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自治体行政の見なおしと

新しい公共の創造
指定管理者制度を 通じ て

大 谷 強

地方分権と は反対の

中央集権的実態

現在、憲法改正が、政治日程に上がっていま

す。今の憲法と明治憲法を比較すると、今の憲

法には第 章第 条の戦争放棄と、第 章地方2 9 8

自治という章があります。これが、今回の憲法

改正でどうなるかまだわかりませんが、地方自

治という章があるにもかかわらず、事実上、指

定管理者制度ではむしろ新しい中央集権をつく

りだしているのではないかという感じを持って

います。

年、地方自治法の一部を改正する法律2003

が施行され、公の施設を地方公共団体の出資法

人に管理委託する制度から、出資法人以外の民

間事業者を含む団体を管理者とする指定管理者

制度が導入されました。その時、なぜ指定管理

者制度を導入しなければならないのか、新しい

指定管理者制度はどういうものかという議論を

十分してこなかったのではないか。自戒を込め

て、きちんと批判してこなかったことを残念に

思っています。私は率直に言って、指定管理者

制度そのものを廃棄すべきだと思っています。

地方自治体としては、財政面で追いつめられ

ている実情があって、生き残るために指定管理

者制度を導入せざるをえなかった。法的には必

ずしも導入しなければならいなわけではないの

ですが、事実上、多くの自治体が導入しました。

京都の調査でも、回答があった 自治体のう27

ち ％が導入しています。各自治体がほぼ一63

斉に「隣の自治体もやるから、うちもやりまし

ょう」ということで導入した。地方分権一括法

、が 年に施行されましたが、分権とは逆に2000

中央が直接指示しなくても、自治体の方が中央

の指示に従うということになってしまった。地

方分権の流れとは違う実態が、事実上、進んで

いるということが、この指定管理者制度の調査

で改めて明確にわかったことです。

「 改革」 は不公平感が募る市民の声

年は小泉さんの頂点です。 年 月2003 2005 9

の衆議院選挙では、圧倒的に小泉政権が勝ちま

した。その時、市民は「改革」という言葉に非

常に過剰な期待をした 「改革はいいことなん。

だ。改革せんといかんのだ」という気持ちがあ

った。労働組合や郵政は抵抗勢力とされ 「改、

革を阻む、けしからんやつだ」となった。なぜ

そうなったのか。それは、中央政府だけではな

く、地方自治体に対しても、市民が常々不満を

感じていて、捌け口を探していたからではない

かと思います。

これはある意味で、 年代につくられた1950
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「福祉」の成果です。当時は、母子家庭や父子

家庭を、標準世帯に対して欠けている「欠損家

庭」として、福祉で補ってきた。働けない障害

者や失業者に、特別な援助をする。最低生活を

維持できない人たちにも生活保護を。生活の多

様なスタイルを認めない、ある意味で一定の価

値観を行政が押しつけてきた。

しか 年代からは、人々は生き方の多様性80

を求めるようになりました。シングルマザーや

シングルファザーをあえて選ぶ。離婚や共働き

を自分たちの生き方として考える。障害者は、

ヘルパーを利用しながらも自立した生活をする。

つまり「自己決定」が重要になりました。行政

はお節介をしすぎで、生き方に介入しすぎてい

る。行政が生活の仕方を決めるような福祉では

いけない、という考え方が生まれました。

年になると、人々の行政に対する不信2000

感が強くなってきた。日本は、公務員の数にし

ても政府支出にしても、先進国の中では低い方

です。国民負担率も低い。問題は、行政の決定

に不公平があるのではないか。大きな声、強い

要求を出せる障害者は、サービスが利用しやす

い。大きな声で主張できない障害者には、サー

ビスを提供しない。生活保護で言えば、大きな

団体を背景にしたら 「はいはい。生活保護を、

出しましょう 。個人で申請しに行ってもなか」

なか対応してくれない。弁護士と一緒に行った

ら、行政職員はペコペコするというようなこと

を経験しているわけです。

さらに、建設業者が首長と友だちだと、何ら

かの圧力によって便宜が図られる。最近、兵庫

県の姫路市で、老人保健施設が介護報酬の不正

請求をしていた。本来なら指定の取消があって

いいはずです。ところが、理事長が地元医師会

の会長ということで 「県は指定取消はせず改、

善勧告で止めた」と、マスコミが報道していま

した。

市民が不正受給をした場合は厳しく取り締ま

るのに、関係事業者に対しては甘い。だから行

政改革が必要なんだと、とりあえず行政をバッ

シングする。小泉元首相の改革路線への支持は、

そういう市民の不信があったと思います。

求めら れる 個別の説明責任

自治体行政を見なおすためには、職員が市民

の立場で自主的に考え、提案していく必要があ

ります。

かつては、機関委任事務や補助金によって、

自治体に政府の縛りがかかっていました。しか

し 年の地方分権一括法によって、機関委2000

任事務制度の廃止や、国の関与の縮減がはから

れました。指定管理者制度は、地方自治法を改

正する形で導入されたましたが、政府は「なん

でこんなに全国で実施されるのか」と、ある意

味で予想外だったという話もあるくらいです。

指定管理制度の導入にあたっては、本来は、

市民とともに、この施設は直営でいく。この施

設はこれまで通り外郭団体に委託を続ける。こ

の施設は民間事業者も含めた指定管理者制度を

導入する。この施設は住民団体に運営を委ねる

というふうに、それぞれ個別に判断してしかる

べきだと思うんですね。ところがマスコミの

「特定の団体と随意契約で委託している」とい

う報道もあって、住民としては自治体に不信を

もっている。指定管理者制度を入れない施設が

あると、何か裏があるんじゃないか疑われる。

それを避ける意味もあって、一律に指定管理者

制度を導入したのではないか。これは私の推測

ですけども。

本当に求められるのは、説明責任だろうと思

います。一つひとつきちんと説明責任を果たす

必要があったと思います。それは大変、厄介な

ことですが、議会でも、一つひとつきちんと議

論していく必要があったと思うんです。
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維持管理に力を注いでこ なかっ た行政

京都指定管理者制度研究会で、聞き取り調査

を行いました。この聞き取り調査で思ったのは、

施設をオープンする時は、テープカットを首長

や議員がしますが、１年たって、首長や議員団

が見に行っているか。行政は、新しいものをつ

くるのは手柄になり評価されますが、 年た10

って、バリアフリーや耐震構造への改修工事を

しても、下がった利用率を盛り返しても、あま

り評価されない。マスコミも報道しません。し

たがって行政も、維持管理のための改革にはど

うも力を注いでいなかったのではないか。

私も講演会で公の施設を使いますが、築 年5

、～ 年たつと使い勝手が悪い。トイレも古い10

後からつけたようなエレベータがある。会議中

でも、夕方 時半には「 時で閉めますのでお4 5

帰りください。片付けをお願いします」とスピ

ーカーが流れる 「役所やな」という感じがし。

ます。古い施設では、トイレや会議室の壁に、

紙に「出口」と書いて張ってあります。

住民にとって、自分たちの税金を使っている

にもかかわらず、民間の新しい会場の方が使い

勝手がいい。民間が運営したら旧来の公共施設

がもっと活性化するのではないか。維持管理を

含めて改善するのではないか、という期待があ

ったのではないかと思うんですね。

いくつかの聞き取り調査では、実際に利用率

は改善してきています。行政は利用率が低いか

ら廃止したいと思っているような施設でも、民

間事業者や 団体、市民団体が指定管理者NPO

として運営すると、いろんな工夫をして住民の

利用率を高めています。

自治体も陥っ ている消費主義

指定管理者制度が導入された公の施設は、従

来から、社会福祉協議会や財団法人、社団法人

など、行政が出資した外郭団体で運営していま

した。そこで働く職員は外郭団体のプロパーや

パート、派遣の人です。

今年 月の『月刊自治研』は、指定管理者制3

度の特集をしています。そこに、ある民間事業

者の人が書いていて 「指定管理者制度の導入、

によって、民間事業者は安い労働条件の人を採

用してコストを下げていると言われている。確

かにそういう面もあるが、自治体直営の施設で

も外郭団体、パート、派遣など、安い労働力を

使っていたじゃないか。住民からは自治体職員

に見えるが、実は、安い労働力を使っていたの

ではないか」と指摘していました。

外郭団体には、自治体職員のＯＢもいます。

年金があるので、能力のある人に安い給料で働

いてもらえる。さらに、派遣、下請け、孫請け、

パートがいる。そういう人々に、自治労はどう

いう支援をしたのか。外郭団体へ派遣されてい

る自治体職員が、その短期雇用者を指導する。

そういうところに楔が入ってのではないかと思

います。

指定管理者制度によって「行政の管理から民

間の管理へ」と言うけれども、実は、これまで

でも公の施設の運営を外郭団体に任せてきたツ

ケが、今回、全国的に指定管理者制度を導入し

た理由ではないかというふうにも思います。

調査では、指定管理者となった事業者は、公

募・非公募に関わらず、京都府内では 割以上9

がこれまでの委託を受けていた団体と同じです。

指定管理者制度の指定期間は ～ 年後。次の3 5

契約では、同じようにこれまで委託を受けてい

たところが受託できるかどうか。多分、次の時

はかなり厳しいと思います。この指定管理者制

度というのは、法律そのものを廃止することは

難しくても、少なくとも、次の見直し時期には

もう一度、議論する必要があるのではないかと

思います。
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江戸時代の浮世絵の 割が、世界各地に流出7

しています。ある美術館の学芸員が、 年前か3

らボストン、ニューヨーク、ドイツと世界各地

を回って調べ、それを貸りて展覧会の企画をし

ました。それには ～ 年くらいの仕込み期間3 5

がいるわけです。そういう文化施設も、貸し会

館と同じように一律に ～ 年という指定管理3 5

者制度を導入すれば、次の契約では、ひょっと

3したら別の団体が受けるかもしれないため、

～ 年の仕込み期間が必要な企画は立てられま5

せん。

現在、市民は消費主義になっています。今、

安ければいい。今、税金の負担が少なければい

い。今すぐに行って見られればいい。本当は、

行政が ～ 年の仕込みが必要だということを3 5

説明しなければいけないはずなんですが、行政

も、今、安ければいい。次の更新時にまたコス

トを下げてくれた方が助かる、という刹那主義

的な消費主義になっている。

本来、文化、教育、医療、福祉という分野は、

かなり長期的な見通しをもつことが、公共とし

ての意味合いだろうと思います。そういう「新

しい公共の価値観」をつくりださず、今、安け

ればいい、今、便利であればいいというところ

に、結局、行政も自治体労働組合も流されてし

まっているのではないか 「おかしいことはお。

かしい」ということを、現場の労働者がきちん

と言う必要があると思います。

公の施設の管理運営は住民と と も に

行政が硬直化しているという批判があります。

それで市民はイライラしているところがありま

す。議会で決めた条例に、土日は休み、夕方は

時までと規定してある。民間のように、事業5

主や現場の判断で柔軟に運営できるようにはな

っていない。その代わり料金は低く抑える。あ

まねく公平に、すべての人が利用できるように

と、申し込みを抽選にしたり、長期にわたる特

定団体の利用を制限することも含めて、条例で

制定されています。これは、行政の直営でも外

郭団体の運営でも同じです。

しかし、利用者に不便を強いているなら、条

例そのものを改正するために、議会で議論して

ほしいと思うんです。その前提として、労使交

渉や市民の意見に耳を傾ける。

指定管理者制度になって民間企業が運営する

ようになったら利用率が上がる、住民が利用し

やすくなると言われますが、果たしてどうなの

か。運営方法のほとんどが条例で規定されてい

るわけで、民間企業が運営したとしても、利用

料金、開設時間、利用手続きの問題などでは、

非効率で硬直的なものが残ります。

民間企業だから効率的だ。行政の直営や外郭

団体ではだめだというのは、形式論です。実は

民間がやっても非効率な場合がある。硬直的な

対応をしている場合もある。民間企業に全面的

に任せて、利用料金を高く設定する。高い利用

料金を払えない市民は利用はしなくていいとい

うことにはならないはずです。

公の施設をどう維持管理していくのか、どの

ような運営をしていくのかということを、利用

する市民、まだ利用していない市民も含めて議

論する場が必要なのではないか。指定管理者制

度を導入すれば変わるということではなく、あ

る施設は直営のままでいい。別の施設は旧来か

らの外郭団体で運営する。また別の施設は、民

間企業や住民団体に運営を委ねる。それは、そ

れぞれの地域によって違いがあってもいいので

はないかと思うんです。ただそうなると、地方

自治法上の問題が出てきますが。

公の施設は、指定管理者を導入する施設を、

団体や住民が運営するということがありNPO

ます。その場合、注意を払わなければならない

、点も出てきます。ボランティアや 団体はNPO

従来の行政の隙間を埋めるような分野を担って
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いますので、自分たちの得意なところに特化す

ることがあるかもしれません。たとえば、指定

管理者となった美術館で、自分たちの気に入っ

た展覧会ばかり催すということもあるかもしれ

ない。あまねく公平に、住民のすべてのニーズ

に応えているかどうか。マイノリティ、違う意

見を持っている人、違う嗜好を持っている人た

ちのために運営できるのか、その人たちの意見

を取り入れることができるのかどうかについて

は、難しいところがあります。

団体が平和会館を運営したとして、市NPO

民が「憲法改正に賛成」という集会をやりたい

と申し出たとき、果たして平和団体が、それを

受けることができるかどうか。 団体の趣NPO

旨からすれば認められないわけです。日米安保

条約の破棄や自衛隊の海外派兵反対を主張する

団体が、自衛隊友の会などの団体が会議NPO

をしたいと申し込んできた時、あまねく公平と

いう観点から利用を許可できるかどうかという

ことも、これから難しくなってくるだろうと思

います。

組合の社会的責任を果たし て

市民自治の形成を

自治研は、本来、市民の目線で行政のあり方

を変えていくことを基本にしていた。しかし、

行政の立場を守るためのものになっていないか。

このあたりが問われているのではないかと思い

ます。

自治体職員としてやっている仕事が、本当に

地域住民のニーズに応えているのかどうか。住

民のニーズが変化しているのに、条例や制度、

公的な運営が旧来のままであるとすれば、現場

から働きかけて改革していかないといけない。

指定管理者制度の導入によって、市民が運営す

る施設が出てきたことで、ある程度の市民参加

は実現できたわけですが、本来なら、現場で働

く人たちが利用者の声をくみ上げて、自分たち

で改善を求めていく。条例が利用者の実態にそ

ぐわないなら条例の改正を求める。首長が特定

の業者、特定の利用者と癒着関係にあるとすれ

ば、現場で働く労働者が、情報公開や説明責任、

仕事の改革を進めていく必要があるのではない

かと思います。自治研活動をとおして、組合の

社会的責任を地域で果たすために、職場から改

善を求めていく。企業の効率性を越える価値を

提案する事が重要です。

今回の指定管理者制度では、運営の主体を変

えるところに指定管理者制度の意義が求められ

たわけですが、本来なら住民の目線、住民ニー

ズに対応した行政の仕事に変えていれば、住民

の改革への過剰な期待はもう少し消えていた、

変わっていたのではないかと思います。

その場合、人権感覚が大事になってきます。

マイノリティ、障害者、母子家庭、ホームレス、

外国人、そういう人々が公的な施設を堂々と利

用できることが必要です。かつて、公営プール

とか公衆浴場では、精神障害者の利用を拒否す

る条項がありました。そういう仕組みが残って

いるとすれば、労働組合の方から率先して変え

ていく必要があるのではないかと思います。

私は、指定管理者制度について否定的ですが、

一度できた制度を変えることは難しいかもしれ

ません。しかし、少なくも指定管理者制度を一

律ではなく個別に、どういう団体が管理するの

か、住民とともに考えていっていただきたいと

思います。

（おおたに つとむ・関西学院大学教授、京都地方自

治総合研究所理事、京都指定管理者研究会代表、京都

公共サービス研究会座長）
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