のある切り口から話をしていくというのが必要だ
と思っています。政策などについても、皆さんの関心のある生活の内容について話をして
いくということが、市民の皆さんとの接点を自分からつくっていくということだと思いま
すね。
地方議会は、バスや電車の運賃、小学校のことから、自分の暮らしのことの全部を決め
る場所ですので、どういう人たちが自分たちの暮らしを決めるのかということに市民の皆
さんにはぜひ関心を持ってもらいたい。やっぱり多様な方が、女性や子育て世代、障害の
ある方、性的少数者、どなたでも議員になれるというのが必要です。今は、どなたでも議
員になれる環境が実はない、というところにも思いをはせていただき、本当に多様な議会
になっていければと思っているところです。
あと、そこで避けて通れない、一つ投げかけたいと思うことは、選挙制度についてです。
なり手不足という状況はなぜ起きるのか。ということで、小値賀町は議員報酬を上げられ
た。私は、報酬を 18 万円から 30 万円に上げたというのは、素晴らしいことをされたと思
っているところです。実際、家族のいる人間が仕事として議員をするというときに、4 年
の任期が過ぎた後に仕事があるか、ということですですから、特に優秀な方が議員という
仕事を選ぶかどうかです。本当に優秀な方は、世の中にたくさんいますけれども、議員に
なろうという方が少ない。やはり仕事、生活という部分もあると思うのです。
だから今、任期が 4 年だけれども、それを 6 年にしてみてはどうか、というふうに考え
るのも必要ではないかと思っています。参議院は今、6 年ですよね。子どもが 1 年生から
6 年に上がる間は仕事があるとか。議員に対して厳しい目で見る、それはもちろん当然で
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はあるのですけれども、また同時に優秀な人を議員にしていこう、私たちの社会をつくっ
ている議会に優秀な人を送り込むためにはどうしたらいいのかを、本当にみんなで考えて
いく必要があるのでは、と強く思っているところです。
＊議会を変える
制度が変わる、議会が変わる、何かを変えようと思うとき、もちろん意識が変われば、
それに伴って議会のあり方や制度が変わっていくわけです。フランスにパリテ法というの
ができまして、
「候補者の男女の数を一緒にしましょう」「一緒にしない政党は補助金を減
らしますよ」、というような法律を作りました。どうしてそのような法律ができたかという
と、民主主義をもう一度考え直した。民主主義とはなんだろう。近代、現代の民主主義は、
男性が主導で進めてきていました。これは根本的に民主主義ではないのではないか。男女
はほぼ同数、実際は女性の方が多く、熊本県では 10 万人女性が多いのですが、そういう社
会で女性が政策決定の場に非常に少ない。それを「おかしいのではないか」
「民主主義では
ないのではないか」
「積極的に民主的なあり方にしていこう」ということでパリテ法ができ
たのですね。
ですから、ぜひ日本でもそういう認識を広げていって、その認識が反映された議会にな
っていったらと思っています。私もこれからも頑張ってまいりますので、よろしくお願い
します。

＜レジュメ＞
選挙制度の改定
議員と事務局職員の理解・協力
議場、委員会室、その他議員活動の場に乳幼児や介助者を同伴・入場・入室可能にする
産前・産後に挙手での表決参加を可能にする
産前・産後など自席に着座での一般質問、質疑、討論を可能にする
産休・育休についての重要点
取得期間が柔軟であること
代理投票、代理議員、書面での意思表示、テレワークなど休んでいる間に代弁者として
の役割が遂行されること
報酬が減額されないこと
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議会棟内託児所の設置
傍聴者、議員、スタッフが利用できる
利用できる年齢に幅を持たせ、子どもの居場所にする
行政視察について
乳幼児の同伴を可能に
介助者の旅費・宿泊費を公費負担
議会基本条例に、議会は子育て世代、女性、男性、障がいのある者、性的少数者、若者
など多様な人材によって構成されるものであること、そしてこれらの者が代弁者として活
躍できる議会にすることをうたいこむ。
キーワード「多様性」「社会性」

各国国会議員の産休・育休制度について（情報が古い部分あり参考程度に）
産休・育休制度の概要
日本

託児所などの施設

根拠法他

産休・育休制度なし（議会欠席 衆 議 院 第 二 議 員 会 館 ・衆院議院運営委員会にて
の理由として出産が挙げられ 内に 2010 年に開所。 承認
ているのみ）

月〜土の 8 時〜21 時 ・東京都認証保育所事業実

議員が出産等で国会を欠席し に加え、一時預かりを 施要綱（認可保育所とは異
ても、歳費・手当等は全額支給 行う。国会議員、秘書、 なる都独自の制度）
される

中 央 省 庁 職 員 や 近 隣 ※ 満 員 で議 員 の 子 ど もで
住民の利用に加え、国 入所できないケース有り
会来訪者の子どもの
一時預かりも可能。定
員 34 名。

アメリカ 産休・育休制度なし

上院、下院にそれぞれ

議員が出産等で国会を欠席し 託児所があり、議員と
ても、歳費は減額されない
下院

年齢にかかわらず議場 （有料）。必要に応じ

への子ども同伴可能
上院

職員が共に利用可能
て議員会館等の部屋

2018 年 4 月 18 日に規則 が 授 乳 室 等 に 割 り 当

改定により議場に乳児同伴可 てられる。
能に
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各国国会議員の産休・育休制度について（情報が古い部分あり参考程度に）
ドイツ

産休・育休制度なし

連 邦 議 会 内 幼 稚 園 が ・ドイツ議員法第４章

議員が妊娠による母性保護の 事 務 局 職 員 等 の た め
期間内や 14 歳未満の子どもの に設置されている。
世話のため議会の有効な会議
日に欠席した場合、歳費は全額
支給され、職務経費は各会議日
につき 30 マルク（約 1,700 円）
減額される。（通常の欠席の場
合は 90 マルク減額）
デンマー 出産・育児休暇として子どもの 不明

・雇用及び出産休暇等につ

ク

出生前４週間、出生後 14 週間

いて 男 性と 女 性 の平 等 な

は、母親のみ取得可能。父親に

扱いに関する法律

は２週間の休暇がある。その後

・憲法

10 週間は両親いずれも取得可

・議員についても、一般の

能。さらに 13－52 週間の休暇

労働 者 と同 じ 規 定が 適 用

の取得が可能。各子どもに対し

されている。

て失業給付の 60％が育児休暇

・代理投票制度がある

手当として支給される。
スウェー 出産・育児休暇には両親手当制 議 員 専 用 の 託 児 所 が ・1978 年育児休暇法
デン

度に基づく休暇と育児休暇法 あり、合計で 10 人ま 1974 年国民保険法第４章
に基づく休暇がある。

での幼児、小学生、中 両親手当給付（議員につい

原則として 450 日間休暇取得可 学 生 を 受 け 入 れ て い ても、一般の労働者と同じ
能で、最初の 360 日間は給与の る。議会内にあり、議 規定が適用されている。）
約 80％が両親手当として支給 会 の 開 催 さ れ る 日 の ・議会法
され、残りの 90 日間は日額 60 午 前 ８ 時 か ら 午 後 ６ ・憲法
クローナ（約 800 円）が両親手 時まで（午後９時まで ・代議員制度があり、１ヵ
当として支給される。男女とも 延長の場合あり）利用 月以 上 の育 児 休 暇の 期 間
に取得可能であるが、母親のみ 可能。利用料金は１時 中は 代 理議 員 が 職務 を 代
産前 60 日前から受給可能であ 間約 400 円で、利用に 行する。
る。このほか議会からも両親手 は事前に予約が必要。 ・1998 年から１年間で育児
当が支給されるため、合計で約 経 費 は 議 会 予 算 に よ 休暇 を 取得 し た 議員 は 女
90％が支給される。

る。
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性 11 名、男性４名。

各国国会議員の産休・育休制度について（情報が古い部分あり参考程度に）
ノルウェ 母親のみが取得できる産前３ 議 会 か ら 徒 歩 数 分 の ・国民保険法
ー

週間、産後６週間を含め、子ど ところに託児所あり。 ・議会内規
もが１歳になるまでの出産・育

・憲法

児休暇の制度あり（育児休暇は

・議員についても一般の労

男女いずれも取得可能）

働者 と 同じ 国 民 保険 法 の

父親には母親の出産前後各２

規定が適用される。

週間のうち、２週間取得できる

・代議員制度があり，出産・

父親休暇あり（無給）

育児 休 暇の 期 間 中は 代 理

原則として 42 週間取得すると

議員が職務を代行する。

従前の給与の全額、または 52 週

・1990 年からの 10 年間に

間取得すると従前の給与の

育児 休 暇を 取 得 した 議 員

80％が手当として国民保険か

は、女性９名、男性 11 名

ら支給される。

で、女性の平均は 18 週と
なっている。

諸外国の代理議員、代理投票、ペアリング制度について
産休・育休の規定のない国でも、多くが、代理議員、代理投票、ペアリングなどの制度
を認めています。産休規定のないアメリカ、イギリス、フランスでも、代理投票・ペアリ
ングなどの制度が整備されています。（詳しい情報は整理中です）（出典 元衆議院議員水
島広子氏のウェブサイト http://www.hirokom.org/opinion/op003.html）

＊ボールド表記は緒方追記、またスペースの関係上編集や割愛した国の情報もあり。
平成 27 年度

浜松市議会事務局による調査

政令市２０市と中核市４８市対象

在任中議員の出産例と産休に関する規程の設置状況と内容、その他配慮について（導入都
市のみ記載）

都市名
川崎市

出産例
無し

会議等の欠席に関する基準
「議会運営委員会における申し合わせ」
市職員の基準に準じることとし、出産予定
日の８週間前、多胎妊娠の場合 14 週間前か
ら、産後 8 週間までの範囲を目安とするこ
と
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その他
無し

大津市

有り

「大津市議会会議規程」

無し

出産予定日前 8 週間（多胎妊娠の場合 14 週
間）から、産後 8 週間を経過するまでの期
間を限度に本人の申告する日または期間
いわき市

無し

無し

授乳室

平成２８年度熊本市議会事務局による調査（緒方ゆうか依頼による）
託児室・託児サービス導入の状況について

政令市２０市と九州の県庁所在地対象（（導入

都市のみ記載）

都市名
堺市

設置名称
親子室

広さ（㎡）
6.8 ㎡

設置費用

利用実績

不明（庁舎建設の際に設置し 集計していないが
たため、親子室のみの費用の 年に数名程度
算出は行っていない）

広島市

親 子 コ ー ナ 8.924 ㎡

０円（放送室であった場所を 平成 25 年度

0人

ー

親子コーナーとして活用し 平成 26 年度

0人

たため、特段の改修を行って 平成 27 年度

0人

いない）

福岡市

特別傍聴室

8.5〜9 ㎡

約 190 万円（来賓席として設 平成 25 年度

17 人

置されていた特別傍聴席に 平成 26 年度

4人

防音化工事を施した費用）

5人

平成 27 年度

鹿 児 島 親子室

平 米 数 は 確 不明（新築設置のため、親子 平成 27 年 5 月新築

市

認 で き な い 室のみの費用の算出は行な
が、４人横並 っていない）
びで座り、膝
下に少しス
ペースがあ
る程度
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平成 27 年度

6人

那覇市

親子傍聴室

8.64 ㎡

不明（庁舎建て替えの際に設 集計していないが
置したため、親子室のみの費 年に数名程度
用の算出は行なっていない）

松本市

子ども控室

9㎡

０円（喫煙コーナーであった 平成 26 年度

0人

（無料託児

場所を子ども控室としたた 平成 27 年度

1人

サービス）

め特段の改修を行っていな 平成 28 年度

5人

い）
保育士代として１万円／年
計上（H28 単価 906 円／ｈ）
市民総合賠償保障保険は松
本市加入分で対応
町田市

親子傍聴室

10.532 ㎡

不明（庁舎建て替えの際に議 集計していないが
場も新築しており親子傍聴 概ね１定例会に１
室のみの費用の算出は行な 〜2 名程度
っていない）
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【分科会Ａ

新たな森林環境税制と森林経営管理】

国税・森林環境税
～租税理論に反する増税～
神奈川大学経営学部教授

青木 宗明

はじめに
「国税・森林環境税」は、あまりに筋の悪い税である。国民の多くが真実を知れば、こ
の増税には到底納得できないのではなかろうか。「国税・森林環境税」の創設は撤回され
るべきである。そう主張せざるをえないほど、「国税・森林環境税」の抱える問題点は致
命的に深刻である。
ところが、問題の深刻さに反比例するかのように、国民に十分な情報が伝えられてい
るとは言いがたい。増税を隠して既成事実化するかのような工夫が凝らされたこともあっ
て、国民が知らぬ間に増税が決まっていて、気がついたら「国税・森林環境税」の存在が
常態化していたということになりそうである。あるいは問題に気がついたとしても、いつ
批判の声を上げればよいか大変に分かりにくい状況に突入しようとしている。
増税そのものが始まるのは 2024 年からであり、撤回を求める時間の猶予はまだ十分に
ある。「国税・森林環境税」は、租税理論から逸脱しており、しかも不公平極まりない増
税である。もしも同税がこのまま認知され、今後構想される増税の前例ケースにでもなれ
ば、わが国税制は世界的に見て恥ずかしい方向に、堕落の一途を辿ってしまいかねないの
である。
＜重要なエクスキューズ

：

誤解なきよう願います＞

ここで批判しているのは、あくまでも国税・森林環境税であって、森林整備事業の充
実や整備財源の拡充に反対しているわけではまったくない。報告者自身、いくつもの県の
森林・水源環境税の創設や継続に深く関わり、機会あるごとに森林整備を行うための財源
確保の重要性を強く訴え続けてきている。
１. 特に深刻な 2 つの問題点とその他の問題点
「国税・森林環境税」の抱える問題は多岐にわたり、問題点の立て方でいくつかの異
なった整理ができる。本報告では、まず深刻度の極めて高い二大問題点とその他の問題点
とを分けたい。二大問題点があまりに論外なので、創設の撤回を言わざるをえなくなって
いるのである。
① 国税には適用できない地方税の理論を国税へ「流用・悪用」した結果、現代社会に存在すべき
でない「人頭税」になってしまっている問題点
② 増税の目的、税収の使途、譲与基準（自治体間の配分）などの重要な諸点において、何のため
に増税するのか疑問が生じ、国民に対する増税の説明責任が果たせていないと思われる問題点
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２．応益原則・負担分任を「流用・悪用」したことによる「人頭税」の誕生
～人類史上最も不公平な税～
（１）

応益原則と負担分任を根拠に住民税の均等割～府県の森林環境税の理論

（２）

応益原則と負担分任は国税に適用してはならない～地方税の理論を「流用・
悪用」

（３）

国税を均等に定額課税すれば「人頭税」以外のなにものでもない

（４）

「人頭税」は逆進性マックス、不公平の最たる税

（５）

わが国税制がすべて「応益を根拠とした人頭税」になってゆく危険性

：

暴動と反乱の世界史

～政府サービスの「公益」はすべて国民に分かちがたく帰着する～
３.「国税・森林環境税」がなぜ必要なのか理解できないという問題点
～求められる「整合的な説明」～
（１）
・

増税の目的そのものが複数・曖昧で理解しがたい
当初示された増税目的が国民には理解しがたく、構想の進展とともに増税目的
が変遷し、今や整理ができなくなってしまっていると思われる問題点

・

地球温暖化対策、条件不利の森林整備、防災・減災、林業の成長産業化、中山
間地自治体への財源供給

・・・

いったい何？

①
②

二酸化炭素等の温暖化ガスを森林で吸収することによる地球温暖化防止
放置されている森林の間伐・整備、特に劣悪な自然条件や不在村者等の問題を抱える森
林の整備
③ 都市部から中山間地への財源の移転・再配分（都市から上がる財源を中山間地に配分：
地方財政調整）
④ 経営の成立していない私有林を、有能な経営体に集約することで林業を成長産業化
（２）
・

税収の使途が曖昧なので、増税目的が分からない
税収の使途が抽象的すぎて曖昧、加えて構想の進展につれて拡大、結果として
増税の目的・必要性が分からない。

・
（３）
・

譲与税という形で使途を限定・明確化するのは不可能。
譲与基準を理解しがたく、増税目的が分からない
税収の 3 割が人口比例で譲与される。森林のない都市部は何に使う？
横浜市の試算では、同市への譲与額は 2033 年以降

4 億 8 千万円程度。

都市が新たに行わざるをえない「森林関係の事業（税収の使途）」は無駄な歳出
とならなのか？
・

税収の１割（2020 年から 6 年間は 2 割）が都道府県に譲与
37 府県で実施されている森林環境税との関係は？
37 府県の側では、国税と独自課税は無関係と言い張るだろうが、本当に無関
係？
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37 府県ですでに１０数年も独自課税を行っているのに、なぜ今さら国がかぶせ
るのか？
４. その他の問題点
（１）

財源調達を目的とする課税に「環境税」と名付けることの問題点

・

森林環境税が日本版エコロジカル・タックスなどと語る向きもあるようだが、
恥ずべき過ち。

・ 環境税という名称は、汚染者負担原則（PPP）を根拠として、課税そのものが環
境悪化を抑止する効果を持つ課税に限って使用されるべき。
・

財源確保のための課税は、たとえそれが環境対策に充当されようとも、環境税
と呼ばれるべきではない。そう命名してしまと、納税者を欺いたり、納税者の理
解を得られなかったりする結果になりがち。

・

なぜなら環境対策の効果と増税との間に相関関係があるかどうか明確にするこ
とはできないから。

（２）

いわば「目的税」として増税を行うことの問題点

・

目的税化した方が世論の反対を受けにくい（増税しやすい）という発想を理解
はするが、目的税は安易に認められるべきではない。

・ 事業担当部局の既得権（＝「自分の財布」。その事業が民間の「生業」に直結し
ている場合には、
「担当部局と業界のお財布」）としてブラック・ボックス化しや
すく、首長のガバナンスも民主主義的なチェックも効きにくくなる。
・ 目的税化しても、上記のように財源確保のための課税の場合、課税と事業の効
果との間の関係を明確に示せない。増税の目的を示しているようで、実は示せな
いという、現在われわれが直面している、納税者を欺くような結果となりがち。
・ 増税が必要なら普通税の増税で行い、ガバナンスによる政策判断を高めるべき。
（３）

なぜ森林整備だけ「目的税」として増税するのか、他にも緊急に財源確保が必
要な政策はたくさんあるのに・・・という問題点
・

なぜ森林が特別？

この疑問に誰か答えられるだろうか？

・

他にも喫緊の諸課題がある以上、先に警告したように「人頭税」が増殖して
ゆく？

（４）

国税の課税最低限が自治体間で異なるという問題点をどのように解決するの

か？
・

国税の課税最低限が居住地でことなるなど、決して許されない事態。

・

徴税は市町村が行うという異例のシステムを採用したことの帰結。

・

国が統一すれば、地方自治、自治体の課税自主権を否定することになる。
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・
（５）

年末の税制改正大綱でどのような対応をするのか？
譲与開始と課税開始を分離するという、相当な無理をなぜしようとしているの

か？
・

国民の目から増税隠し？既成事実化？

・

政治的な理由？

・

なぜそこまで無茶をするのか、しなくてはならないのか、国民は理解できな
い。
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【分科会Ａ

新たな森林環境税制と森林経営管理】

「新たな森林管理システム」の仕組みと市町村林政の課題
～都道府県の森林環境税事業との違いを踏まえつつ～
九州大学大学院農学研究院教授

佐藤 宣子

１．森林・林業の近年の動向と地域的特徴
・資源充実、素材生産の拡大（林業の成長産業化）と地域差
・素材生産担い手の構造
・環境に配慮しない伐採、再造林コストの高さと獣害→主伐・皆伐回避「現状維持」意
向の所有者
・大規模化する木材産業からの原料要求→大量安定的な伐採→主伐の促進
２．
「新たな森林管理システム」の背景と仕組み
・森林経営管理法制定プロセス：官邸主導、密室性
・背景：林業成長化のための安定的な原木供給を＝産業政策ありき
・森林環境税の徴収と地方への交付の仕組み：市町村が資源政策、産業政策の最前線
・市町村に求められる役割：住民税として徴税、経営管理権の集積（法的には不同意
森林の経営管理権集積可能に）、経営管理実施権の分配（都道府県が選定した意欲と
能力のある林業経営体へ）、林業不適地の公的管理
・市町村の体制整わないまま森林資源政策、林業産業政策の最前線に位置づけられる
３．森林経営計画の策定実態からみる市町村林政の課題
・森林計画制度が 2011 年大幅変更

森林経営計画制度の導入→小規模な森林所有者排

除
・森林計画制度下での森林経営計画の策定・認定の地域性：全国平均 30%（都道府県
段階は 0%～70%）（2015 年 3 月末）
・既存事業（森林経営計画樹立者造林補助金制度）で管理されている森林の特徴
４．都道府県導入の「森林環境税」事業の特徴
・少なくとも導入時には各県で説明会、委員会での審議、県民アンケートを実施し、
不十分と指摘されながらも合意形成プロセスあり
・都道府県による直接事業が多く、都道府県の森林の状況、林業の位置づけ等によっ
て、環境に限定された事業か、林業振興を含む事業かで分かれる
・都道府県の人口に左右される事業費→国による再配分要求
・都道府県は国の「森林環境税」との棲み分け、二重課税批判への対応必要
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５．
「新たな森林経営管理システム」と自治体林政の課題
・全国平均数値での制度設計と各市町村の現実との乖離
・
「新たな森林管理システム」は「森林環境税」に相応しい制度設計か？林業採算性で
区分、林業が成り立つところは林業振興へ、成り立たない部分のみ森林環境税措置
・これまで真面目に森林を管理してきた所有者への影響が懸念
造林補助金の予算減、木材価格の低下、意欲の低下
・市町村林政担当部署の体制的問題、自治体職員のやり甲斐のある施策開発を
・求められる地域政策としての森林・林業政策

１．森林・林業の近年の動向
スギ（製品・原木・立木）価格の推移

森林蓄積量の推移

円/㎥

所有者としての収入

自伐林家としての収入

資料：農林水産省統計部「木材価格」、日本不動産研究所「山林
素地及び山元立木価格調」より作成

出典：森林・林業学習館HP
（http://www.shinrin-ringyou.com/forest
_japan/menseki_tikuseki.php）

近年の需要動向：集成材、合板、
バイオマス発電用原木、薪用原木
需要（BC材）の増加
⇒原木価格約1万円/㎥での需要増加
<1>
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素材生産の都道府県別増減
全国

15,092千㎥（2002）→19,916千㎥(2014)

+32%

<3>

資料：農林水産省「木材需給報告書」より
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２．「新たな森林管理システム」の背景と仕組み
〇

森林吸収源対策に係わる地方財源の確保

通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正において、以下を内容
とする森林環境税及び森林環境譲与税を創設する。
１．森林環境税の創設 [平成36年度から課税]

２．森林環境譲与税の創設 [平成31年度から譲与]

納税義務者等：国内に住所を有する個人に対して
課する国税

税率：1,000円（年額）
賦

課

徴

譲

与

総

額：森林環境税（仮称）の収入額（全額）に相当する額

譲

与

団

体：市町村及び都道府県

譲

与

基

準：

収：市町村が個人住民税と併せて

（市町村）総額の９割に相当する額を私有林人工林面（5/10）、

賦課徴収

林業就業者数（2/10）、人口（3/10）で按分

国への払込み：都道府県を経由して全額を国の

※私有林人工林面積については、林野率により補正

譲与税特別会計に払込み

（都道府県）総額の１割に相当する額を市町と同様の基準で按 分

その他：個人住民税に準じて非課税の範囲、減免、
納付・納入、罰則等に関して所要の

使

途：
（市町村）間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や

措置

普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用
（都道府県）森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用
使 途 の 公 表：インターネットの利用等の方法により公表

３．制度創設時の経過措置

〇 平成35年度までの間における森林環境譲与税（仮称）は、交付税及び譲与税配布金特別会計における借入金によ
り対応。
〇 平成36年度空平成44年度までの間においては、森林環境税（仮称）の収入額から借入金の償還金及び利子の支
払に要する費用等に相当する額を控除。
〇

制度創設当初は、都道府県への譲与割合を２割とし、段階的に１割に移行。

出典：宮崎県「林業みやざき」2018年9月号（元資料は、林野庁）
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<5>

新たな森林管理システムでの所有者認識
森林所有者の実態
森林資源の現況調査（2014）

市町村アンケート

農林業センサス（2015）
「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査
（2015）

「8割の森林所有者は意欲を失っている」
<7>
「意欲のない所有者のうち7割は主伐の意向すらない」

出典：「林野」No.103（2018年1月号）
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国会質疑での議論
・現状維持を意欲がないとした、恣意的な
データ操作、曲解
・「主伐の意欲すらない」という主伐誘導
表現への疑問」
・123人のモニター調査で法案の基データ
として使えるのか？」
修正

8

出典：林野庁「平成29年度森林・林業白書」17頁
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<8>

経営管理実施権設定の考え方：森林経営権を市町村が集積
私有林
1/3

森林経営計画未策定
だが独自に管理意向

策定者に限定
して直接支援
事業

「意欲と能力のある」
林業経営体へ
（県が選定）
主伐・再造林を実施
余れば一部を森林所
有者へ
1/3

1/3
森林環境譲与税
立木価格ゼロで素材供給
が発生する可能性
資料：三木敦朗「国民森林会議研究会（2018.4.14）でのコメント」配布資料、9頁に追記<9>
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３．森林経営計画の策定実態からみる
市町村林政の課題
2001年森林法改正

2011年森林法改正

森林施業計画

森林経営計画

・計画策定者への造林補助金（森林管理・
環境保全直接支払事業）の限定
・施業実施下限面積、搬出量の設定等
・間伐の搬出量に応じた補助

・計画策定者への造林補助金の
査定係数による優遇

計画の種類

出典：林野庁(2014)92頁

2014年4月～：区域計画の導入（＝条件緩和）
市町村が区域を決めて、その中で30ha以上をまとめて計画作成
施業要件（間伐下限面積など）はそのまま

<10>

森林経営計画種別の認定状況（都道府県計、2015
年3月末）*大臣認定除く（単位：件数、ha、ha/計画）
計画種類

林班計画

作成件数

8,175

認定総面積

１計画当たり平均面積
認定面積のうち受委託面積
人工林
人天別面積

天然林等
不明

区域計画

うち重複

合計

945

636

9,720

<84.1%> <3.2%> <9.7%>

<6.5%>

<100.0%>

189,667 2,009,156

4,801,372

<56.9%> <2.7%> <4.0%> <41.8%>

<100.0%>

2,732,405

311

属人計画

129,925

334

418

1,909,757
(69.9%)
1,470,350
(53.8%)
1,211,145
(44.3%)
50,908
(1.9%)

-

201

3,159

494

134,934
243,946
(71.1%)
(12.1%)
125,413 1,005,518
(66.1%)
(50.0%)
63,623
981,251
(33.5%)
(48.8%)
632
22,387
(0.3%)
(1.1%)

2,288,528
(47.7%)
2,601,198
(54.2%)
2,255,992
(47.0%)
73,927
(1.5%)

資料：都道府県の森林計画担当課資料より作成。
注：①（）は各計画種認定総面積に占める比率である。
②<>は全国計に対する割合である。
③人天別面積が不明は、資料に合計面積のみの記載の県があったためである。
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<11>

都道府県別森林経営計画の認定率（2015年３月末）
九州の特徴
相対的に高い認定率
・大分、宮崎、熊本
・鹿児島
・福岡、長崎、佐賀
>>素材生産の活発さと関連か？
（佐伯市：佐藤2015）

資料：各都道府県の森林計画担当課からの提供資料より作成
注：認定率＝森林経営計画認定面積/地域森林計画対象森林面積×100
(作成：青木祐海子）
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<12>

森林施業計画（2005年）と森林経営計画（2015年）
の認定率の関係
森林経営計画の認定率*2（2015年3月末）
5%未満

都道府県

5～10% 10～15% 15～20% 20～30% 30～40% 40～50% 50%以上

数計

神奈川
5%未満

業 10～20%
計
2
0 画 20～30%
5

静岡県

定
3
月 締
末

）

広島県、
30～40%

群馬県、
愛知県

」
*

50～60%

3

青森県

富山県、

埼玉県
滋賀県

愛知県、
山形県

宮城県、
長野県
兵庫県

高知県

徳島県、 岐阜県、

結 40～50%
率

3

東京都、

福島県

「
協

香川県

千葉県

（

年

3

三重県、

5～10%

施

0

大阪府

県

森
林

県、沖縄

栃木県

島根県

山梨県

石川県、 熊本県、
京都府

福岡県

長崎県、 秋田県、
岩手県

3

12

佐賀県、

岡山県、

和歌山県

福井県

9

3

8

北海道

12

大分県

2

鳥取県
宮崎県

奈良県

8

6

鹿児島県

60～70%
70%以上

5

山口県、

新潟県

1

都道府県数

茨城県

7

5
2

3

資料：林野庁（2005年3月末）、森林資源現況表および各都道府県資料（2015年3月末）より作成。
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47

<13>

林業活動を行う地域おこし協力隊の広がり
(自)は自伐型林業者を募集

地域おこし協力隊が林業就
業している自治体

林業を特定して募集あるいは
選考している自治体（2015年
段階）

・滋賀県：長浜市 3名(自)
・京都府：京丹後市 2名
・奈良県：曽爾村 2名
・岡山県：新見市 3名
・鳥取県：智頭町
・島根県：津和野町 7名(自)
・高知県：佐川町 9名(自)
大豊町 1名
協力隊終
了し独立
本山町 3名(自)

・北海道：新得町 1名
・岩手県：陸前高田市 2名
(自)
・群馬県：中之条町 2名
・奈良県：下北山村 若干名
天川村 2，3名
・島根県：津和野町 4名(自)
・高知県：本山町 2名
・宮崎県：えびの市 4名
・長崎県：新上五島町 1名
林業で有名でないところでも自伐型林業で募集していることが
特徴、西日本から全国に広がる

資料：地域おこし協力隊JOINニッポン移住・交流ナビ、各自治体ホームページより作成

<14>
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【分科会Ａ

新たな森林環境税制と森林経営管理】

森林の経営管理の諸管理
～森林環境税制と森林経営管理法のきっかけ～
林野庁整備課造林間伐対策室長
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長﨑屋

圭太

6

87

106 167

447

620

323

384
483

651

493
579

23
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森林経営管理法の概要
①
②
③
④

森林所有者に適切な森林の経営管理を促すため責務を明確化
森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合に、市町村が森林の経営管理の委託を受け
林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託
再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林においては、市町村が管理を実施
経営管理実施権
市町村の委託を受けて伐採等を実施するために林業経
営者に設定される、経営管理権に基づく権利

経営管理権
森林所有者の委託を受けて伐採等を実施
するために市町村に設定される権利
（
適①
時経
の営
伐管
採理
・の
造
責
林
・務
保を
育明
の確
実化
施
）

③

経営管理実施権配分計画
（具体の施業の内容を市町村と合意）

林業経営に適した森林

森

林
所
有
者

意向調査

市

②
経営管理権の設定（意向・申出）
経営管理権集積計画
（経営管理の方向を所有者と合意）

町
村

経営管理実施権
の設定

○ 意欲と能力のある林業経営者
に林業経営を再委託

④
自然的条件に照らして
林業経営に適さない森林
○ 市町村による間伐等の実施
（市町村森林経営管理事業）

公表

都
道
府
県

経営管理実施権
の設定を希望す
る民間事業者を
募集・公表

所有者不明森林等における経営管理権
の設定にあたっての特例を措置（次頁）

経営管理受益権

都道府県による市町村の事務の代
替執行も措置。
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経営管理受益権
経営管理受益権

募集

意
欲
と
能
力
の
あ
る
林
業
経
営
者

機密性○情報

○○限り

所有者不明森林への対応
経営管理が適切に行われていない森林を市町村が特定
経営管理の状況等を踏まえ優先順位を立てて意向調査

（１）原則
全部確知・全員同意
（単独所有／共有）

計 画 作 成
同 意 徴 収

申
出

（２）共有者不明森林の特例

計画公告

一部
不確知

一部不確知
確知共有者全員同意
（共有）

○ 存続期間の上限は50年

探
索

同意
みなし

公
告
（６月以内に異議）

（３）所有者不明森林の特例
全部
不確知

全部不確知
（単独所有／共有）

（４）所有者不同意森林の特例
不同意者あり

（単独所有／共有）

（経営管理が行われていないのに意
向調査への返答がない場合など
を想定）

探
索

公告
６月以内に異議が
なければ、その後
４月以内に裁定申請

裁
定

同意みなし

２月以内に同意が
なければ、勧告から
６月以内に裁定申請

意見
書
（２週間以内）
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裁
定

○ 以下の場合には取消の
申出可
◆

民間事業者に経営管理実
施権が設定されていない場
合
⑵ 共有者不明森林
→ いつでも取消申出可
⑶ 所有者不明森林
⑷ 確知所有者不同意森林
（※意見書提出者に限る）
→ 計画公告から５年以降
に取消申出可

◆

不同意

勧
告

権利設定

同意みなし

民間事業者に経営管理実
施権が設定されている場合
→ ① 民間事業者の承諾を
得た
② やむを得ない事情かつ
民間事業者に対し損失
の補償を行った
場合に取消申出可

【分科会 B

行政文書の管理のあり方】

地方自治体の公文書管理の現状と課題
弁護士・日本弁護士連合会情報問題対策委員会委員

清水

勉

２０１１年４月、公文書管理法施行
（地方公共団体の文書管理）
第三十四条

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。
情報公開条例と公文書管理条例
「車の両輪」のはずなのに・・・
情報公開条例はすべての自治体が制定し運用している
公文書管理条例を制定しているのは「２０」
ほとんどの自治体が制定していない
４８９自治体にアンケート調査
主体：関東弁護士会連合会
時期：今年４月～５月
対象：関東甲信越１都１０県市区町村（４８９自治体）
回答自治体：３５７（７１．８％）
※ 設問によっては回答していないものもあり
公文書管理条例を制定しない理由
回答母集団：３５１（複数回答あり）
１）

文書管理規程に基づいて取り扱っているので条例は不要

２）

各課の文書管理の平準化、統一がむずかしい

３）

予算上、制度化がむずかしい

４）

電子文書を公文書とするか意見がまとまらない

５）

その他

２４（６．８％）

１９（５．４％）

４２（１２．０％）

「条例は不要」は本当か
制定しない理由２）～５）は不要論ではない
１）

２６５（７５．５％）

と回答した自治体に、２）の実情はないか

関弁連では自治体の情報公開審査会の答申を調査した
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１（０．３％）

答申からみた公文書管理の問題点を考える前に
公文書管理法１条：
１）国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主
義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るも
のであることにかんがみ、
２）国民主権の理念にのっとり、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、
３）行政文書等の適正な管理、
４）歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、
５）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、
６）国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国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。
➡

「国及び独立行政法人等」を「自治体」に置き換えると

果たして自治体はこれらを実行していると言えるか？
公文書管理法４条１項：
行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含め
た意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は
検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる
事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
➡

果たして自治体はこれらを実行できているか？

審査会答申からみた公文書管理の問題点
関弁連では１００事例を分析検討した
学園建設にかかる委員会の会議録
スポーツセンターの立地環境調査審査にかかる専門委員会の議事録
「庁議にかかる会議録は作成するな」
新聞報道された教員の非違行為について県教委に対する報告が口頭だけで行われ、文書が
作成されなかった
水再生センター等安全対策検討委員会の議事録の録音テープを廃棄
その他ぞろぞろ・・・
公文書が適正に管理されているとは言えない！
公文書管理についての関心事は？
回答母集団：３５７（複数回答あり）
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１）

自治体の文書管理を効率化したい

３０９（８６．３％）

２）

自治体業務を後任の職員に理解してもらうこと

３）

自治体業務を住民などに関心を持ってもらい理解してもらうこと

１７７（４９．９％）

０％）
４）

自治体の歴史を後世に伝えたい

５）

特に関心はない

６）

その他

８４（２３．５％）

８（２．２％）

１８（５％）

結果からみられる傾向
１）

と２）は業務の効率化を志向している

３）は住民目線
４）は後世を志向している
➡

１）２）３）４）は対立しない

➡

１）～４）６）は合理的運用を志向している

電子化のデメリット？
原本性
セキュリティ
誤消去、誤書き換えによる復元の困難性
読み取り装置の確保
一覧性の悪さ
➡

技術的に解決済み

しかし、導入、運用に多大な費用
業者の食い物にされるおそれ
財政難の自治体には導入はムリ！・・・？
発想の転換
自治体の業務は減らない
新しい業務が出てくる
少ない職員、高齢化する職員が対応しなければならない
予算は減少傾向
それでも住民は質の高い行政を求める
開き直るか、住民の要望に応えるか
➡

住民の要望に応えようとすると行政事務の効率化は不可避

対策～自治体公文書の電子化
文書管理の統一化、平準化
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１０７（３

決済が簡単
修正はすべて記録される
検索の容易性
議会対応の適正迅速化
引き継ぎの容易性
情報公開請求への対応の適正迅速化
職員のストレスの減少
必要な業務に時間を費やせる
運用コストの削減
住民の満足度の向上
➡

総務省が目指すべき電子自治体はこのようなものであるべき

公文書管理条例のメリット
職員の意識付けの向上
公文書の散逸防止、検索性向上、効率化
紛争への対応
保存・移管・廃棄がスムーズになった
情報公開制度運用の適正迅速化
電子自治体の制度化
公文書管理の制度的・人的な担保措置
公文書館の設置
人的担保の設置
第三者委員会の関与
公文書館
公文書館（に相当する機能のある部屋）がある
条例制定自治体・・・１１／２０（５５％）
条例非設置自治体・・・４１／３５２（１１．６％）
➡

条例非設置自治体の数、割合が圧倒的に高い

公文書館を設置しない理由
回答母集団：３２７
１）設置・維持費用を確保できない
２）必要な人員を確保できない
３）スペースを確保できない

２０７

１４６
１３４

４）仕組みや運用体制の整備が困難

１３４
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５）必要性がない
６）その他

８７

１８

自治体の歴史を記録し保存する
職員が見ているのは目の前の仕事だけ
現用文書にしか関心がない
使わなくなった文書（非現用文書）はいらないゴミ
非現用文書はすべてゴミか
ゴミとして消滅したものは復元できない
保存する価値があるものがあるのではないか
だれが保存対象を決めるか
どこにどのように保存するか
人的担保の設置
レコードマネージャー
現用文書について全庁的なレコードマネージメントのプログラムを立案し、効果的な実施・
推進をコーディネートする高度な専門職
➡

今回の調査ではどの自治体にもいなかった

アーキビスト
高度の専門性をもって歴史資料の収集・保存・利用の職務に従事する
自治体職員の人事のローテーションを前提とすると、高い専門性を期待することに限界が
ある
専門職として雇っている自治体もある
第三者委員会の設置状況
大規模自治体

１４／３４（４１．１％）

中規模自治体

２１／８４（２５％）

小規模自治体

３／３０（１０％）

➡

歴史的に保存されるべき公文書が保存されない状況が日々起こっている

歴史を記録する意味～だれが歴史を記録するか
霞が関の官僚か、永田町の政治家か、マスコミか
霞が関も永田町もマスコミも記録しない歴史には価値はないか
生き生きした、記録すべき歴史は日常生活、日常業務の積み重ねの中にある
だれが歴史を記録するか
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【分科会 B

行政文書の管理のあり方】

行政文書管理の手続法理
熊本大学熊本創生推進機構准教授

原島 良成

１．報告の主旨
（１）公文書（情報）管理法制の現状分析―行政法の視点から
⚫

行政のアカウンタビリティ（答責性）を要求する手続法理を探らなければならな
い。改竄や隠蔽の正・不正に拘泥して問題の本質を見誤ることは避けたい。

⚫

文書作成義務を固めなければ、整理・保存・利用のアカウンタビリティ回路は機
能しない。対して、整理・保存・利用の適正確保問題は IT で解消の流れ。

⚫

組織的決定の「経緯」よりも理由を記した文書（＋理由を支える文書）が重要。
存在しなければ、事後的に作成させる手続が求められる。

⚫

半面で、組織の内部運営ないし意思形成の過程を詳細に跡付ける資料の要求は、
文書作成義務の文脈では行き過ぎ。管理対象文書を絞る議論も必要ではないか。

（２）自治体公文書（情報）管理法制の針路
⚫

公文書管理条例の制定推進に賛成（法律で最小限度規定することに反対ではない）。
問題は、その内容と実効性確保手法。

⚫

実効的な文書作成義務は、口頭での案件処理への対策（IT で解決の方向も）と、
「理由（要件）➡結論（効果）」という案件処理方式の徹底が、前提となる。

⚫

義務履行確保は基本的に情報公開請求とその争訟手続に委ねられる。したがって
限界があるが、不服申立段階での統制をさらに強化することは可能。

⚫

内部統制機関の権限（自治法 98 条、100 条、199 条）にも注目したいが、どうか。
政務活動費関係など地方議会の文書管理をどう統制するかも、問題ではある。

２．国と自治体の現状対比（コメント）
公文書管理法の文書作成義務は「無いよりマシ」な程度だが、それでも、自治体の文
書管理規程・条例で「作成」が考慮外であるすれば、法制度として質的差異がある。
国は文書保存ミスを受けて組織内部での監視を強化する構えだが、当該文書の管理は
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内部問題ではないことが理解されているか疑問。国でも自治体でも、問責主体による統
制強化を基本的な方向とすべき。地方議会にはその調査権限に相応しい事務機構を備え
るべき。
３．いくつかの派生論点
（１）文書管理条例の制定を阻む論理との対決
（２）基礎自治体間連携による行政効率化
４．参考資料
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①公文書管理法
第一条 この法律は、……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、国及び
独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国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。
第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯
も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付
け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次
に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一 法令の制定又は改廃及びその経緯
二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議（これ
らに準ずるものを含む。）の決定又は了解及びその経緯
三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す
基準の設定及びその経緯
四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五 職員の人事に関する事項
②行政手続法
第一条 この法律は、……行政運営における公正の確保と透明性（行政上の意思決定につい
て、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同
じ。）の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
③情報公開法
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定
めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するそ
の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批
判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
④熊本市文書に関する訓令
第 3 条の 2 職員は、事案に係る意思決定又は報告を行う場合は、軽易なものを除き、文書
を作成するよう努めなければならない。
⑤最高裁昭和 60・1・22 第 3 小法廷判決（旅券発給拒否事件）
旅券法が右のように一般旅券発給拒否通知書に拒否の理由を付記すべきものとしている
のは、……拒否事由の有無についての外務大臣の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意
を抑制するとともに、拒否の理由を申請者に知らせることによつて、その不服申立てに便宜
を与える趣旨に出たものというべきであり、このような理由付記制度の趣旨にかんがみれ
ば、一般旅券発給拒否通知書に付記すべき理由としては、いかなる事実関係に基づきいかな
る法規を適用して一般旅券の発給が拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知
しうるものでなければならず、単に発給拒否の根拠規定を示すだけでは、それによつて当該
規定の適用の基礎となつた事実関係をも当然知りうるような場合を別として、旅券法の要求
する理由付記として十分でないといわなければならない。
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【分科会 B

行政文書の管理のあり方】

自治体の情報公開と公文書管理の関係を考える
特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス理事長

三木 由希子

１．公文書と情報公開制度
（1）情報公開条例の対象文書
•

情報公開法以前の請求対象文書の範囲
-

定義の実質要件
a. 行政機関職員が作成・取得した文書で行政機関が保有しているもの
（例：神奈川県）
b. 決裁供覧等事案決定手続を終了したもの（例：東京都）

-

定義の形態的要件
a. 紙媒体
b. 紙媒体+電磁的記録（主に採録物）

（2）神奈川県の情報公開条例（1982）
•

情報公開条例 3 条 3 項
“この条例において「公文書」とは、実施機関の職員がその分掌する事務に関し
て職務上作成し、又は取得した文書及び図画であって、当該実施機関において管
理しているものをいう”

•

文書管理規程の改正（昭和 58 年 3 月）

（3）東京都の情報公開条例（1984）
•

情報公開条例 2 条 2 項
“この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得
した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープ（ビデオテープ及び録音テープ
に限る）であって、実施機関において定めている事案決定手続又はこれに準ずる
手続（事案決定手続等）が終了し、実施機関が管理しているものをいう”

•

文書管理規程…条例制定を受けて 1985 年に全面改正

（4）情報公開条例と文書管理の関係
•

制度化では、例外的な自治体を除いて、決裁供覧文書を情報公開請求対象文書に

•

文言は、文書管理規程上の「文書」と、請求対象文書として定義された「公文書」
「行政文書」に分かれる
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２．国における公文書管理
（1）情報公開法以前の「文書」
① 事務運営に必要な一切の文書（又は書類）としているもの（11 省庁 14 機関）
② 図書印刷物を除く文書（又は書類）としているもの（1 省庁 1 機関）
③ 起案文書及び機関の官職を宛名とする又はこれらをもって発する文書（又は書類）
としているもの（5 省庁 6 機関）
④ その他（8 省庁 4 機関）
「文書管理に関する調査結果」平成 7 年 12 月行政改革委員会事務局
（2）情報公開法要綱案（1996）
•

請求対象文書の範囲
「行政文書」

行政機関の職員が職務上作成し又は取得した文書，図画，写真，

フィルム，磁気テープその他政令で定めるものであって，当該行政機関の職員が
組織的に用いるものとして，行政機関が保有しているものをいう。
（3）情報公開法と「行政文書」の管理
•

請求対象とする「行政文書」を管理する仕組みへ移行

•

情報公開法 37 条（制定時）で行政文書管理を規定
① 行政機関の長は、この法律の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書
を適正に管理するものとする
② 行政機関の長は、政令で定めるところにより行政文書の管理に関する定め
を設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない
③ 前項の政令においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基
準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする

•

情報公開法施行令で統一基準、行政文書管理ガイドラインの策定、各省庁規則・規
程改正

•

情報公開法と並行した国立公文書館法
‧

国立公文書館法
① 国の機関から歴史文書の移管を受けることができること
② 移管には移管元の機関の同意が必要であること
③ 歴史公文書に対する請求権制度は規定していない

•

「行政文書」の廃棄への懸念
‧

情報公開法施行前に永年保存区分が廃止されたことで、大量廃棄が発生

（4）国の公文書管理制度
•

情報公開法の請求対象を「行政文書」と定義し、それを管理する仕組みに移行
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•

各省庁まちまちだった文書管理に「統一基準」を設ける（これが不十分だったこと
が公文書管理法制定議論へ）

•

請求者への情報提供という名目もあって、行政文書ファイル管理簿を導入

•

歴史的文書の移管、公開は積み残し

•

公文書管理法は、情報公開法以来の行政文書管理の仕組みを下敷きに義務や原則の
追加、積み残し課題への対応などを行ったもの

３．自治体の情報公開条例改正文書管理
（1）組織共用文書へ移行
•

情報公開法の定める自治体の努力義務を受けて、既制定自治体が条例改正へ（96 年
以降）

•

請求対象文書の範囲を「決裁供覧文書」から「組織共用文書」へ、記録媒体は問わ
ない規定に転換

•

文書管理の仕組みは二パターンに
-

請求対象文書としての「公文書」
「行政文書」
（組織共用文書）と、文書管理
規程の「文書」の二重構造

-

「公文書」
「行政文書」を管理する仕組みに移行

（2）47 都道府県の文書管理のルール
•

文書取扱に関する規則・規程での扱い
-

「文書」を職員個人の起案段階、内部手続段階、完結に分けて手続、管理

-

収受は受け取る段階、供覧等の内部手続段階、完結に分けて手続、管理

-

これをベースに管理方法や保存期間のルール設定

•

保存期間には、
「長期」
「永年」が存在

•

保存期間の構造は、例えば東京都の場合
基本的執行方針の決定

長期→基本方針及び計画の検討資料
→軽易な資料等

•

3年
1 年未満

ルール化のパターンは
① 文書取扱いと管理（組織共用文書）のルールを分離し、管理ルールを条例化
② 文書取扱いと管理（組織共用文書）のルールを分離して規則・規程を制定
③ 文書取扱いと管理ルールを一つの規則・規程だが、管理は組織共用文書を対
象
④ 文書取扱いと管理ルールを一つの規則・規程で「文書」を対象
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４．自治体の文書管理
（1）現状の議論
•

自治体としては条例化しなくても困らない（文書管理は内部事項という基本認識）

•

条例化を求める側の抽象的な「べきだ」論
-

わかりやすさから廃棄手続、組織論（第三者機関）偏重の議論、歴史検証議
論

•

不祥事の後始末として持ち出される条例化（東京都、愛媛県）→実態が変わったか
否かはあまり関心が払われない

（2）文書管理ルールの何が課題なのか
•

文書管理規程・規則のわかりにくさ
-

どのような文書が、どのような原則の下で、どのように管理されているの
かが一見してわからない

•

内部で適正に管理しているという説明の根拠が理解しにくい

結果的に、文書管理の実態は問題の発覚（改ざん、廃棄、短期保存など）で社会的
に認知される

•

文書管理の問題が行政組織にもたらす致命的不信感

•

不信感の直接の原因を取り除く「ためにする」形式・形骸化議論の横行

（3）公文書管理条例は必要か
•

条例化の役割は、①原則と義務の明確化、②システム・ルールの透明性の確保
-

行政組織内部に管理を委ねるものである以上、仕組みの透明性、アカウン
タビリティが最も重視されるべきこと

•

議会を経て制定・改正するものに移行

原則と義務を履行するために必要な手段・方法を実務ベースで調整するのが、制度
論の基本

•

→技術的・専門的知見の反映

条例化は必要

（4）制度化議論の留意点
•

公文書管理法の功罪
-

形式管理強化、手順偏重の傾向
✓ 公文書管理はどのような状態であれば法令を遵守していることに
なるのかが個別的
✓ 現状では、何が行政文書かが保存場所で決まる傾向を助長

•

実務レベルの動きは政治的意思の影響を受ける
-

政治レベルが記録され検証され、説明責任の徹底が問われるようにする必
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要がある→あくまで公文書管理は手段
•

手段を機能させるためには、より良い信頼される組織になるための自治体運営の見
直しが常に必要（情報公開をめぐる議論との共通点）

136

【分科会 C

子どもの命を地域で守る】

「こうのとりのゆりかご」運営 11 年を経て
医療法人聖粒会 慈恵病院理事長兼院長

蓮田 太二

平成 19 年５月より匿名で赤ちゃんを預かる「こうのとりのゆりかご」を開設し、同時に
24 時間フリーダイヤルで妊娠、育児、その他の悩み相談を受けてきた。
その間、強く感じることは、思いはあっても行動力が伴わない日本人の多さ、また、行
政に関して言えば、明治時代から続いている子どもは親の元で暮らすのが一番幸せだとい
う固定観念、そして子どもの脳の科学が発達してきており、かつ、子どもが別の家庭で育
てられる場合、生後３カ月以内に家庭に入るのがよいといわれているが、児童相談所とし
ては子どもに障害の有無を調べた上で家庭での養育を行うという固定観念があり、１年数
カ月施設で育てるということを行っている。故に子どもは家庭に入って親試し行動を行っ
たりし、親はそのために非常に苦悩することがある。
しかし、特別養子縁組の場合は、子どもに障害があっても自分で育てるという誓約がで
きる親を養親として選んでおり、過去の事例を見ても生まれてはじめて先天性奇形がわか
っても親はその子を要らない、育てないとは言わない。ゆりかごに預けられた赤ちゃんを
もっと早い段階で特別養子縁組に出すべきだと考える。
そしてゆりかごは、全国に１つしかなく、経済的に貧困で熊本までたどり着けない人は
子どもを遺棄せざるをえなくなり、実際にそのような例がある。それ故全国にもっと多く
の赤ちゃんポストが設置されるべきであると考えざるをえない。
スイスでは 30 キロ圏内に１カ所設置されており、ドイツでは一時 100 カ所以上設置さ
れた。しかも医療機関以外でも設置している。
最後に全国の児童相談所には特別養子縁組に対する理解に温度差があり、子どもを幸せ
にするにはどうあるべきか、ということを十分考えるために特別養子縁組の研修会に積極
的に参加すべきである。
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【分科会 C

子どもの命を地域で守る】

子どもの命を地域で守る
前熊本市長

幸山 政史

１．
「こうのとりのゆりかご」について
①

構想公表(2006/11)から許可決定(2007/4)まで

②

運用開始(2007/5)から現在まで ～11 年間の実績と成果～
第４期検証報告書から預け入れ時の状況や養育状況、相談対応の状況等

③

課題と展望

２．施設から家庭へ ～児童福祉法の改正と新しい社会的養育ビジョン～
３．子どもの命と健やかな成長を守るために
①

～「ゆりかご」を起点として～

行政・児童相談所の役割

愛知県における赤ちゃん縁組み
②

民間・地域の役割

里親先進都市福岡における新しい絆プロジェクト
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【分科会 C

子どもの命を地域で守る】

熊日の「こうのとりのゆりかご」報道
熊本日日新聞文化生活部次長

伴

哲司

１．熊本日日新聞について
熊本日日新聞は熊本の郷土紙として 1942（昭和 17）年に発足。県民と共に歩んできま
した。弊社および本紙の現況について簡単に報告します。

２．
「こうのとりのゆりかご」に関するこれまでの報道
慈恵病院が、親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる「こうのとりのゆりかご」
設置構想を発表したのは 2006（平成 18）年 11 月。熊日は同院の取り組みや熊本市など
行政の動き、
「ゆりかご」設置後の運用状況などについてその都度報道するとともに、取
材を通して「ゆりかご」設置の背景や母親の置かれた状況、子どもを取り巻く課題など
を検証してきました。熊日の取り組みについて概略を説明します。
３．子どもの「命」と「権利」
「こうのとりのゆりかご」が設置されてから今年で 11 年。赤ちゃんの命を救う「最後
のとりで」とみなされた一方、子どもが生きていく上での権利を守る観点からさまざま
な課題も浮かび上がってきました。2017 年 9 月に熊本市要保護児童対策地域協議会・こ
うのとりのゆりかご専門部会が発表した第４期検証報告書を軸に、今後考えるべき課題
は何か提案します。
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【分科会 C

子どもの命を地域で守る】

伴走型家族支援で生活困窮世帯の子どもを救う
～ＮＰＯ法人抱樸の取り組みから～
北九州市立大学基盤教育センター教授

稲月

正

１．問題の所在と報告の目的
本報告で扱うのは「子どもの貧困」問題である。それは「子どもの命」に関わる問題で
もある。ここでは、貧困を、経済的貧困、社会的孤立、希望の喪失といった 3 つの状態の
複合状況と考えよう。
このような貧困状況におかれた子どもたちが抱えている課題は、多くの場合、同居して
いる親などの家族を含めた世帯の問題である。また、家族・世帯の貧困が子どもに及ぼす
負の影響は、当人の生涯にわたって不利益をもたらすことが多く、その結果、当人の子ど
もにも不利益が引き継がれやすい。いわゆる貧困の世代内・世代間連鎖である。そうであ
れば、子どもの貧困や貧困の連鎖を防止するためには、子どもへの支援と同時に親（保護
者）への支援も必要となる。
そうした支援は、2 つの方向から考えられる。第 1 は、貧困な世帯に対する社会保障、
生活保障制度の拡充である。これは国レベルの課題だ。第 2 は、さまざまな制度を必要と
している家族・世帯（子ども・親）を「発見」し、制度にうまくつないでいくことである。
制度自体は「申請主義」と「縦割り」で運用されていても、包括的につなぐ仕組みがあれ
ば機能する。その仕組みづくりは地域レベルで考えるべき課題だ。
国・地域両レベルの課題は相互に関連し合うものであるが、本報告では、部会テーマに
即して、後者に焦点を当てる。そうした仕組みとして、北九州市の NPO 法人抱樸は 2015 年
度より「伴走型家族支援」を実施している（厚労省社会福祉推進事業）。本報告は、その仕
組みを紹介した上で、効果と課題について考察することを目的とする。
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２．伴走型家族支援の仕組み
伴走型支援の提唱者である奥田知志（抱樸理事長）によれば、それは、理念的には、①
生活困窮者に伴走しな
がら、それぞれが必要
としている社会的資源
に「つなぎ・もどし」を
行うコーディネート型
の世帯支援（個人への
働きかけ）と、②支援の
受け皿となる地域資源
の連携づくり（地域へ
の働きかけ）から構成
される（図１）。

出典：NPO 法人抱樸作成資料をもとに報告者作成

ただし、伴走型家族支援は、支援対象が家族・世帯のメンバー（複数）となる。そのイ
メージを示したのが図２、実際の事業の仕組み（流れ）を示したのが図３である。
図２

伴走型家族支援のイメージ

出典：NPO 法人抱樸作成資料をもとに報告者作成（一部改変）
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図３

伴走型家族支援の仕組み（流れ）

出典：NPO 法人抱樸作成資料

３．伴走型家族支援の対象者と支援の効果
（１）支援対象世帯の概要
伴走型家族支援事業（2015 年度）の対象となったのは 18 世帯であった。このうち「一
人親世帯」は 15 世帯（母子世帯が 14、父子世帯は 1）で 8 割以上を占めた。「里親世帯」
も 1 世帯あった。これらの世帯は経済的にも困窮しており、18 世帯中 15 世帯は生活保護
を受給していた。ドメスティック・バイオレンス（DV）の被害も深刻で、11 世帯で過去に
DV 被害を受けた人がいた。直接 DV を受けたことがある母子は 21 名、直接は DV を受けて
はいないが母が DV を受けていたのを見た経験を持つ子どもは 7 名で、支援対象者の約半
数は何らかの形で DV の被害を受けていた。また、支援対象となった子ども（33 名）のう
ち、引きこもりや不登校の経験のある子どもは 24 名（72.8％）であった。
（２）伴走型家族支援の効果
報告者を含む研究者グループは、2015 年度事業から現在まで本事業の効果等について、
生活状態スコアを用いた量的分析と支援記録やインタビューに基づく事例分析を行ってき
た。なお、生活状態スコアは、①経済生活（親・保護者）・学校生活（子ども）、②日常生
活、③社会生活の 3 領域の生活状態から構成されている。また、各生活状態はさらに複数
の下位項目に分けられる（たとえば、
「経済生活」は「収入源」と「家計管理」という 2 つ
の項目から構成される）。生活状態の評価は、伴走支援員が行った。評価対象としたのは、
支援をうけた 18 世帯のうち、支援の必要度が高く、したがってケース会議の対象となった
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10 世帯である。また、評価は、「支援開始時」、「第 1 回ケース会議時」、「第 2 回ケース会
議時」、
「第 3 回ケース会議事」の 4 時点で行われた。紙面の関係もあり、ここでは結果の
み簡単に紹介しておこう。
まず、生活状態スコアによる量的分析からは、以下の点が示された。
①支援が進むにつれて保護者、
子どもの各生活状態スコアの平均値は概して上昇している。
また、全般的に、子どもの方が支援による生活状態の改善の度合いは高い。
②項目別にみた場合、保護者では「日常生活（食事、掃除、清潔保持）」や「ネットワーク」
で一貫して改善傾向がみられる。「家計管理」「健康」「トラブル（DV・借金など）」は支
援開始から第 1 回ケース会議時にかけて上昇が見られるが、その後は横ばいである（た
だし、スコア自体は比較的高い。
）他方、
「収入源」
「社会参加」のスコアは低く、あまり
変化は見られない。
「ネットワーク」は広がり、心身の「健康」面での安定は見られるも
のの、社会参加や就労への移行は難しいことが示唆される。
③子どもでは、
「健康」を除く全ての項目で、支援開始時から第 1 回ケース会議時にかけて
生活状態の急速な改善が見られる。
④支援による保護者と子どもの生活状態の改善には明確な正の相関が見られる。このこと
から、保護者と子どもの生活状態は連動しながら改善の方向に向かうことが示唆される。
次に、事例分析からは、以下の事が示された。
①劣悪な生育環境や DV は極めて大きな負の影響力を及ぼす。支援によって生活状況に改
善は見られるものの、DV の影響は完全には断ち切れてはいない。負の連鎖を事後的に解
消するには多大な時間と労力が必要である。逆に言えば、子ども期での困難の発見と支
援により将来の社会的負担は大幅に削減できることが示唆される。
②母子それぞれへの支援によって子どもと母親の生活状態が連動しながら改善されていた。
たとえば、支援員が児童相談所と連携して行った不登校の子どもへの支援によって、そ
の子が別室登校できるようになり、高校に合格できた。それによって母親と支援員との
間には信頼が形成され、母は困ったことを相談し、支援員と一緒に対応できるようにな
った。そして、母が支援員に相談もできるようになったことが子どもに生じた問題の解
決にもつながっていた。家族・世帯への支援の妥当性を示すものと解釈できる。
③伴走することが継続的なアセスメントとなっていた。生活課題は、解決したように見え
ても、再び生じることも多い。たとえば、不登校の再発などである。だが、訪問による
当事者の様子の変化や本人からの相談によって、新たな危機を早めに把握でき、事態が
悪化する前に対応することが可能となっていた。
④安心できる居場所の存在が重要性である。たとえば、不登校の子どもたちにとって NPO
が準備した学習支援の場や居場所や社会関係を広げる場、相談の場、学習の場となって
いた。支援員にとっても、そこは子どもたちの困難の背景を理解する上で重要な場であ
った。これは、近年の子ども食堂等の意義にもつながるものだろう。
⑤支援には他機関との連携が不可欠である。伴走型支援は「つなぎ－もどし」の支援であ
る。支援の受け皿＝つなぎ先がなければ「つなぎ－もどし」は成立しない。実際、支援
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が奏功していた事例では、地域での支援機関との連携が行われていた（NPO、学校、保護
課ケースワーカー、教育委員会のスクールソーシャルワーカー、児童相談所、少年支援
室、教育相談センター、放課後デイサービスなど）。
４．伴走型家族支援の課題
NPO による伴走型家族支援の課題としては、以下のようなことが挙げられる。
①（上記の⑤に関連するが）支援の受け皿＝つなぎ先となる社会資源といかに連携できる
か。特に、貧困状態にある家族・世帯の第１発見機関（センサー）となる地域（民生委
員、地区社協、自治会など）や学校との連携は重要である。しかし、情報共有（個人情
報保護）などの点で課題も多い。
②支援の費用をだれがどのように負担するか。伴走型家族支援には、当然、人手と時間（費
用）がかかる。制度化する場合、こうしたケアの費用をだれがどのように負担するのか
が大きな課題となる。それは基本的には公助でなされるべきだ。近年、財政危機を背景
として、互助や共助の重要性を説く議論もある。しかし、互助や共助が機能する前提と
して、公助による安定した支援が必要だと考える。
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【オープンセッション】

国地方関係における調整システムの成長過程とインパクト
～「国と地方の協議の場」の制度研究を中心に～
熊本大学大学院社会文化科学研究科（熊本県庁） 井

隆彦

はじめに
１．序

論

（1）国地方関係1に関する従来の研究
辻等：国地方関係の静態的研究
村松、大森等：
「国から地方へ」のアプローチ（地方分権等）に関する動態的研究
（2）今回の研究
・
「地方から国へ」のアプローチに関する静態的・動態的研究
・国地方関係における調整システムに関する静態的・動態的研究 2
※ 地方分権改革前の上下・主従関係では、「地方から国へ」のアプローチ
※ 地方分権改革後の対等・協力関係では、国地方関係における調整システム
（3）研究の目的
・意見具申制度に係る地方自治法改正が一旦は頓挫したように、本来、成立するはず
のない国地方関係における調整システム3がなぜ成立したのか。その成立過程及びそ
の成長過程を明らかにする。
・
「国と地方の協議の場」が国地方関係にどのようなインパクトを与えたかを明らかに
する。
（4）研究の意図
・国の政策等に関する国と地方の調整が適正に行われること。
・国地方の協働による効率的、効果的な政策の実現

1

政府間関係、中央地方関係、国地方関係の用語の中から今回は「国と地方の協議の場」
の制度研究に合わせて「国地方関係」を選択。国地方の範囲は、「国と地方の協議の場」
に参画する国、地方六団体及びその構成団体すべてを含む。
2 地方自治（団体自治）の充実には、地方分権（国の関与の縮減、権限移譲、税源移譲）
（国から地方へのベクトル）と地方から国に対してアプローチする制度（地方から国への
ベクトル）の 2 つの要素（ベクトル）が必要である。
3 地方六団体の内閣、国会に対する意見具申制度と「国と地方の協議の場」の２つの調整
システムを取り上げる。
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・国民の福利の増大（研究の最大かつ最終の目的）
（5）経

緯

1970 年代後半

国政参加の議論（制度論4）
地制調等5（方法論6）

1979 年年以降

【調整システムの成長過程】
1970 年代後半

国政参加論、アイデアフラッシュ（第三者委員会の設置等）

1979 年

地方制度調査会

意見具申制度答申

1981 年

地方自治改正案→頓挫

〔第 1 期〕意見具申制度
行政改革・政治改革→地方分権の動き→地方分権の一環として意見具申制度

誕生

1993 年

衆参両院決議「地方分権の推進に関する決議」→意見具申制度（議員立法）

1999 年

第 1 次成長

2006 年

第 2 次成長 地方制度調査会→資料提出義務→意見具申制度の成長終了

地方分権改革→内閣の回答努力義務・回答義務

〔第 2 期〕
「国と地方の協議の場」
2002 年

三位一体改革→事実上の「国と地方の協議の場」誕生7→改革と同時に終了8

2009 年

第 1 次成長

地域主権改革

→法制化を前提とした「国と地方の協議」

4

国政参加の理念、目的、必要性等に関する議論 成田頼明、神奈川県
「等」には、地方分権推進委員会、地方分権改革会議、地方分権改革推進委員会などが
含まれる
6 理念や必要性等の議論より、いかに地方の意見を国政に反映させるかという方法論に重
きが置かれた。
7 「国と地方の協議の場」は、国の合理的選択（抵抗勢力と対峙する政府中枢の代理人）
及び地方の要望によって誕生した。
8 後継協議の場として、国・地方の定期意見交換会が開催された。
5
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調整システムと改革等の相関関係
M/標準
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※1

地方分権改革会議答申

※2

国が地方案を求め、地方が地方案提出の前提として要求したのは 2004 年

※3

地方分権改革推進委員会第 3 次勧告（2009 年）がベース

2011 年
機能度

第２次成長

「国と地方の協議の場に関する法律」成立

地域主権 3 法成立

ｙ＝ｆ（ｘ）
｛重要度、親和コミュニティ、アクター、世論、論理の正当性、熱意｝

（6）結論
・地方の意見を反映する方法、調整システムは、単独では誕生も成長もしない。
→常に拒否権プレイヤーが存在し、後押しするアクター、事象等を必要とする。
→他国制度（例えばドイツ）の導入も、「制度の理念や妥当性、制度創設要求圧力
の高まりだけでは実現しない」ということが示唆されるのではないか。
・一旦選択された制度は、経路依存により、他のアイデアを排除する。
・制度の完成には、長い年月を要する。誕生→運用→成長→運用→成長のサイクル
→「国と地方の協議の場」も、そろそろ改善の時期を迎えるのでは？
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２.「国と地方の協議の場」のインパクト
（1）事

例

（地方意見が反映された事例）
・三位一体改革における義務教育費国庫負担金の一般財源化
・三位一体改革における生活保護費負担率引き下げ阻止
・地方単独事業組み入れによる地方消費税率の引き上げ
（地方意見が反映されなかった事例）
・東日本大震災時の地方交付税減額による地方公務員給与引き下げ
給与条例主義に反する。
（最近の状況）
・協議項目がある程度固定化→目立った成果がない
・国が説明して、地方がコメント→マンネリに写る
（2）インパクト
①

事例から観察されるインパクト
・

意思反映可能性の向上9

・

他制度に対する優位性の獲得

・

政策審議の充実→政策の緻密化→国民利益の増大

・

政治リソースと行政リソースの高度化（個人、組織）

・

政策形成過程の透明化→世論の喚起（間接的に国民意思の反映）

・

政治の議論と行政の議論のかい離

・

行政の政治化、政治の行政化

・

省庁間の調整機能の場10→政策の精緻化、統合化

・

国民世論の形成機能11→世論への反応→国民意思の反映の可能性

②

9

etc.

先行研究参照によるインパクト（成田論文、神奈川県報告書）
・

民主主義の活性化

・

地方自治の活性化

・

地方自治強化の方向

・

中央統制の是正

・

媒介機能－国と地方の有機的関係

etc.

論理＋感情＋世論等の融合

10

国対地方、省庁対省庁の議論は政策の理論、具体的内容についてまで議論を深める。
協議の内容がインターネット上で公開されることにより、国民の知るところとなり、
国民世論を形成する。また、マスメディアもそれぞれの視点から課題、問題点等を指摘す
る。これにより、国民世論の後押しを得られない考え方は、それを主張する当事者に対
し、意見の修正、新たな反論等の機会を与える圧力となって作用する。
11
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３.「国と地方の協議の場」の評価
・一般的評価→セレモニー化。機能していない。
・制度研究結果における評価→地方が関係する国家的国民的アジェンダで有効に機能
・通常レベルの協議項目では目立った成果が現れない。
・定期的に開催されることにより重大案件がない場合は説明等のみ→セレモニー的評価
・募集提案制度の開始により、行政的な地方の要求はそこで解決→協議事項の減少
・国の意思と地方の意思の調整システムとして機能
・機能する要因として、協議事項の重要性、アクターの存在、政治的解決の必要性
政治性
高い
協

地方交付税総額の確保

三位一体改革

議

社会保障・税一体改革

の

東日本大震災復旧・復興

場
の

行政性

機
能
度

通常レベル

改革等レベル

低い
低い

高い
協議項目の重要度
協議項目の重要度と協議の場の機能度の相関関係

４．他国制度の検討
（1）ドイツ連邦参議院的制度導入議論の動向
（2）連邦参議院と「国と地方の協議の場」の比較
・ドイツ連邦参議院は決定の場12→デジタル（白か黒か）
・
「国と地方の協議の場」は話し合いの場→アナログ（政策の修正を可能とする）
・国の政策に同意するか否かではなく、いかに国と地方の意思を調整するかという点に
おいて、「国と地方の協議の場」は優れている。
（3）実現性

12

連邦参議院は、賛成反対票を投じるのみで、そこで議論し、あるいは、週に持ち帰っ
て議論し、法案を修正するということはない。（連邦参議院におけるヒアリング結果）
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・現在の参議院を改革することは現実的に困難を伴う。
（4）課題
・ドイツ連邦参議院的な制度ができたとき、「国と地方の協議の場」はどうするのか。
・両制度並立であれば迅速な政策決定に支障を来さないか。
・
「国と地方の協議の場」を廃止するとすれば、国地方間の調整システムはなくなる？
→意見の調整の場はなくなる？
５．調整システムの課題
・国と地方の協議の前提は地方が地方意思を把握していること→地域住民の意思の把握
・地方がまとまるときは、必ず少数意見が切り捨てられる→少数意見の取扱い
・地方意思の最大公約数のみが協議項目となる。→その他の項目をどう拾うか。
・内閣府設置法や地方自治法上に位置付けられる機関ではなく、位置づけが不安定
・全国知事会の調整機能の強化（組織、人材、自治体とのネットワーク）
・地域住民の意思の整序＝地方意思。地方意思の把握方法の検討（これが前提）
・地方側参加主体の構成

指定都市等の参加

・協議項目の選択方法（最大公約数のみでは協議項目が限定される。）

etc.

13

・国政参加の議論 と現在の調整システムの関係性と検証→理論と制度→再理論構成
６．今後の展望
・地方分権は収束の方向（既存制度：提案募集方式、新制度：「国と地方の協議の場」）
・地方分権化の鈍化（地方の枠組みが変わらない限り権限の飽和状態）
・国と地方の間にセットされるシステムは、国と地方が存在する限り必要とされる。
・時代とともに制度は生生流転。国地方間調整システムは日本の将来をかたちづくる。
⇒地方分権等の研究と併せて国地方間の調整システム研究の重要性も増してくる。
・仮に、人口減少等社会的要因により道州制が導入されても調整システムは残る 14。
・
「国と地方の協議の場」の充実強化を図りつつ新制度の検討→法案提出可能状態
→ドイツ連邦参議院型制度（1 院制 or 委員会形式）、第三者委員会の検討
→新制度と既存制度との整合性、メリット・デメリットの検討等検討事項多数

1970 年代後半の国政参加の議論は、その後の進展を見ていない。現在の調整システム
に適用・検証し、現代的意義を明らかにしつつ次なるステップへ進むことも必要である。
14 地方の出席メンバーは変わっても、制度の枠組みは維持される。
13
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【オープンセッション】

関西広域連合による地方分権体制への改革
元 関西経済連合会

栗山 和郎

報告のねらい
〇関西広域連合の活動をもっと知ってもらう
〇関西広域連合が地方分権体制への改革に地道な努力をしている事実を訴える
〇第３次地方分権改革の始動に向けて議論を喚起する
１．関西広域連合の設立に向けた取り組み
（１）関西経済連合会の 2003 年提言
○「地方の自立と自己責任に関する関西モデルの提案」
○選択肢の多いフレキシブルな地方制度への改革を国に要望
（２）関西の府県・政令市と経済界の共同の取り組み
○共同検討組織の変遷（事務レベルからトップレベルへ）
○関西広域連合に関する合意形成の進展（トップによる申し合わせ）
（３）関西広域連合設立案（2011 年 8 月決定）
○設立の趣旨（ねらいと基本方針）
○実施事務
○組織（独自の工夫）
２．設立後８年間の関西広域連合の実績評価
（１）関西広域連合の成長ぶり
○構成・連携団体、事務局組織、予算規模
○広域計画の変遷
（２）広域行政の責任主体として
○７分野の広域事務
○計画策定・企画調整事務
○情勢変化への迅速な対応
（３）地方分権改革の取り組み

151

○国出先機関の“丸ごと移管”
○道州制に関する研究
○提案募集方式への対応
○国への制度・政策提言
○広域連合制度に基づく事務移譲の要請
○政府機関等の関西移転
３．関西広域連合のさらなる展開の可能性（私見）
（１）府県広域行政体の理論モデル
○府県が主体的に進める広域行政（関西広域連合から広域連合関西州へ）
○国が主導する広域行政体（いわゆる「道州制」）
（２）関西広域連合の強化策と展開方向
○連合体としてのガバナンス・パワーの強化
（運営的側面と制度的側面で欧州連合に学ぶことが多い）
○関西の政府としての外交力を強化（国との交渉力、国内外の自治体外交）
○関西ステークホルダーを結集して関西の総合力を発揮
（３）地方分権体制への改革の「戦略」の見直し
○「国出先機関の“丸ごと移管”」方針の見直し
（国出先機関とは仲良くし、国本省庁の関与の縮小廃止で共闘する）
○「地方でできることは地方へ」スローガンの見直し
（自由度の小さい事務権限の逆移譲（返上）運動を先導(扇動)する）
○メリットを実感できる分権改革への取り組み
（国民・住民にとって身近な分野で「全国一律」を断ち切る行政の実証実験を）
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【オープンセッション】

法令の規定の沿革から見た地方議会議員の報酬に関する考察
衆議院議員政策担当秘書

佐藤 帯刀

１．報告の目的
（１）法律解釈としての「議員報酬」の分析
・2008 年（平成 20 年）の地方自治法改正から 10 年を経た現在、その改正以前からの改
正の歴史から当該改正法の意義を再説する。
・地方議員の報酬にまつわる論説については、時事的な論評や実践的な取組の紹介は多
数存在するが、本報告では、法律の解釈学に軸足を置いた議論は展開を試みたい。
（２）現代的課題への示唆
・加えて、本報告の後段では、実践的な課題について若干の議論を行う。
・町村議会議員のなり手不足という状況や、地方議員の厚生年金加入問題について、若
干の自説を提示しながら、学会会員のご意見を賜りつつ検討したい。
２．報酬に関する規定の沿革
・地方議会が法定され、その議員に対する金銭給付に関する規定が設けられたのは、1878
年の府県会規則（明治 11 年太政官布告第 18 号）からであるが、それは帝国議会の開
設より前である。
・帝国議会の設計（具体的には議院法の制定）にあたっては、議員歳費は先行して存在
していた地方議会の議員に対する金銭的給付の制度とは異なる性質のものとして、異
なった設計がされた。
・他方で、戦後における地方議会議員の報酬に関する制度は、国会議員の歳費の性質を
参照して、
「歳費的な考え方」や「歳費との権衡」を考慮した取り扱いで修正されてき
た。
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（表１）地方議会議員の報酬等に関する規定の変遷の概観

府県

市・町村

1878 年

○

府県会規則の制定

明治 11 年

「議長副議長及ヒ議員ハ俸給ナシ但会期中滞在日
当及ヒ往復旅費ヲ給ス其額ハ会議ノ議決ヲ以テ之
ヲ定ム」

1888 年

○

市制町村制の制定

明治 21 年

「議員ハ名誉職トス」
「名誉議員ハ此法律中別ニ規定アルモノ
ヲ除クノ外職務取扱ノ為メニ要スル実費
ノ弁償ヲ受クルコトヲ得」
「実費弁償額〔…〕ハ市会〔町村会〕之ヲ
議決ス」

1890 年

○

府県制の制定

明治 23 年

「府県会議員ハ名誉職トス」
「府県会議員ニハ旅費及滞在手当ニ限リ之ヲ支給
スルコトヲ得」

第
一
期

1899 年

○

府県制の全文改正

明治 32 年

「府県会議員ハ名誉職トス」
「府県会議員〔…〕ハ職務ノ為要スル費用ノ弁償ヲ
受クルコト得」
「費用弁償額及其ノ支給方法ハ府県会ノ議決ヲ経
内務大臣ノ許可ヲ得テ府県知事之ヲ定ム若之ヲ許
可スヘカラス認ムルトキハ内務大臣之ヲ定ム」

1912 年

○

勅令 49 号

大正元年

（内務大臣の許可が不要になる）

1914 年

○

大正 3 年

「費用弁償額及其ノ支給方法ハ府県会ノ議決ヲ経

府県制中一部改正

テ府県知事之ヲ定ム」
（大正元年の勅令を織り込んだ）
1929 年

○

府県制中一部改正

昭和 4 年

「費用弁償額及其ノ支給方法ハ府県条例ヲ以テ之
ヲ規定スヘシ」
（このとき同時に条例・規則制定権）
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1946 年

○

府県制の一部改正

○

市制及び町村制の一部改正

昭和 21 年

（府県会議員を名誉職とする規定を削除）

（市会議員及び町村会議員を名誉職とす

「府県会議員〔…〕ニハ報酬ヲ給スルコト得」

る規定を削除）

「前項ノ者ハ職務ノ為ニ要スル費用ノ弁償ヲ受ク

「市会議員〔町村会議員〕〔…〕ニハ報酬

ルコト得」

ヲ給スルコト得」

「報酬額及費用弁償額並ニ其ノ支給方法ハ府県条

「前項ノ者ハ職務ノ為ニ要スル費用ノ弁

例ヲ以テ之ヲ規定スヘシ」

償ヲ受クルコト得」
「報酬額及費用弁償額並ニ其ノ支給方法

第
二
期

ハ市〔町村〕条例ヲ以テ之ヲ規定スヘシ」
1947 年

○

地方自治法の施行

昭和 23 年

「普通地方公共団体は、その議会の議員〔…〕に対し、報酬を支給しなければならない。」
「前項の者は職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。」
「報酬及び費用弁償の額並びにその支給の方法は、条例でこれを定めなければならない。」

1955 年

○

地方自治法の一部改正

昭和 31 年

「前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。
但し、条例で特別の定をした場合は、この限りでない。」【新設追加】
「普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。」
【新設追加】

2008 年

○

地方自治法の一部改正

平成 20 年

「普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。」
「普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができ

第
三
期
？

る。」
「普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。」
「議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな
らない。」

３．地方議員の身分及び報酬の性質をめぐる「きわめて簡明」でない説明
（１）代表的な先行研究
・宮元義雄（1964）によれば、
「地方議会議員の制度上の沿革は、議員の身分が源泉で変
遷をしているので、きわめて簡明である」という。
→

府県制、市制、町村制の下では、地方議会議員は名誉職であることが明定されて
おり、報酬の支給はなかったが、1946 年（昭和 21 年）以後では、名誉職である旨
の規定が削除されるとともに、報酬支給の根拠が規定されることとなり、
「二つの時
期に画されている」。

・しかし、実際には、地方議会議員の身分及び報酬の性質は、宮元が言うように「きわ
めて簡明」には説明されていない。
・問題点は次の二点に要約できる：
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①

「名誉職」の意味が必ずしも一定ではない

②

「報酬」の性質を確定していない

（２）「名誉職」の意味と地方議員の身分
・第一期における「名誉職」は、「有給職」の対比概念。
・第二期においては、公務員一般につき「名誉職」は認められなくなったのみならず、
地方自治法上も地方議会議員について、
「報酬を支給しなければならない」と規定し、
無給の「名誉職」性は完全に否定されている。
・しかし、その後も地方議員が「名誉職」であるか否かの議論は存在し続けた。
→

ここにおいては、「名誉職」という語は意味を変えて、「専従職」と対比させる用
語として使用されている。

・2008 年改正前の地方自治法の 203 条及び 204 条がそれぞれ非常勤の者、常勤の者に対
する給与（金銭的給付）に関する規定であったことから、地方議員は非常勤職員に属
する（ないしは類する）ものであると読める。
（３）「報酬」の意味
・法令上「報酬」とは、一般的には「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給
付」
（一般的には生活給の含まないと解される）。
・対照的な概念は、「職務の責任に応じて与えられる給付」。
・ただ、地方自治法においては、
「報酬」と「給料」は明確に区別されている（2008 年改
正前の第 203 条・第 204 条参照）。
→

「報酬」は非常勤の者に対する給付（生活給の要素は通常含まない）、「給料」は
常勤の者に対する給付（生活給の要素を含む）。

・ところが、議員の報酬は日割原則が排除されており、期末手当の支給が可能とされて
いる。
→

明らかに生活給的傾向を強めるもの（なお、
「歳費との権衡を考慮したもの」と説
明されている）
。
⇒

地方議員の報酬は、非常勤の報酬であると同時に、生活給の要素もあるという
本来対立する二つの性質が混在していたことになる

４．2008 年改正の意義
（１）報告者の結論
・地方議会議員の報酬の性格についての混乱の淵源は、結局のところ、非常勤職員に対
する報酬であるにもかかわらず、常勤職員に対する給与と同様に生活給の性質を併せ
持っているという矛盾。
・それゆえ、地方議会議員の報酬の性格を明確にするために、法律上の規定の仕方を変
えるという方法に向かうのは当然の流れに見える。
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・報告者は、法律の解釈としては、次のような見解を有している：
⇒

2008 年の地方自治法改正による議員報酬に関する規定の整備は、議員の「報
酬」を一般的意味の「報酬」から、生活給を含む独自の意味を持った「議員報酬」
へと転換するものであった。

（２）有力な反対論
・佐々木信夫（2012）は、2008 年改正後も「非常勤の特別職に当たる」と断じ、議員報
酬は労働の対価であり、生活給ではないとする見解を維持している。
・
『逐条地方自治法』に依っても、
「議員報酬」という名称とされても、
「報酬」という「一
定の役務の対価として与えられる反対給付」であることには変わりがないとされてい
る（総務省もこの見解を採っているように思われる）。
・なお、江藤俊昭（2016）は、2008 年改正前であっても、そもそも非常勤と規定されて
いるわけではないとする。
５．現代の課題を考える手がかり
（１）町村議会の「なり手不足」問題
・2015 年（平成 27 年）の統一地方選で議会議員選挙が執行された町村（373 団体）中、
無投票当選は 89 団体で発生し、23.9％を占めている。議員報酬月額が 15 万円未満の
団体では 20 団体中 11 団体（55.0％）で、議員報酬月額が 15 万円以上 20 万円未満の
団体では 156 団体中 52 団体（33.3％）で無投票当選となっており、全体の比率を大き
く上回っていることがわかる。
・なお、全国町村議会議長会に置かれた町村議会議員の議員報酬等のあり方検討委員会
の「中間報告」
（平成 30 年 3 月）における長野基による直近の一般選挙を対象にした
分析でも、議員報酬額が低いほど無投票当選につながることが示されている。
・ちなみに、地域おこし協力隊員の報償費等の上限は 200 万円（条件により 250 万円）
だが、これは（下限の）目安にならないか？
（２）「地方議員の厚生年金への加入」問題
・なり手不足対策を理由とするのであれば、むしろ直截に報酬月額の改善を主張（むし
ろ、自ら実行）すべきだったのではないか？
・短時間労働者等への厚生年金適用の拡大という文脈で議論、運動を展開すべきだった
のではないか？
←

「国民年金被保険者の中に被用者性を有する被保険者が増加していることが、本
来被用者として必要な給付が保障されない、保険料が納められないというゆがみを
生じさせている。このような認識に立って、被用者保険の適用拡大を進めていくこ
とは、制度体系の選択の如何にかかわらず必要なことである。」（社会保障制度改革
国民会議

平成 25 年 8 月 6 日）
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