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議会基本条例と自治体財政再建

谷口 富士夫

地方自治総合研究所が主催する 2007 年度の

交流会が、10 月 1 日から 3 日の日程で開催さ

れた。今年の交流会は、北海道の栗山町と夕張

市を主とし 「議会基本条例」と「自治体財政、

再建」について研修及び視察が行われた。

10 月初旬、いくら今年の気候でも、北海道

といえば初冠雪もある時期（1898 年 10 月 2 日

旭川 。10 月の札幌平均気温は 11.4 度、上着）

はブレザーだけでいいのか少し心配しながら、

伊丹空港を飛び立った。その心配は取り越し苦

労に終わる。札幌は快晴、お昼の気温は 22 度

で、半袖でも過ごせる。やはり温暖化現象は日

本全体におよび、今年の異常気象は続いている

ことを実感させられた。晴天の下で憂いてばか

りもいられず、1 日目の研修会場である北海道

自治会館を訪れる。

赤茶色の自治会館は、北海道の雄大さと相ま

っているかのように、大きな建物で室内も広い。

挨拶がてら自治労北海道本部を訪れると、部屋

の奥行や机の数など京都府本部の 5倍以上はあ

りそうだ。250 単組、6万 7000人の組合員、そ

の規模は 10 倍近いことを考えると当然か。し

かし、道全域に単組があり、その範囲は面積と

同じ日本一の 83,000 ㎡、京都の 18 倍で、一つ

の県本部としては膨大なエリアを受け持つこと

になる。そういえば、道本部の専従者は単身赴

任の人もいると聞いた。地方本部もあるようだ

が、運営面でも大変だろう。

北海道自治労会館でプ レ学習会

前置きが長くなったが、初日は講演を中心と

する研修となった。最初に、実行委員会代表、

神奈川県地方自治研究センター勝島氏があいさ

つ、北岡理事長や道本部杉谷副委員長と続く。

まず、2 日目に訪れる栗山町の議会基本条例

を中心として北海道学園大学法学部教授の神原

勝氏による「議会基本条例の意義と展望」の講

演が行われた。実は、私はこの議会基本条例に

ついてこれまで何の知識も持ちえていなかった。

夕張市の財政再建については、各種報道や自治

労の諸会議で問題化され、住民はもとより職員

や組合員への影響が取りざたされていたので、

今回の視察では特に関心があったのだが、日本

で初めて議会に基本条例を制定した町として、

その夕張市に隣接する栗山町の存在は全く知ら

なかった。忙しさにかまけて下調べもせずに研

修に臨んでしまう姿勢を反省しながら、今回は

携帯したビデオカメラ（ ・ ）を頼り、HD DVD

研修に臨んだ。

議会基本条例と聞いて、そのイメージが浮か

ぶ人は、よほどの政策通といえば言い過ぎだろ

うか。そもそも議会基本条例たるものがいった

いどのようなもので、その必要性のいかんはど

うなのか。栗山町で 2006 年 5 月 18日に施行さ

れたものが全国で初めてとすれば、長い議会の

歴史からして、条例で議会のあり方、運営の基

本事項を定めることはそれほど重要視されてこ
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「議会基本条例」について講演する神原勝教授

なかったといえる。しかし、現在ではこの議会

基本条例について三重県（2006 年 12 月）や伊

賀市（2007 年 2 月）が制定し、視察も申し込

みが殺到するなど全国でも注目を浴びている。

この条例のポイントは、形骸化する傾向がある

議会を、首長と同様に住民代表として役割を明

確化したこと。自治体を運営するする主体とし

て「市民、首長、議員、職員」の 4者がおり、

1960 年代以降、自治体を活性化する課題に対

していろいろ変化があったが、最後に残ったの

が議会である、と講師の神原氏。2001 年に

「議会基本条例」という言葉を作り、どこかで

実践したいと考えていた。そして栗山町という

素晴らしい自治体と出会った、と。これまでの、

議会と首長との関係、議会民主主義や二元代表

民主制についての説明、与党と野党の役割、国

と地方自治体との違いなどの解説。引き続き、

栗山町議会基本条例の前文は「栗山町民から選

挙で選ばれた議員により構成される栗山町議会

は、同じく町民から選挙で選ばれた栗山町長と

ともに、栗山町の代表機関を構成する。この 2

つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活

動し、議会は多人数による合議制の機関として、

また町長は独任制の機関として、それぞれの異

なる特性をいかして、町民の意思を町政に的確

に反映させるために競い合い、協力し合いなが

ら、栗山町としての最良の意思決定を導く共通

の使命が課せられている」となっていて、自治

基本条例でよくある、議会が最高の議決機関で

あるとか、決定機関であるとか、そういう野暮

なことは書いていないとも。

専門的に議会を研究しているだけに、神原氏

の話の内容には重みと深みがある。そして改め

て条例を読み返してみると、その先進性を再認

識させられた。例えば 「自由闊達な討論をと、

おして、論点・争点を発見、公開はすることは

討論の広場である議会の第一使命である」とし、

常にオープンであることを強調する。そしてそ

の意気込みは、議会報告会という形で実践して

いる 「独自の議会運営ルールを遵守し、実践。

することにより、町民に信頼され、存在感のあ

る、豊かな議会を築きたい」と、前文は締めら

れている。議員資質の向上や住民との関わりに

ついての具体的に取り組みは、翌日の栗山町橋

場議会議長が講演で触れられた。

研修会では神原氏の講演に続き、財政健全化

法の問題点の解説があったが、ここでは割愛す

る。

日本初の栗山町「 議会基本条例」

2 日目早朝、北海道自治会館からバスで栗山

町へ。栗山町は面積 203.84㎢、人口 1 万 4304

人（2006 年 9 月 30 日 、北海道空知支庁管内）

の南部で、夕張市の西隣となる。札幌からは約

40 ㎞、車だと 40 分程度でアクセスできる。

JR Eki栗山駅に隣接するカルチャープラザ

で研集会が行われ、前述した橋場勝利栗山議会

議長と中尾修町議会事務局長に迎え入れられた。

実際の議会風景や議会報告会のビデオを観た後、

説明を受けた。

橋場議長は、マスコミの力と地方議会への注

目度に触れ 「栗山町は当たり前のことを条例、

化しただけ」と謙虚に語る。そして「この条例

は議員の資質を磨くための方策である。住民の

皆さんと接し、対話を深めていくことにより、

緊張感が生まれ、説明責任を果たさなければ資

質が問われる。参考人制度もある。議会報告会
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も定められた。情報を住民にできるだけ多く公

開し、街づくりを一緒にやっていきたい」と、

条例の意義について触れた。さらに「行政はで

きるだけ情報を出さない方向で考えてきた。議

会主導で情報公開条例にも取り組み、またイン

ターネットで議会を録画中継することも、情報

を的確に伝える手段と思っている」と、徹底し

た情報公開の姿勢をアピールされた。財政面に

も触れ 「栗山町も財政が厳しい。行政側は厳、

しさを強調するが、どのくらい厳しいのかがな

かなか住民側に伝わらない。これからは、その

ような財政面も理解していただき、協働のなか

で街づくりを議会が中心となって行いたい。ま

た、議員自らがその町の財政状況を検証する必

要がある。その意味で中長期の財政特別委員会

を立ち上げた」と、述べられた。特に議会報告

会について重要視している。議員の市政報告会

などは、後援会が中心となるが、議会報告会は

一般市民と直接話をする機会であり、場所や班

構成も抽選で行う。住民から厳しい意見や批判

も多いという。2007 年度は 4 月 4 日から 8 日

にかけて、3 班に分かれ（ ・ ・ ）て 12 会A B C

場で実施された。参加者は 370 名。そこで出た

意見・要望を 6月議会に反映していくと、臨時

号「議会だより」で広報している。

続いて質疑の時間が持たれたが、前日の講演

会が功を奏し、多くの参加者から次々と手が挙

がる 「条例ができるまで 4 年半ほどかけてい。

るということだが、議会改革の原点やきっかけ

を教えていただきたい」や「住民の変化は感じ

られるか 。橋場議長は「先の議長が亡くなり」

自分が議長についた。それは望んだことではな

く、いつでも辞める決意でいた。ちょうど地方

分権一括法が通った時期で、これからの地方は

変わり、議会も変わらなければならないと思っ

た。住民の意識も徐々に変化している。傍聴者

も増え、インターネット中継も議題によっては

と 700 以上のアクセスがあり、一時パンクした

橋場勝利町議会議長と中尾修町議会事務局長

JR栗山駅に隣接する「カルチャープラザ Eki」

こともある」など、質問に丁寧に答えていただ

いた。

条例の大きな特徴である「反問権」について

も質問があった。第 5条の 2に「本会議……委

員会への出席を要請された町長等（町長及び執

行機関の職員）は、議員の質問に対して……許

可を得て反問することができる」となっている。
．．

あまり聞きなれない言葉である「反問権」とは、

まさしく反対に質問できる権利であり、行政当

局が議員へ質問をすることになる。私の知る議

会では、議員が質問し行政側が答える場面しか

知らない。首長が議員に質問？ 栗山町でもま

だ例は少ないらしいが、もう少し一般的になる

と、時間的な問題（会期や質疑時間など）は大

丈夫だろうかと心配してしまう。そういえば同

じ 5条の 1は「論点、争点を明確にするため、

1 問 1 答の方式で行う」とある。それに反問も

つくことになるので、双方相当に集中、そして

緊張感のあるやり取りとなる。しかもその様子

がネット中継されるから、いやがうえにも資質

を向上させる必要がある。切磋琢磨という言葉
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がぴたりとくるのだ。

「小さな町で議員数も少ないから（今年 4月

の選挙で 18 人から 5 人減の 13 人になった 、）

こういう条例の制定も可能だったのか？」とい

う問いに、議長は「決して小さいからでき、大

きい自治体だからできないということはない。

議員や議会にやる気があるかどうかだ」との答

えを用意していた。たぶん、多くの視察者から

同じ質問がされているのだろう。また、往々に

して議会は、与党と野党もしくは会派という枠

組みが重用視されるが、栗山町議会に会派はな

く、議会全体で議論を深めている点にも感心し

た。ただし、議会のあり方や議員が、政党や会

派という組織的な枠組みから完全に分離してよ

いかと尋ねられると、疑問をもつ。議長も会派

を否定しているわけではなく、議員個人の意見

が出せないことや、会派の代表だけによる見え

ない部分で解決されることは、議会のためにな

らないと言う 「参議院も与野党逆転してよか。

った。多数決で野党の意見を抑えてしまうとい

うことがなくなり、国民に見える形で議論がさ

れる」と、大局的な見地もしっかりとおさえら

れている。私も単純に「町民のために、その代

表として議論をし、行政や自治体をよくしてい

く」という狭義の目的だけなら、会派の必要は

ないと思うが、日本全体や地方財政、そして国

民に関係する政策・制度がどのようにあるべき

かを考えたとき、政治力が必要となる。対立関

係や政治状況が、地方と霞が関で違うこともあ

り得ることも含めて、議会と議員そして政治と

いうものを、違う角度からも考えたいと思った。

この議会基本条例の研修で、私は、議会が

「立法」を司っていることや、行政が行う事業

や予算決算に対して監督的な権限を有している

ことは理解をしていたが、議会自らが資質を引

き上げ、住民の声を最大限に反映させるという

栗山町の姿勢には敬服させられた。

再建をめざ す「 石炭博物館」

2 日目の午後は、夕張市に向かう。栗山町の

東に隣接し、面積は 763.2㎢、人口は 1万 2321

人（2007 年 9 月 。夕張川とその支流が市内の）

中央を流れ、その川に沿って道路が走り、住宅

地が点在している。92 ％が林野で、特産物と

してメロンが有名。研修当日はすでにメロンの

収穫時期が終了し、各地のハウスや畑が整地さ

れていた。駅前のメロンハウスもシャッターを

下ろし、閑散とした街の印象をさらに強めてい

るように思えた。

夕張は、日本有数の石炭の町として 1990 年

（平成 2 年）まで炭鉱が存在していた。1888

年（明治 21 年）に坂市太郎（ばんいちたろ

う）が大鉱脈を発見してから、実に 102年間に

わたり日本のエネルギー供給に貢献していたこ

とになる。1960 年には三大工業所を中心とし

関連企業も発達、11 万 6908 人の人口を抱える

都市となる。海外との競争、相次ぐ事故、国の

政策の後退に直面し、石炭産業は幕を閉じる。

農業を含め他の産業基盤は受け皿となりえず、

人口の減少は止まることがない。現在では、全

国で 3番目に人口の少ない市となった。研修資

、料には、4月末現在で 1万 2552 人とあるから

この 5カ月で 231 人が夕張市を後にしたことに

なる。バスで移動中、国道沿いには市営住宅が

多く見えたが、やはり空き部屋が多い。

我々は、まず石炭博物館を見学した。広大な

敷地に数カ所の施設が見える。平日の午後であ

ったが、訪れている観光客は皆無。到着時には
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我々のバスだけであまりにもさびしい、と思っ

ていたら、学生を乗せたバスが到着、少し賑や

かになった。この施設は「夕張リゾート株式会

社」が運営する。以前は第三セクターが受託管

理する間接民営方式であったが、事業の見直し

により昨年 10 月に休館となっていた。今年 4

月に現在の業者が受託（指定管理者制度と聞い

た）し、再開した。関連施設を一括するパスポ

ート「ぐるっとパス」方式を採用し、市内の観

光地や同系列ホテル、温泉とのパックも用意し、

全て楽しめるようにしている 「ぐるっとパ。

ス」は 3150 円（大人 、時間に余裕があり、多）

くの施設を利用できればいいが、施設の単独料

金設定がないのはどうであろうか。再建に向け

て財政的に検討した末にできたそうで、今は収

益が上がっていると聞く。

訪れた石炭博物館は、石炭の成り立ちや種類

から始まり、炭鉱の状況や事故調査、そして地

下 1000 メートルの採炭シミュレーションを体

験した 。ライト付きヘル（タイトルの写真参照）

メットをかぶり、真っ暗な坑道を探検するとい

う、臨場感ある演出で楽しませてくれた。黒い

ダイヤと呼ばれる石炭があちこちに散らばって

いたり、真っ黒な顔をして穴の中で弁当を食べ

ている写真があったり、貴重な施設であると実

感した。また、炭鉱生活館では昭和初期の生活

のジオラマがあり、ローラー脱水機付き洗濯機

などを見た参加者からは「懐かしい」と思わず

声が出ていた。そんな中、私の目に飛び込んで

きたのが、展示されているお茶の木箱に貼られ

、 。たレッテルの 「日本一・宇治田原茶」の文字

お茶の町の伝統を理解していない私は、京都の

お茶は「宇治茶」として流通していたと思って

いたが、北海道の地で展示されるほど 「宇治、

田原茶」は有名だと、あらためてその凄さを実

感することになった。

｢財政再建団体｣と し て苦悩する夕張市

夕張市財政について説明する厚谷司執行委員長

見学が終わり、４時から、博物館のすぐ近く

にあるホテルシュパーロで「夕張市再生再建計

画」についての説明を受けた。行政から羽柴和

寛副市長、議会から加藤喜和議長、労組から厚

谷司執行委員長の 3人が、それぞれの立場で説

明をした。

巨額の負債を抱える夕張市は、2006 年 6 月

の定例会議会で、国の管理下で財政再建を進め

る地方財政再建促進特別措置法に移行すること

を決定した。その負債額は 632.4 億円、市の財

政規模は約 45 億円であるから、約 14倍の負債

である。内訳は、金融機関からの一時借入金 2

、88.1億、地方債等長期借入金残額 261.7 億円

債務負担額 83.6 億で、短期借入金を操作して

実質赤字を表面化させなかった結果、雪だるま

式に債務が膨れ上がった。その背景には、産炭

地域振興臨時措置法が失効して交付金が廃止さ

れたことや、地方交付税における補正が段階的

に減額されたこと、人口の激減や地方税財政制

度改革により地方交付税が減少したこと、観光

人口も 1991 年に 230 万人であったものが 2006

年には 116 万人と半減したことによる収入の減

少があげられる。しかし、何といっても市の財

政運営の杜撰さ、議会の監視力の弱さは否定で

きない。

再建計画は、2024 年までに 353 億円を解消

する計画となっている。単年度では 10 億円か

ら 29 億円とばらつきがあり、職員数・人件費

の削減、施設の休止や廃止、市税・使用料の引
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夕張市「滝の上公園」の渓谷

き上げなどで対応することになった。具体的に

は、職員数は 4 年間 166 人減、269 人いた職員

は 103 人となり、60 ％以上の削減。給与は 30

％減、特殊勤務手当は全廃、期末勤勉手当も 1

～ 2 月分を削減。これで年収ベースでは 40 ％

のダウンとなる。退職金は段階的に引き下げら

れ、2010 年以降では 20 月となる。これは、勤

続 20 年程度の自己都合退職の割合であり、23

歳で採用されたとすれば 43 歳で頭打ちという

結果。特別職給与は 60 ％減、期末勤勉手当 80

％カット、退職手当は当分の間未支給。議員や

その他委員報酬も同様に削減されている。この

ような措置に、早期退職者が後を絶たない。

もちろん、職員だけではなく、市民にも大き

な影響が出ている。福祉・医療・教育などの公

共サービスは縮小され、一方で税金は引きあげ

/られた。水道料金は道内でも最高額（2440 円

10㎥）となり、ごみ処理手数料が新設された。

労働組合の厚谷委員長は 「昨年 4 月に職場、

の見直しの議論をやり始めたところだった。そ

の矢先に、財政再建の話が起こり、途中で頓挫

してしまった。9 月からは毎日が交渉となった。

しかし、交渉相手は対当局ではなかった。計画

が進められる中で、労働組合の役割は難しく、

十分な取り組みはできなかった。生活の安定を

求め勧奨退職制度に募集する組合員に対して、

何もできなかった。7 月には書記長も退職する

ことになり、止めることができなかった。管理

職も 4 月以降 15 名が退職する事態となり、こ

のままの状況では行政として立ち行かなくな

る」と語っていた。非常に厳しい実態と切実な

話には、雇用や賃金を守れない労働組合の代表

というより、夕張市に働く職員としての責任を

強く感じた。求めるものと現実とのギャップの

差があまりにも大きく、一方で日常の業務をこ

なしながら、組織の代表として総務省や北海道

に対しての要請、そして自治労への協力依頼な

ど、獅子奮迅の努力をされている姿に、改めて

敬意を表したい。ちょうど訪れた日の新聞に

「市役所転売」の記事が載った。市の所有する

土地や施設を業者に買い取らせ、市がそれをリ

ースするというもので 「地方自治体」のあり、

方さえ問われることになる。痛切な思いを持ち

ながら帰路へとついた。途中、夕張市内にある

「滝の上公園」に寄ることができた。まだ紅葉

には早かったが、木曽川の「寝覚の床」に匹敵

する風光明媚な渓谷が広がっていた。

今回の研修は、財政破綻による地方自治体の

厳しい実態と、議会が住民と一緒に何とか踏ん

張ろうとしている自治体を目の当たりにできた、

非常に有意義な機会となった 「地方分権」と。

いう言葉は、財政の健全化とともに存在するこ

とも、おぼろげながら理解できたつもりである。

しかし実際は、新しい法律の下で、地方自治体

がどのような姿になるかはこれからである。市

民のための「質の高い公共サービス」を確立す

るためには、行政・議会そして労働組合（職

員）が。知恵を出し合い、厳しい現状を乗り越

えていかなければならない。

（たにぐち ふじお・

京都地方自治総合研究所専務理事、自治労京都府本

部書記長）
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