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2000年改革の意味

2000年４月、地方分権一括法が施行されてす

でに５年たちました。この地方分権一括法は、

第一次分権改革であると言ってきたわけです。

しかし、なにぶんにも50年余にわたる体制を、

そう簡単に崩せるものではない。中心になった

地方分権推進委員会でもさまざまな議論があっ

たと聞いていますが、分権改革の切り口を、権

限や税財源の移管ではなく、中央行政の自治体

行政に対する規制、関与の緩和を求めるという

形で始まったわけです。そのことによって機関

委任事務制度が全廃された。

1947年５月３日、日本国憲法と地方自治法は

同日に施行されました。戦後の改革によって日

本の地方制度は極めて大きく民主化された。確

かに知事、市町村長の直接公選が実現したこと

は大きな改革でしたが、他方において機関委任

事務が併存し、それどころか47年の段階では約

150件だった機関委任事務が増え続けて、1995

年には560件余になったわけですから、これが

民主化と言えるのかということはずっと言われ

てきたわけです。そういう意味では、2000年改

革は極めて大きな意義を持っています。では一

体、意義とは何か。

機関委任事務制度や必置規制が大幅になくな

ったこと、さらに国と地方間の係争処理委員会

が設置されたことなどは、一応、知っているけ

れども、それ以上の深まりを首長や議員も含め

て自覚しているかという話になると、私は、は

なはだ疑問だと率直に思っています。というの

も、最近の地方６団体は大いに変わってきまし

たが、これまでも長年にわたって機関委任事務

制度の緩和とか廃止の決議をしたわけです。反

面、自治体行政の現場では、機関委任事務制度

によって、実は多いに恩恵に預かってきたので

はないか。このことがどれほど自覚されている

かということを問いかけたいと思うんです。集

権的な制度であるとか、国の統制だというのは

簡単であり、その通りなんですが、実はそれを

使ってきたという事実もある。

たとえば、保育所が機関委任事務であった時

代の話ですが 「市長、この保育料はなんだ。、

こんなものが福祉か」と抗議を受けても「おっ

しゃることはよくわかる。その通りだ。だけど

私には権限がない。保育料を議会で審議してい

ただくわけにいかない」と、縷々制度を説明し

てお引き取り願えた。これは、市長ではなくて

も現場におられる方はそれなりの恩恵に預かっ

てきたということは事実ではないでしょうか。

2000年の改革が、たんに機関委任事務制度が
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なくなった、関与が緩和されたということでは

なく、公務労働をどうとらえるかはともかく、

少なくとも自治体行政では、自分の頭で法律、

政令、省令の解釈を考えていくことが、何より

も問われていることだと思うんです。私の先生

であった辻清明先生。もうお亡くなりになって

10年余過ぎますが、20年ほど前に『日本の地方

自治 （岩波書店）をお書きになった。その中』

で、日本の中央、地方の関係を「知識の集権、

実施の分権」という短いコピーでお示しになっ

た。頭は霞が関、手足を3300余の自治体が担っ

ているという実態を、的確に表現されています。

しかし、今日では 「知識の集権、実施の集、

権」が実質上、続いていては困るのです。知識

も分権だし、実施も分権でなければならない。

しかしながら、府庁や市役所、役場では、相

変わらず、通達・通知集、道路六法、教育六法、

福祉六法が机の上に置かれている。通達・通知

は、同一行政庁の上級機関が下級機関に示した

行為準則であって、この限りにおいて法的効力

をもつものです。１級河川の河川管理者である

京都府知事が、機関委任事務制度として指定区

間を管理していた段階では、建設大臣の下級機

関だったわけで、建設大臣は通達・通知などで

示せる法的権限があった。

ところが機関委任事務制度がなくなったとい

うことは、あくまで霞が関各省と都道府県知事、

市町村長は、法的に対等になったということで

す。ですから、今の国土交通省が近畿地方整備

局長に対して通知や通達を出すことは、当然、

法的効力をもちます。しかし府知事や市町村長

に対して出せるものではない。にもかかわらず、

ああいうものが相変わらず庁舎の中にあるのは

何なのかと、私は言いたいわけです。通達、通

知、○○六法は、庁舎の中庭に持っていって燃

やしちゃえと言いたいわけです。

あれがなぜ残っているのか。一種のマニュア

ル的に使われてきたという実態があるというふ

うに言わざるをえない。確かに自治体は厳しい

状況に置かれつつあるけれども、他方において、

法令等の解釈を他者に委ねているという状況で

は 「霞が関はけしからん」と言っても迫力の、

ある話ではないのではないかと思います。

そもそも、法律、政令、条例も含めて法規範

は、社会的拘束力を持たせるためにこそ適度の

抽象性を備えているわけです。高度な規範をつ

くったら何の意味もない。さりとて細かな規範

をつくったら、新しいことに対して何の役にも

立たない。だから適度の抽象性を保つことによ

って社会的規範能力を持っている。逆に言うと、

だから解釈の余地があるわけです。

解釈は、皆さん方が町をどうつくるかという

情熱があれば、他者に任せられないはずなんで

す。行政実例集は典型です。府庁の総務部を通

じて総務省の自治行政局に、解釈の仕方を問い

合せる。そこにいる課長補佐から、大学の期末

試験を解くかの如く「これは斯く斯く解釈すべ

し」というものが返ってくる。そういう解答は

記録として残っていて、某出版社が本にするた

め夏と冬に集めに来て、いくらかのお金をおい

ていく。そのお金は夏と冬の飲み代にあてる。

某出版社は、全国の自治体にセールスに歩く。

しかし、彼は現場を全然、知らないわけです。

たんに今までの解釈の積み重ねの中で 「斯く、

斯く解釈すべし」となるだけ。解釈能力なんて

そんなに変わるわけではない。基本は、地域に

対して、その町をどうつくるのかという情熱の

問題。何よりもそれぞれ現場でお考えにならな

くてはならないと申し上げておきたいんです。

第２ 次分権改革と 三位一体改革

第２次分権改革として残されたものは、言う

までもなく、税財源と権限の自治体への移管で
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す。これに向けてどちらからアプローチするの

か。権限そのものの移管を正面からアプローチ

するのか。税財源関係からか。これは考え方の

問題で、地方分権推進委員会の最後の報告書

（2001年）では、後者の税財源面からアプロー

チをしていくべきだと書いています。

権限の移管は、自治体に極めて大きな裁量が

与えられるということです。都市計画では、市

街化区域と市街化調整区域に分け、市街化調整

区域の中を建築基準法に則って用途地域に分類

していくことが、機関委任事務制度から自治事

務に変わった。しかし都市部、山村部に関係な

く都市計画区域を設計したら、その中は市街化

区域と市街化調整区域の２つにしか分けられな

い。場合によっては３つに分けても、４つ分け

てもいいじゃないかと私は思いますが、今の段

階では分けられない。権限の移譲は、都市計画

法を基準法に順化して、京都府の都市計画法に

ついては京都府議会等や府内市町村との協議の

中で、自由に設定できる状況をつくりだすこと

を提起しているのが、三位一体改革のもともと

の考え方です。

避けら れない自治体行財政改革

年末の全国知事会等６団体の要求など、三位

一体改革をめぐる最大の論点は、義務教育費国

庫負担金の中学校教職員分8500億円の問題でし

た。義務教育費国庫負担金制度が全部一般財源

に置き替わる。やがていろんなことが出てきま

す。教育委員会の必置規制はどうするのか。学

級編成基準、授業内容等々、教育課程の権限は、

国のゆるやかな基準は残るでしょうが、府、市

町村で決められるように変わってくるはずです。

ただ、こういうことは、皆さん方にそれなりの

覚悟が問われることにもなります。

三位一体改革、補助負担金の廃止、一般財源

化は、総論としてはどこも足並みを揃えて賛成

です。しかし、補助金があることによって存在

する組織があるんです。それが不効率であるこ

とは全体的に見ればその通りです。現在、18兆

円を２万件以上に細分化している補助金が、極

端な話、全部なくなったとします。すべて一般

財源、固有の財源でやるとなったら、大幅に組

織の編成は変わるし、事業も変わります。

中には「義務教育国庫負担金がなくなったら

日本の教育は崩壊する」と言う人も現れるかも

しれません。しかし、小中学校義務教育の経常

経費８兆7000億円のうち国庫補助金は２兆5000

億円です。あと６兆円以上はすべて自治体で負

担しているんです。

そういう意味から 「三位一体改革を推進し、

ろ」と言うならば、今の事業体系でいいのかど

うかを同時に考えなければならないと思います。

否応なく子どもは減って、年寄りは増える。我

われ戦後のベビーブーム世代があっちの世に行

けば日本はずいぶん楽になりますが、あと20年

くらいだめです。税収は減って金がかかる、単

純な話です。行財政改革は、国と地方の関係を

問うのは当然としても、個々の自治体レベルに

おいても求められているということです。

拡張主義的行財政運営と 思考の転換

私がよく申し上げるのは、霞が関のみならず、

府県、市町村まで含めて、日本は依然として拡

張主義的な行財政運営から脱却できていないと

いうことです。ここからの脱却を徹底しなけれ

ばならない。拡張主義的行財政運営では、子ど

もや年寄りを対象にした行政なんてない 「あ。

るぞ」とおっしゃるかもしれませんが、子ども

という包括的な集団を対象にした行政はない。
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住民をライフスタイルなどで細分化し、小さい

目をつくって、そこにお金を次から次に投下す

る。それを以て以て行政の発展であり、社会の

発展であるかのようにすべての人が考えている。

１人暮らしのお年寄りが、人と顔を合わせる

時間は１日平均３分30秒（全国平均）です。福

岡市の隣に春日市があります。１人暮らしのお

年寄りのランチサービス事業を始めたのは春日

市が日本で初めてだそうです。本当にそうかは

わかりませんが。そこに、ＮＨＫの福祉関係の

番組でクルーと取材に行きました。ランチサー

ビスを受けているお年寄り100人に、いくつか

の項目を統一してインタビューしました。５分

程度の番組ですが、３分30秒の世界に暮らして

いるお年寄りは、私がマイクを向けるとなかな

か解放してくれない。

そこで分かったことは、85％近くが、１回配

られる食事を３、４回に分けて１日の食事にし

ていたことです。１人暮らしのお年寄りにラン

チサービスすることは善政であると皆、信じて

いる。よいことだからと、ボランティアも参加

している。しかし、１人で１日中家にいて、３

分30秒しかしゃべらないで、配られた食事を３、

４回に分けて１日の食事にしているという実態

は、見えていない。それが見えているなら、な

んでそんな事業が善政なんですか。

「１人暮らしの年寄り」というカテゴリーを

設定して、１人暮らしの年寄りにはランチサー

ビスをボランティアや市民の手を借りてする。

まさに１人暮らし年寄りの中にまた小さく設定

したカテゴリーに一つの事業をつくっている。

だけどそれは、その限りにおいて一見、合理的

であり、発展であるかのように思っているかも

しれないけれど、相手を人格のある人間として

とらえてないんです。たとえば、もう学校給食

などというつまらんものをやめて、年寄りと別

々にしないで、ちゃんとコミュニティランチと

して統合する。空き教室をランチ教室にするの

ではなく、カフェテリアとし、弁当を持ってく

る子どもは持ってくればいいし、１人暮らし年

寄りと一緒にご飯を食べればいいじゃないです

か。皆さん方の運動との関係で言えば、その方

が栄養士さんたちは助かる。カロリーとか計算

しなければいけないはずで、民間委託反対とい

う暇があるならば、そういう話を提起した方が

いいと、私は言っています。

私は東京都練馬区に住んでいますが、ＰＴＡ

会長をやった近くの小学校では、正規の職員が

夜間、寝泊まりします。その分会の人が家に来

て「区側がアラームシステムに変えると言って

いるが、反合闘争するのに支援せよ」と言うか

ら申し上げたんです 「あなた方、反合闘争や。

ってみたって勝ち目なんてないよ。夜間、学校

を開放しろ。図書室も地域に開放しろ」と。そ

の学校には、照明設備のある立派なプールがあ

ります。夜、学校を開放したら、アラームシス

テムを入れては困るわけでしょう。地域の住民

が学校の会議室で集会しようと入っていったら

鳴っちゃって、警備保障会社の人が飛び込んで

きたら話にならないじゃないですか。だからね、

「そういう運動をするなら私は支持します。た

んなる俺たちの職場を奪うから反対という話だ

ったら、私は納税者として、使いもしないのだ

から支持しない」と言いました。

問題は拡張主義的な行財政運営からいかに脱

却するのか、です。既存の現行制度は細かくで

きているからできないではなく、統合したらど

うなのかという話です。２つほど例を出しまし

たが、細分化したカテゴリーで考えていても、

それは地方自治の発展にならない。

私の住んでいるところに児童センターが60カ

所あります。人口は64万人。朝８時半から職員

が３人いる。多分、社会保障関係の費用を含め

れば１館あたりの人件費は最低でも2500万円。
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私が11時頃、近くの児童センターにブラッと行

くと、ほとんど毎日のように碁か将棋をやって

いる。子どもが来たら将棋を教えてやるため勉

強しているそうです。しかし、100メートルほ

どいった老人福祉会館の碁会所では、元気なお

じいちゃんが碁を打っているわけですよ。勉強

しないと碁を教えられないなら、そういうおじ

いちゃんに教えてもらえばいいじゃないですか。

現実には、編み目の話でもってできないとなっ

ているんだけれども、それをやっている限り、

世代間の関係は分断されるし、財政的にもロス

です。

考えてもらいたいのは、８時半に子どもが小

学校に行かないで児童センターに集まってきた

ら大問題です。そういうことは想定しないで、

職員は８時半からいるものだという話になるか

ら、午前中、碁や将棋の勉強をすることになる。

普通の市民から見れば「何やっているのよ。あ

の人たち、必要なの？」というなるのは当然で

す。

かつて減税しても次の年の税収が減税を上回

るという、いい時代があった。就職も引く手あ

またで、10社も15社も決まって「どれを選ぶか

な」という時代があったのは事実です。もうそ

んな時代は来ないですね。来ないからこそ、今、

申し上げたような「思考の転換」が、市民の側

にも行政の側にも問われている。

行政 市民｢協働｣論の意味と 現実・

最近、行政の市長さん、市民もそうですが、

行政と市民の協働、コラボレーションだとよく

言われます。これは大いに結構ですが、ＮＰＯ

支援事業、ＮＰＯサポートセンターを次々とつ

くるのは問題です。ＮＰＯサポートセンターを

つくって、そこに職員を３、４人おいて、組織

を維持していく。反面、市民は安い下請けをし

ているという事実がある。両方がへんな協働論

から脱却しない限り、行政は財政改革に手がつ

かないし、市民は能力の向上に結びつかないと

いうことになりかねない。

政策情報と ルールの設定

そうではなく、何が阻害しているかと言えば、

どのレベルにおいても政策情報が不徹底だとい

うことです。ハコモノの経費は公開されます。

しかし問題は、耐久年数期間でランニングコス

トがいくらかかるのか。それが問題なんです。

建設費はそれほど大きい問題ではない。ランニ

ングコストをどうするかが、ハコモノ行政にお

いて問われているはずです。ソフト事業にして

も、これを始めたらランニングコストはどれだ

けかかるか。そういうことを明確にするべきで

す。

もう一つは、そのことを通じて徹底した事業

のあり方の議論をするべきなんですね。自治労

本部の方と意見を違えたのは介護保険の問題で

す。私は、はじめから間違いだと言ってきまし

た。250人の村から350万人の市まで一律にした

保険会社が成り立ちますか。92年、厚生省と自

治省が合同で国民健康保険の将来構想の委員会

をつくりました。私も委員でした。あの時、厚

生省の国民健康保険課長、後に厚生労働事務次

官になった大塚氏は 「国民健康保険はスクラ、

ッフ同然だ」と言っていました 「国保の保険。

者を、都道府県と政令市に変えるべきだ」と言

ったのは、私と西尾勝先生の２人だけだった。

他の人は、そういう説明を受けながら、相変わ

らず市町村単位の保険だと。そして今度は公的

介護保険です。国保と同じです。こんな保険が

続くはずがない。

「税から保険に変えたら権利性が保障され

る」という意見がありますが、税から保険に変
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えたからといって、権利性なんか保障されない。

ケアプログラムに対して不満をアピールする第

三者機関を整備して、そこが権限を持つような

システムをつくらないとだめです。それだけで

はなく、身体障害者や知的障害者、精神障害者

は 「権利性を主張する権利は、あなた方には、

ない」と言わんばかりに、相変わらず措置のま

まにおいた。

何か状況に流されすぎている。なぜ状況に流

されるかというと、政策についての情報が不備

だからです。皆さん方は、自分が仕事をしてい

る自治体の国保の状況はそれなりにおわかりだ

と思います。90年代後半、スクラップ同然で、

一般会計から繰り入れて、それでもどうしよう

もなかった。保険でやるというのは簡単な話で

す。都道府県に国保の負担金を押しつけたのと

同じで、いかに安くあげていくかというだけの

話です。だからまさに、政策情報をいかに明ら

かにしていくかということが問題なんです。

自治体公務員制度のあり 方

政府の職員と自治体の職員では、パブリック

な領域が相対的に違います。多分、政府の職員

がやる領域の方が狭いはずです。公的な共通の

利益、１万人の人間が住んでいたら、１万人の

人間が共通の利益を実現するために解決せねば

ならない部分のうちの一部を、政府の職員がや

るべきだと思います。ただし、単純に線引きす

ることは不可能です。大都市部なのか、中山間

部なのか。中山間部と言っても集落の形態はさ

まざま。逆に言うと、今の自治体の公務員制度

改革をとおして、その線引きが相対的に可能に

なるように変えていくべきだと思います。

皆さん方の給与や勤務状況等々も含めた運営

面についてもそうですが、基本的に地方公務員

制度は国家公務員制度の相似形になっています。

いろいろな基準が一つの大きな参考資料、ベー

スになっている。それだけが問題なのではなく、

自治体は大統領制をとるにもかかわらず、実は

その大統領として当選してきた知事、市町村長

が、政治的に任命しうる範囲は、ご存じの通り

ほとんどない。副知事は外から任命できても、

総務部長をはじめ部長職すべては職業公務員で

す。高次の政策判断をしうるような部門をつく

るとなると、すったもんだになる。しかし、市

であれ、府であれ、政治的任命職の拡大を図り、

政権チームを明確にする仕組みが必要です。だ

めだと判断すれば、次の選挙で落とせばいい。

簡単でしょう。

もう一つは、新しい時代に合った専門職を皆

さんが工夫していくことです。私は必置規制の

大幅な緩和論者、ある意味で廃止論者です。し

かしそのことと、専門職がいらないということ

は別です。専門職がいろんな意味で必要になる。

地域ごとに必要になる。財源不足をまかなうた

め、地方債の市場発行をやれという話になると、

大変ですよ。皆さんの自治体の財政課、出納室

の人の顔を浮かべてみて、本当にやれる人がい

ると思いますか。それなりの専門家を雇わない

といけない。専門職を皆さんたちが自ら提起し

ていくことが必要です。そういう政治的任命職、

専門職で、明確な政策の方向が出しうる。そう

いうベースであって初めて、実は市場化テスト

が本当に妥当なものなのかどうか、市場に委ね

ることが妥当なのかどうか、委ねるにしてもど

ういう委ね方をするのかが見えてくる。

イギリスのサッチャーは、強制競争入札とい

う方法をとりました。私は小泉政権誕生の時、

日経の経済教室と毎日新聞に「２、３周遅れの

サッチャー主義だ」と書きましたが、未だにそ

うです。

公務員には「思考の転換」と、皆さん側から

の制度改革が問われていると思います。
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