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はじ めに

地方分権やその受け皿となる地方自治体の合

併、行政改革の取組が進展する今日、地方自治

体内部における“庁内分権”や地域の課題解決

に向けた地域住民の手づくりによるまちづくり

が進められているところです。ここでは、大都

市における広い意味での分権システムとしての

区役所や京都市の「区政策提案予算システム 、」

市民が主体となって推進する特色のあるまちづ

くりなどについて、私見としてご紹介したいと

思います。

地方分権推進から 10年

地方分権推進の本格的な論議がはじまった

年ほど前、フランスの小都市の市長に地方10

制度改革について話を伺う機会がありました。

紆余曲折しながらも、日本よりはるかに先行し

て法制化・制度改正を進めてきたフランスであ

り、期待していたのですが、意外な答えが返っ

てきました。

人口約 万のフランスに 万を超える市6000 3

町村（基礎自治体）があるが、合併は国が一方

的に押し付けているだけで、ほとんどの自治体

は合併などせず、生まれ育ったそれぞれの地域

で、これからも主体的な行政を推進していく。

環境問題や道路・上下水道などの単独で対応で

きない行政需要については、関係市町村による

分野ごとの広域的な共同組織で対応していけば

いいことだと、明確に言い切っておられた。

今日においても、個性を活かした各市町村の

確固とした自治組織を堅持して合併は進展せず、

他方、新たな広域の共同体が多く出現し、国か

ら地域への権限移譲とも絡まって、国－州－県

－共同体－基礎自治体（市町村）とつながるフ

ランスの地方行政組織は、ますます重層化・複

雑化しているようです。

この間、我が国においては、国・地方の役割

分担の明確化や権限委譲の推進、市町村の合併

推進や自治体改革などのさまざまな取組・プロ

グラムが推進されてきました。 年の郡区1878

町村編制法以来の長い歴史と伝統をもつ、およ

そ の市町村は、合併により、今やおよそ3200

と、実に ％の減少となったのです。1800 44

機関委任事務の廃止や権限委譲がまとめられ

た当初においては、国から地方への税財源措置

も明確ではなかったのですが、 年に国税か07

ら地方税への税源移譲も一部実現され、今日で

はさらなる財政措置や国の関与の縮小、道州制

などの取組・議論が進められています。

85これら改革前後の我が国の状況として、

年のプラザ合意にはじまるバブル経済の進行と

崩壊、そしてその後の処理の大混乱の時期でも

ありました。何事もグローバリゼーション、ア
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メリカナイズと、規制緩和をはじめとした経

済・金融・財政等の情勢の大きな変容が背景に

あり、とりわけ国、地方ともに未曾有の財政危

機、財政破綻の時期の中で地方制度改革が推し

進められたのです。

二つの国の地方制度改革のプログラム、スピ

ードなど、その取組の対照的な違いは、国民性

の違いによるところが大きいと思われますが、

広大・肥沃な国土で小麦とワインを育て、食料

自給率は先進国でもトップクラス、内需に支え

られ悠然としたフランスと、食料自給率もほと

んど最低レベルで、何事も諸外国に、外需に頼

らざるを得ない、追随せざるを得ない日本との

国力の差というか、持てる国と持たざる国の違

いというか、感覚的にどうしても結びついてし

まうのです。

これら二つのそれぞれの選択によって、市民

により身近なところで地方自治を推進して、よ

り満足度の高い公共サービスを提供し、市民生

活の価値・利便性をどのように向上していくの

か、地域のさまざまな課題解決を図り、地域の

発展・豊なまちづくりにどのようにつなげてい

くのか、市民はそれをどのように実感できるの

か。まだまだ進行中のものであり、評価の難し

いところですが、選択と取組に注がれた多大な

熱意とエネルギーの成果を、どのように具体的

に市民の日常生活や地域コミュニティーに帰属

させていくかが最も重要なことです。

分権型社会に向けた取組

地方分権型社会に対応するため、京都市では

、96 99年にその基本的な考え方まとめ、 年には

分権型行政システムへの変換を目指す「地方分

権推進指針」が策定されました。また少子長寿

化の進展や国・地方ともに行財政の厳しい中、

年に策定された、新たな都市経営の基本方04

針としての「新京都市都市経営戦略」に基づき、

「政策推進 「市政改革 「財政健全化」の一体」 」

的な市政の推進が図られています。

また市民に最も身近な行政機関である区役所

においても、予算システムや組織、関係部局の

連携、窓口開設時間の夜間延長による市民サー

ビス向上など、さまざまな改革が継続的に進め

られているところです。

“ 古典的” で、 現実の制約

政令指定都市における行政区は、大都市にお

いて行政の効率化と地域住民の利便性を図るた

めに、市域を分割して市の業務を担当するため、

市長の権限の属する事務を分掌するために設置

されているものです。

そして、それぞれの行政区に、区役所が設置

され、市民にとっては、区役所へ行けばたいて

いの事柄について、市民サービスが受けられる

ということは、行政区制度そのものが、自治体

内部での事務分担や権限移譲の大きな機能・効

果といえます。また必要なときは、区役所を補

完する区役所支所や区役所出張所が設置され、

これも行政区内での分権の例といえます。

しかし、区長が公選で選ばれ、公選の議員に

よる区議会を持ち、独立した意思決定、自治を

行う東京都の特別区とは、当然のことながら大

きく異なり、行政区には、法制度上、大きな制

約・限界があります。特に、区民の総意として

の意思決定機関が存在しない中では、行政区は

市の内部組織の一員という立場と、自治的機能

を高めて区行政推進の主体という立場のバラン

スの上で対応していることになります。

区役所の機能・形態の変化

かつて、京都市の区役所組織の中には、土木

課（土木事務所 、民生課（民生安定所・福祉）

事務所 、農政課（農業指導所）なども含まれ）
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ていました。これらの課は、区役所の課である

というよりは、本庁主管局の出先機関という性

格が強く、区役所はこの種の出先機関の集合体

と見られる側面も持っていたといわれます。

その後、これらの事業所は、行政効率や行政

需要などの観点から、局の直轄事業所として区

役所から切り離されていくわけですが、組織・

権限は別として、区役所庁舎整備に当たっては、

区内事業所を区役所と同一建物内で整備する総

合庁舎化がすすめられ、区民の利便性の向上が

図られてきました。

そして区役所単体の長年にわたる“小区役所

制”を経て、保健・医療・福祉の総合的な対応

を図るなどのため、 年に局の直轄事業所で97

あった福祉事務所を区の福祉部として、 年98

に保健所を区の保健部として、 年にはコミ02

ニティーセンターを区の区民部の中へと、区長

の権限のもとに、区内の行政を総合的に推進す

るために、区の内部組織として合体再編され、

他の多くの政令指定都市と同様にいわゆる“大

区役所制”に移行していくことになります。

今日、多くの政令指定都市では、都市計画や

建設・土木などのハード部門を除き、市民の日

常生活に大きくかかわるソフト部門を区役所に

包含して区政が推進されています。ところが最

近、堺市や神戸市、大阪市などにおいては、税

務部門とサービス提供的部門との業務の性質や

効率的な業務執行方法に着目し、税務部門を区

役所から分離し、専属の事務所を設置して対応

していこうという都市もでてきました。

こうして見てくると、大都市において区民に

直結する区役所の機能・形態について、回帰し

たり、新しくチャレンジしたり、模索している

ことがうかがい知れます。この点に関して、渡

辺洋二先生が執筆された「京都市区政論」にお

いて、当時の状況を 「市民のための区政」を、

目指して権限内職務を合理化し、権限外職務の

充実を図る一方、権限内職務の縮小という事態

が見られると指摘しておられます。いわゆる区

役所のあり方についての特別権力関係的性質の

強い部門と任意行政的な性質の部門の関係など

について、 年以上も前に着目しておられた30

故渡辺先生の深い洞見にあらためて敬服します。

現在、 の政令指定都市がありますが、地17

方分権推進の時期に政令指定都市となった都市

も多く、それらの都市においては、行政区の設

置により、より身近なところで市民サービスが

提供され、広い市域の中で区という地域の特色

や課題を踏まえた、よりきめ細かなまちづくり

をすすめるベースができたといえるでしょうし、

市民も区役所という新しい制度を実感されるこ

とになったことでしょう。

しかし政令指定都市として最長のキャリアー

をもつ京都市では、市民にとってはもう区役所

ということはあたりまえになっています。そこ

では、市民が、区役所というものが以前にもま

して日常生活に密着した身近なものであり、区

役所は区民の側に軸足を置いて、区民の方を向

いて仕事を進めてくれているなと、市民の皆様

が実感していただける状況を作り出していく必

要があります。

この時期、京都市においても、大きな社会情

勢の変化に対応するため、これからの区役所の

あり方について、更なる検討・取組が進められ、

今日的な行政区制度に関しての考え方がまとめ

られました。

今日的な新し い区役所

現行制度上の行政区の性格や限界も踏まえ、

年に京都市行政区制度検討調査会から「京04

都市における行政区制度のあり方について」の

報告書が提出され、その中で次のようにまとめ

られています。

○区民、区政、市政の関係について、

・地域・区民の自主的活動と区役所・関係行政
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機関の区行政とは連携・共同の関係であり、

・区行政と市役所の市行政は相互補完の関係で

ある。

との基本的関係が示され、そのうえで、

○これからの区行政の位置付けについて、

・区行政は、市民に身近な地域のまちづくりと

京都市全体のまちづくりをつなぐ結節点とな

る。

・市民と行政の距離を縮め、市民のニーズを京

都市全体のまちづくりに繁栄させる役割を担

う。

○新しい区役所が果たすべき役割につて、

・行政区の将来像を示す各区の「基本計画」に

基づく、個性を生かした魅力あるまちづくり

を推進する役割

・地域振興や福祉・保健の増進、子育て支援な

ど区民の身近な施策・事業について、行政区

の実情・特性に応じた効果的できめ細かなも

のとなるよう調整・工夫をして身近なサービ

スを提供する役割

・市民生活に欠かすことのできない全市（全

国）共通の業務を適切・効率的に執行し、質

の高い窓口サービスを提供する役割

を持つものとされています。

市・区の関係については補完性の原理を一部

取り入れ、区役所は、法令等に基づく定型的な

業務による市民サービスの提供も当然ながら、

区の基本計画に基づく、区役所を拠点とした信

頼とパートナーシップによる個性と魅力あふれ

る地域のまちづくりの中核としての役割が、こ

れまで以上に重要であると、あらためて強調さ

れたものと思います。

各区の基本計画

年度、各区において「京都市基本計2000

画」の地域別計画として、区民の参画と共同作

業によって、それぞれの区の将来像やまちづく

りの指針となる区基本計画が策定されました。

これによって、それまでは京都市のまちづく

りとして大きなくくりで捉まえられていたもの

を、私たちの生活する身近な区のチャーター

（憲章 、コンパス（羅針盤）として具体化さ）

れ、区民の区政・区のまちづくりに対する意識

をより深めるとともに、区役所と区民の共通目

標・大きな御旗（みはた）として、政策や事務

事業を推進する上での重要な判断材料となりま

した。こうした意味から、区基本計画の策定は、

今日の新しい区政を考えるとき、まさにその出

発点であり、策定の意義は大変に大きいと考え

ています。

区政策提案予算と は

新しい区役所の考え方が提起される中、地域

における総合行政機関としての区役所機能の充

実強化を図るため、 年度予算において「区05

政策提案予算」制度が創設されました。

「区政策提案予算」と言ったときに、まず、

区は主体なのか、客体なのか、これからして少

し理解しにくいところがあると思います。平成

年度京都市予算議案の議会提案に当たり、19

桝本市長は、次のように、明解に述べておられ

ます。

「地域の実情に精通した区長が直接、政策重

点化枠で予算を要求する区政策提案予算につき

ましては、今年度から新たに複数年度にわたる

事業を採択するなど、合わせて つの提案を予7

算化し、その予算額を大幅に増加させており、

区民の皆様とのパートナーシップの下、地域の

個性を踏まえたまちづくりを進めて参りますと

同時に、地域課題の解決にも積極的に取り組ん

で参ります 。」

区長のマネジメントによって抽出した重点課
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資料１ 区政策提案予算システムの流れ

月 区運営方針の策定5

月 各区重点課題の抽出への着手6

区政策提案予算

月以降 （次年度の）区運営方針に反映4

月 区所管業務 局所管業務

「施策･事業提案調書」提出

（区 ⇒ 文化市民局）

「予算要求書提出」 「施策･事業提案調書」提出

（区 ⇒（文化市民局） ⇒ 理財局） （文化市民局 ⇒ 関係局）

趣旨説明

（区長 ⇒ 関係局長）

措置の状況報告

（関係局 ⇒ 区）

措置の場合

   「施策･事業提案調書」提出

（関係局 ⇒ 理財局）

理財局ヒヤリング 理財局ヒヤリング

（区 ⇔ 理財局） （関係局 ⇔ 理財局）

12 〃 〃

内示・復活要求 内示・復活要求

最終内示 最終内示

査定の状況報告

（関係局 ⇒ 区）

7

8

9 〃

10 〃

11

1

題に基づき、区が主体となって企画した事業に

ついて、区役所が直接予算要求や各局への提案

を行う、新しい試みとしてスタートしたこの予

算システムは、当初、単年度事業に限定されて

いましたが、 年度予算からは複数年度にわ07

たる事業も採択され、市民に最も身近な区の機

能を予算面からも強化し、区民に直結したサー

ビスの向上や課題の解決等に大きな効果をもた

らす画期的なシステムといえます。

また予算面からの区役所の機能強化として、

予算科目の文化市民費の中に新たに「区政費」

を設け、区の独自企画で運用できる事業、区庁

舎の管理運営の義務的経費となる予算を区役所

枠予算として配分し、各区役所が独自の取組を

企画・実施する裁量に幅を持たせるよう変更さ

れました。区政費の内容は、

① 区政策提案事業

② 個性あふれる区づくり推進費

③ 区役所管理運営費

ですが、個性あふれる区づくり推進事業は、こ

れまでから予算化され、区のふれあいや交流の

イベント・事業等に支出されるもので、区政策

提案事業と性質は異なるものです。

区政策提案予算のシステム

区政策提案予算システムは、

区所管業務（区長の権限に属すもの）Ａ

局所管業務（局長の権限に属すもの）Ｂ

の２つのフィールドが連関して構成され、予算

編成に向けての流れは、次のとおりです。

（表１参照）
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① 区運営方針の策定・公表（5月）

各区において、毎年度、区の現状、区の基本

計画実現に向けた施策・事業の取り組み状況、

当該年度の重点取組や方針などをまとめた区の

運営方針を策定し 「市民しんぶん（区版 」や、 ）

ホームページなどで公表されます。

② 重点課題の抽出（6月）

各区で重点課題を抽出・確定し、政策提案予

算要求に進みますが、予算関連でない事項につ

いては 「都市経営戦略会議」での上局報告に、

なります。

③ 政策提案予算要求書の調製・提出(8～10月)

区所管業務については、施策・目的・効Ａ

果・経費などについての予算要求書を調製し、

文化市民局を経由して、理財局に提出します。

局所管業務については、区から文化市民Ｂ

局へ「施策・事業」提案調書を提出し、文化市

民局で調整のうえ関係局に提出され、区長から

関係局長に趣旨説明を行います。提案を受けた

局では自局の予算配分枠等を考慮して、政策重

点化枠予算として理財局に要求するかどうかを

検討し、区からの提案に対して措置するか、し

ないかを判断し、区に対して文書で結果報告さ

れます。

そして区からの提案について局の事務事業と

して認める場合は、理財局に政策重点化枠予算

要求として、施策事業提案調書が提出されます。

④ 区役所、関係局と理財局とのヒヤリング

（11・12月）

予算要求書について、提案した区役所、関係

局と理財局の間でヒヤリングがおこなわれます。

なお、区役所における住民基本台帳、税務、

福祉、保健などの経常の事務事業に要するもの

については、事務主管局が全区の経費をまとめ

て理財局へ要求し、予算化されたものを各区に

配分して、各区の責任で予算執行を行っていま

す。

⑤ 予算の内示・復活要求・最終内示（1月）

予算要求に結果として内示がありますが、こ

の場面においても、局所管業務については各局

から区役所に、適宜、状況が報告されます。

これらの予算編成過程を経て、併せて事務事

業の進捗を考慮して、 方式により、再びPDCA

翌年度の区運営方針へとサイクルされていきま

す。

この予算システムは、市民の日常生活に深く

かかわる地域的なテーマに対して、これまでの

区から局へ要望し間接的に実現していく手法か

ら、区が直接、財政担当へ要求書を提出し、直

接にヒヤリング・論議し、区に予算をつけ 区

の責任で執行していくというステップ・アップ

した画期的な手法が制度化されたのです。

テーマによっては技術的な要請等から、局と

07共同して執行していくものもありますが、

年度、 年度に採択された事業は、 の06 資料２

とおりであり、長年にわたる区の懸案事項や区

民の切実な要望が予算化され、それらの解決に

向かって具体的に歩み始めたことがわかります。

この予算システムによって区の位置付け・機

能が高まり、市民の期待も大きくなるわけです

が、これまでの区役所は、長年にわたり、市役

所で決められた定型的な事務事業を着実に執行

していくセクションという意識が強くあります。

このシステムは単に予算面の改革にとどまらず、

これからの区役所が、政策の企画立案や、事務

事業の予算化や執行など、区が自ら担当し、責

任を負っていくという大きな展望を開くもので

あると同時に、新しい区役所のあり方について

の大きな意識改革が要求されるものでもありま

す。

財政が厳しい中、区の課題解決のため事業

化・予算化に向けて、区長、局長、部長、副区

長などが、人間関係の中で対応してきたものも、

これまでにあったと思われます。

これからは、組織的な対応がマアニュアル化

大都市における分権と区政策提案予算システム 13



資料２ 区政策提案事業予算

07年度 06年度

区役所 事　　　業
予算

（万円）
区役所 事　　　業

予算
（万円）

北

原谷地域の新たな都市づくり
～開拓政策による農業用基盤
を市街地としての生活基盤へ
～

3,660 北
北区不法投棄防止啓発事業
～ごみより花を大作戦～

400

上京

源氏物語千年紀事業
～京都創生の地（平安宮）・
源氏物語の世界をみんなで再
発見～

110 左京
左京に息づく伝統文化の保存･
継承と観光の振興
～京都創生へ左京から～

600

山科
山科区における観光の振興
～おこしやす“やましな”協
議会への支援～

350 東山
安心・安全のまちづくりに向
けた「いきいきマニュアル」
の作成

100

〃
小金塚地域の安心･安全なまち
づくりの推進

1,450 下京 地域と取り組む駐輪対策 100

西京
洛西ニュータウンのこれから
のまちづくり～もっともっと
魅力あるまちをめざして

150 南 水辺のうるおい環境創出事業 200

伏見

「横大路まちづくり協議会
（仮称）」の設立支援～「伏
見ルネッサンスプラン」の具
体化に向けて

240 右京
「自然災害から生命,身体を守
る！」区民とともに取り組む
右京区防災のまちづくり

100

〃
WE LOVE FUSHIMI（ウイ・ラ
ブ・伏見）・観光支援事業

100 西京
輝く未来へ「いただきます！｣
～よりよい食習慣の形成をめ
ざして～

300

伏見
伏見ルネッサンスプラン（仮
称）の策定

500

〃
わがまち深草
　いきいきたん探訪

150

〃
「醍醐セーフティゾーン」
の実現

150

され、書面によって双方のやり取りが行われ、

要求する側とされる側の直接の論議、他区の査

定結果を見てのお互いの評価など、これまで以

上に関係職員のお互いの切磋琢磨、高め合う熱

意・努力が必要です。経常・定型的な業務で慣

れてきた区においては、人的・スタッフ機能が

まだ十分ではなく、より力をつけて成熟度を高

めていく人的配置、人材育成は課題であり、局

においても新しい区役所をめざす区への再認識

が重要であると思います。

東山３ Ｋ (観光 交通 環境)協力金会議・ ・

四季折々の豊かな風情の中、観光など多くの

人々で賑わう東山区。しかし、人口は 万 千4 1

人と、 政令指定都市 区の中で、少ない17 163

ほうから方から 番目。高齢化率は ％、市3 30

。立小・中学校の児童生徒数は全部で約 人1500

こういった大変に厳しい状況の中、区民の自ら

の手によるまちづくり活動は益々盛んです。

区全体としての共通的な課題もあれば、それ

ぞれの学区地域の特性による課題もあります。

町並み景観保全や空家対策、高齢者や子供達を

学区全体で支援していく“いきいきネットワー

ク 、これらの課題解決に向けて、区民主体の”

さまざまな活動が展開されていますが、ここで

は 「東山 Ｋ（観光・交通・環境）協力金会、 3

議」についてご紹介します。
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「東山区基本計画」に掲げる安心・魅力・交

流をキーワードにした“やすらぎとふれあいの

まちづくり”を区民と行政が協働して進めてい

ますが、その実現のためには、東山区の Ｋ課3

題（観光・交通・環境）の解決は重要なテーマ

であり 「東山区運営方針」においても重点取、

組事項として位置づけています。

春・秋の観光シーズン、彼岸や大晦日、陶器

祭の時期などの東大路通の交通混雑は大変なも

のですし、観光客のトイレ問題も深刻です。こ

れらの解決に向けて、 年に、各学区・各種05

団体のリーダーが一同に会する「東山まちづく

り推進会議」並びに六波羅蜜寺、清水寺、高台

寺などの区内の寺社仏閣、企業、団体などが参

画される「東山 Ｋ（観光・交通・環境）協力3

金会議準備会」において、設立、活動の意思決

定がされ、取組期間を 年間として、スタート3

したものです。

区役所は事務局を担当していますが、市の予

算は一切投入せず、全て区内の寺社仏閣、企業、

団体の協力金によって運営され、① 東大路通

の主要交差点やバス停に、区民や観光客の交通

安全、観光道案内のための民間誘導員・ガード

マンの配置、② 観光トイレの拡充、③ インタ

ーネットによる情報発信などの活動が進められ

ています。

地域の課題解決のため、東山区を愛する熱い

思いの区民の総意で、主体となる組織を立ち上

げ、資金も区内で確保し、区民に活動が実感し

ていただけるよう、効果あるものとするべく活

動いただいています。スタートから 年後にそ3

の取組を検証し、その後についての議論がされ

ることになっていますが、地域における課題の

把握や解決のための目的意識や意思形成方法、

資金確保とその使途、そして区民に見え、実感

でき、その効果か帰属する活動内容など、これ

からの地域コミュニティーづくりに資する重要

な要素が凝縮されていると思います。

おわり に

今日、分権という集中化の中で、大都市も含

めて地方切捨てになる危険性はないでしょうか。

地方行政に従事するものは肝に銘じて取り組ま

なければなりません。

地方行政は、地域住民のための行政です。国

の硬直したただ単なる言葉だけでなく、住民と

地方自治体がともに、自らの地域の現状を共通

認識し、狭い国土ではあるが森林等の自然環境

や千年を超える深い歴史と伝統・文化の重要性

を再認識して、なおかつ 世紀に生きる住民21

の熱い思いを結集して、地域社会づくりを進め、

地域を世界へアピールしていくぐらいの心構え

と努力が必要でしょう。国のリードを超えた考

え方、取組を進めなければ、真に豊な地域社会

の実現はできない時代になっているのではない

でしょうか。

高齢社会が進んでいく中で、若い人々をどの

ように巻き込んで、仕事と生活の密着した地域

社会という場をつくっていくのか、そうでなく

ては地方の活性化はありません。

今後とも、京都市政・区政の発展と市民・区

民が主役となるまちづくりの推進に向けて、頑

張ってまいりますので、引き続きの皆様のご理

解・ご協力をお願いします。

（いとう ただお・京都市東山区長）
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