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魅力的なま ちづく り と

地方自治

今川 晃

私たちは､本当に豊かなのか

民主党政権は 「地域主権」を実現するとし、

ていますが、これは「補完性の原理」にもとづ

いて、基礎自治体が中心となる仕組みをつくる

ということです 「補完性の原理」とは、ＥＵ。

でいえば、主権は加盟国にあり、加盟各国がＥ

Ｕを補完するのではなく、国の規模が小さいゆ

えに解決の困難な課題に対して、ＥＵが加盟各

国を補完するというものです。日本ではまだ根

づいていない概念ですが、補完性の原理によっ

て、私たち住民が、豊かな社会をどう形成し、

住んでいてよかった、もっと大きくいえば生き

ていてよかったと感じられる社会にしていこう

というのが 「地域主権」の考え方です。、

では現在、私たちは本当に「豊か」なのか、

何のための経済的豊かさだったのか、という問

題があります。ＮＰＯの成長や住民参画・協働

の充実が叫ばれていますが、一方では、地域と

のかかわりを嫌う人々が増加しています。また、

科学技術の進展や教育内容が高度化してきたに

もかかわらず、犯罪の低年齢化が進み、地域文

化はますます衰退しています。財政難、少子高

齢化、地域格差の拡大と、課題は山積です。こ

れらはもちろん、自治体だけで解決できる問題

ではなく、国の地域政策のあり方や、国土政策

のあり方が、大きな間違いを犯してきたからで

す。したがって、新しい時代を迎えるためには、

改めて「豊かさとは何なのか」を見つめながら、

再構築していく必要があります。

日本は、小泉政権以来 「民でできることは、

民で」という考え方が、急速に広まりました。

その結果、国民 1人当たりの公務員比率は、先

進国のなかでかなり低いところに位置していま

す。公務員、つまり行政が柱にならない限りは、

住民を守っていくことができません。日本は、

国が国民を守る、自治体が住民を守るという姿

勢が欠如し 「民でできることは民で」という、

ことだけが進行してしまった。何が行政の役割

なのかという議論を、もっとする必要があると

思います。そういう意味において、もう一度、

住民を基盤にして、どのように行政を再構築し、

住民、国民が負託する自治体政府、国家政府を

どう構築していくのかという議論をしていく必

要があります。

そんなことを前提にしながら、これまで関わ

ってきた、いくつかのまちづくりをご紹介した

いと思います。

廃校舎を利用し て障がい者支援

（ 福岡県豊前市 旧上川底小学校）・

10 年ほど前、私は熊本県立大学に赴任して

いて、九州には 6年間住んでいました。そのと

き、福岡県豊前市の、廃校になった上川底小学
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校に調査に行きました。ここは「もみじ学舎」

と言われ、障がい者支援をするために、舟橋さ

んという方が企業を辞めて活動されています。

教室は、木工細工やパンを焼く工房に変わり、

近所にバイオリンを製作する方がおられたので、

バイオリンの工房もあります。地域の人たちが

講師になって、障がい者に技術を教え、そこで

製作しています。

そこで働く障がい者が無給ではいけません。

人間である限りは豊かな生活を送る権利があり

ますから、少しでも収入を上げようと、舟橋さ

んは、地域やこの施設を支えようとする人々の

力を借りながら、努力しています。焼いたパン

は、地域住民が町に出て販売する。もっとすご

いのは体育館です。外から見ると今にも潰れそ

うな体育館ですが、中に入ると間伐材などを利

用した、手づくりの音楽ホールになっています。

現在も建設作業が続き、徐々に、森の中にある

音楽ホールの雰囲気を出していっています。

このホールでは、最初は地元のミュージシャ

ンがコンサートを開いていましたが、今では、

世界的なミュージシャンも来るようになりまし

た。福岡市には、音響効果のいい、立派なコン

サートホールがありますが、こうした山の中で

演奏したいという、一流のミュージシャンも出

てきたそうです。一流のミュージシャンの場合、

高い入場料を設定できます。こうして、多くの

方々がこの活動の応援団になり、障がい者支援

を支えてきました。こういう取り組みは、行政

だけではできません。行政は、住民活動をどう

支援するか、制度をどうつくっていくかが、一

つの役割になります。

愛知地方自治研究センターで、かつて理事を

されていた森貞述さんが愛知県高浜市長になっ

たとき、高浜市にはＮＰＯ活動もボランティア

活動も、何もない。従来の農村型社会だと言わ

れていました。ハコモノをつくって、誰が運営

するのを考えるのが、行政の仕事でした。それ

廃校舎の教室で、木工細工やパン焼き

体育館が、手作りのコンサートホールに

を変えようと、森市長は社会福祉協議会と連携

し、まちづくりや福祉関係など、各種の講座を

開いて粘り強く取り組みました。その結果、ボ

ランティア、ＮＰＯ団体が生まれていきました。

市民がやりたい、やらなければいけないと思

うことをどう支援するのか。行政は、市民の多

様な要望に応えるために、制度の変更や条件整

備を行って、市民活動が活性化する仕組みをつ

くっていかないといけない 「もみじ学舎」の。

事例と同様に、行政が市民活動を支援すること

で、豊かな地域社会が生まれます。

違いを こ えて協働する 「 も やい直し 」

（ 熊本県水俣市）

九州にいるとき、水俣市の吉井正澄前市長の

もとで、総合計画を市民委員とともにつくるこ
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水俣資料館

とになりました。ところが当時、水俣市はチッ

ソを中心とした経済活性化を支援するグループ

と、被害者を中心とするグループが対決してい

ました。極端な例では、あいつはあっち派だか

ら、うちの八百屋では野菜は売らないと、住民

が属するグループによって、売る人と売らない

人を決める地域もありました。

そういう状態のなかで、吉井市長は「もやい

直し」ということを主張していきました。当時、

『現代用語の基礎知識』にも載るほど有名にな

った言葉です 「もやい」とは、船をつなぐこ。

とや共同でことを行うという意味です。こんな

に喧嘩をしていたら、いいまちはつくれないし、

豊かな生活もできない。どちらのグループに入

っている人も、いいまちをつくりたいという気

持ちには変わりがないのだから、お互いの違い

を認めあって、対話し協働する取り組みをしよ

うと 「もやい直し」と名づけられました。、

吉井市長はまず最初に、国や熊本県に先駆け

て、慰霊祭で、水俣病の被害者や亡くなられた

方々に謝罪しました。科学的には、まだ原因が

確定していない段階であっても、被害者が出た

ことに対して市には責任がある。市は、市民で

ある被害者を守らなければならないのに、それ

ができていなかったと考えて、謝罪したのだと

思います。こうしたことを通して、両グループ

は、お互いの違いを認めあうところからスター

トしていきました。講座を開く時には、双方の

立場の方に出席を求め、市民の判断にまかせる

ようにしました。パンフレットも、意見が異な

るところは両論併記にしました。これまでに、

両論併記のパンフレットは水俣市のものしか見

たことがありません。

私が関わった総合計画の策定では、最初のう

ち、両グループが対立していました。しかし話

し合いを重ねるうちに、水俣病と正面から向き

あい、水俣病の教訓を生かしたまちづくりをし

ていくことが共通の認識になりました。水俣学

で有名な吉本哲郎さんが生まれたり、各地域で

環境をテーマとした地域資源マップをつくった

りと、これからの地域のあり方を考える仕組み

もスタートしました。今では環境モデル都市に

なり、住民の誇りにもなっています。水俣に限

らず、お互いが違いを認めあう「もやい直し」

を、どうスタートさせていくかが、重要だろう

と思います。

ま ち づく り の人材拠点「 市民大学」

（ 愛知県知多市）

東京には、2006 年に開学した「シブヤ大

学 、京都には 2008 年に開学した「京都カラス」

マ大学」があります。どちらも、学校教育法で

定められた大学ではなく、地域密着型の生涯学

習の場であるとともに、地域を活性化させる

「まちづくり」活動の人材拠点ともいえる存在

です。あらゆる人の特技や知識などの能力を地

域に還元させるために、ある時は先生として、

またある時は学生として参加するという相互関

係を前提としています。

同じような理念で、愛知県知多市を中心に活

動する「ちた塾」は、上記の大学よりも早く、

2003 年にスタートしました。理事長の近田亮

さんは 「ちた塾は “ひとがふれあう学習ひろ、 、

ば”を基本理念とし、市民の学習成果をまちづ

くりに活かすことを目標に掲げ、取り組んでき

ました」と言います。18 歳以上なら市内外を
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問わず、誰でも教員にもなれるし、学生にもな

れる。受講料を安く抑え、教員謝金は受講者数

によって増減するという方式です。主婦でも、

特定の事柄については専門家です。そういう人

たちが、住民の必要に応じて講師になり、学び

たい時には受講生になれる。これによって地域

と人々が交流し、考える場づくりになっていま

す。行政は、生涯学習の場の支援は必要ですが、

民に任せることで余裕ができた分、他の必要な

分野へシフトすることが可能になるはずです。

そのためには、行政は自治体全体を絶えずマネ

ジメントし、住民が必要とする領域に重点移行

する責任の認識が求められます。

県境を越えた交流

（ 福岡県と 大分県の境を流れる山国川）

消防士だった友人が、不思議なことがあると

言っていたのが、福岡県と大分県の境を流れる

山国川に架かる山国橋です。この橋の橋脚は、

福岡県側と大分県側で工法が違います。大分県

側の橋脚はアーチ型にくり抜かれていますが、

福岡県側にはそれがない。これは管理主体が違

うために起こったことです。では、橋の真ん中

で交通事故が起こったら、救急車はどちらが出

動するのか。連絡を受けたら、双方で協議をす

るそうです。消防士とすれば、１秒でも早現場

に駆けつけて、病院に連れて行きたい。最初に

連絡を受けた方が出動すればいいのであって、

どうして協議するのか疑問に思ったそうです。

この川は歩いて渡れるほどの浅い川ですが、

水かさが増えることがあります。川で溺れる人

が出たときにも同じで、協議する。それを友人

は疑問に思い、ＮＰＯ活動を展開していきまし

た。この地域は、対岸同士の住民の交流があり

ません。新聞も、大分県側と福岡県側で違うた

め、情報の共有ができません。

ＮＰＯ活動をとおして対岸の交流が始まり、

山国川に架かる山国橋

上流と下流の交流もはかっていきました。その

結果、福岡県と大分県の県際交流が芽生え、住

民自身が、自分たちで地域のことを考えていく

必要があるのではないか、行政の役割を再考し

ようという運動につながっていきました。

地域文化の継承と 創造

（ 愛知県豊田市足助町）

愛知県足助町は、2005 年 4 月に合併して豊

田市になったまちです。この地域には、調査に

入る研究者が多く、私も 20 年前から通ってい

ます。足助町の住民が団結力を高めたのは、ト

ヨタ自動車の進出です。トヨタで働けば現金収

入が得られるため、田んぼや畑、山を手放した

り、手間のかかる仕事をしなくなって、まちが

荒廃する。地域の伝統文化も継承されなくなる。

こうしたことに危機感をもった住民が、足助の

まちづくりに熱心に取り組んでいきました。

今や観光のカリスマとなった小澤庄一さんが、

足助町職員のときに、小学校の展覧会を見せて

もらいました。将来なりたい夢を描いていまし

たが、バスの絵が多く、お父さんのように、バ

スに乗ってトヨタに働きに行きたいという気持

ちが表われた絵でした。

もちろん、トヨタが成長することは悪いこと

ではありません。トヨタで働くこともいけない

ことではありませんが、地域から考えた場合に

は、それで豊かな地域社会が維持できるかどう
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三州足助屋敷

か疑問です。そこで、小澤さんや当時の矢沢町

長は、観光客を対象に、足助で作られてきた木

工細工や生活道具の製造や、それらの民具を実

際に使いながら中山間部の農家の暮らしを再現

した 「三州足助屋敷」をつくりました。また、

「百年草」という観光施設を造り、ホテルやフ

レンチレストランのほか、地域のおじいさんが

作ったハムを販売する「ZiZi 工房 、おばあさ」

んが焼いたパンを売る「ベーカリーバーバラは

うす 、日帰り入浴施設のほか、社会福祉協議」

会によるデイサービスも設けました。ZiZi 工

房のハムやソーセージは、名古屋のデパートに

並ぶほどの質のよさです。観光と地域づくりを、

行政が責任をもちながら成功させた例です。

住民と 行政は

垂直的関係から 水平的関係へ

「住民参加」の仕組みは、すでに 1960 年代

前半、武蔵野市や三鷹市、神戸市で取り組まれ

ています。兵庫県では県民会議がつくられまし

た。日本行政学会の中心メンバーであった佐藤

竺先生は、この時代に 「住民参加論」を提起、

し、住民と行政の関係は垂直的関係から、水平

的関係に変えなければならない、と主張されま

した。

下図は、住民参加の関係を示したものです。

垂直的関係とは、何か問題が起これば行政が必

ず解決してくれると、住民が行政や議員に頼る

ことです。これまでの基本的な構造です。これ

は、経済が好況のときにはいいのですが、不況

になって財政的に厳しくなるとうまくいきませ

ん。水平的関係というのは、住民自身で課題を

解決していくことです。行政が利害調整するの

ではなく、住民同士で利害調整するのであれば、

政策形成過程に大きな影響を与えます。もちろ

ん住民だけでは限界がありますから、行政の支

援が必要です。

図 住民参加における、行政と住民の関係

（垂直的関係） 行政

○課 ○課 ○課 ○課 ○課

ａ町内会 ｂ町内会 ａＮＰＯ ｃ町内会 ｂＮＰＯ

（水平的関係） 行政

○課 ○課 ○課 ○課 ○課

ａ町内会 ｂ町内会 ａＮＰＯ ｃ町内会 ｂＮＰＯ
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まちづくりは、このように住民と行政との関

係を、垂直的関係から水平的関係に変えていく

ことが重要です。そして、水平的な関係ができ

なければ、これからの日本社会において、地域

社会を豊かなものにしていくのは難しいのでは

ないでしょうか。

当時は 「補完性の原理」という言葉は使っ、

ていませんでしたが、民主党が主張する「補完

性の原理」は、まさに 1960 年代前半の「住民

参加論」に、その原点を求めるべきだと思いま

す 「地域主権」の起点は住民です。地方政府。

をつくっていくためには、補完性の原理によっ

て、行政と住民の水平的関係をどう構築してい

くかが問われるのではないかと思います。

地域の主役と 地方政府

ガバナン ス と ガバメ ン ト

さて、地方政府をつくるには、ガバナンスを

どう構築するかがポイントになります。いくつ

かの自治体で、自治基本条例や住民参加条例、

協働促進条例などの策定に関わらせていただき

ましたが、条例に、行政と住民の「対等の原

則」を掲げると、対等であるはずがないと住民

から批判されます。市民委員が条例の原案をつ

くったとしても、表現が直されたり、場合によ

っては言葉が消えたりします。これでは対等で

あるはずがない。

しかし、代表制民主主義の国では、選挙で選

ばれた人が最終的な政策を決定します。したが

って市民委員会が原案をつくっても、市長や県

知事、議会がノーと言える。市町村合併で、住

民投票では多数を得られなくても、議会で合併

を議決した例がいくつかありました。代表制民

主主義のもとでは、こういうことが起こりえま

す。これは統治の仕組みであり、民主主義の仕

組みですから、それを前提にした対等性でしか

ないということがあります。

では、問題はどこにあるかというと、日本は、

ガバメントについて、住民に考える場を提供し

てこなかったということです。ガバメントを端

的に言えば、自治体の統治の方式です。アメリ

カには、さまざまな統治の方式があります。例

えば、シティ・マネジャー制。この制度は、選

挙で選ばれた市長ではなく、行政の専門家がシ

ティ・マネジャーとしてトップになる制度です。

政治的な判断は議会がします。レストランに例

えれば、メニューをつくるのは議会、メニュー

をおいしく料理するのは行政の役割ということ

です。その他、委員会制や、建国の出発点であ

った住民総会制があったりします。また、イギ

リスでは、地方分権が始まった 2000 年 4 月、

複数の統治の方式を選択できるようにしました。

ドイツやフランスにも、統治の方式を考える仕

組みがあります

ところが日本は、地方自治法ですべて決めら

れていて、どこにいっても議会があり、議員や

知事、市町村長は、選挙で選ばれます。私たち

は、ガバメントの方式を考えたり、つくったり

することはありませんでした。ここが、対等性

がないと言われる大きな原因です。これをどう

変えていくのかが、これから問われるのではな

いかと思います。

ニセコ町から始まった自治基本条例は、この

点について、問題提起をすることになりました。

自治基本条例というのは、現行の地方自治法を

柱にしながらも、議会や行政、住民は、独自の

統治の方式、独自の役割認識を持つということ

ですから、ガバメントのあり方を考えなおそう

と問題提起したことになると考えています。

小さ く なり すぎた日本の行政

私たち個人は、職業としての立場、サービス

を受ける消費者・顧客の立場、市民の立場と、

いろいろな立場があります。近年、これらのう
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ち「顧客」の立場があまりにも強調されすぎた

のではないかと思います。

イギリスのサッチャー政権は、ニュー・パブ

リック・マネジメント（ＮＰＭ）手法による改

革を行いました。簡単にいえば、民間手法の導

入や民間委託、民営化です。小泉流でいえば

「民でできることは民で」ということです。し

かし、財政学の専門家によれば、日本ほど民間

委託が進んでいる国はないそうです。つまり、

これほど行政が支えていない国はないというこ

とです。

「顧客」を強調しすぎた結果、市民としての

立場をどう保障するかという問題が残ってしま

いました。イギリスでは、コンシューマ（消費

者）かシティズン（市民）か、クライアント

（顧客）かが議論になりました。顧客は、企業

でも、国でも、自治体でも、どこからサービス

を受けようと構わない存在です。心地よく受け

られれば、提供主体はどこでも構わない。とこ

ろが、世の中にはそれだけでは解決できない課

題があって、そういう課題をすべて民に任せて

しまえば、もう市民が関われない仕組みができ

あがってしまいます。

民間企業は住民参加を積極的にはやりません。

ＮＰＯであったとしても、住民参加まで熱心に

するでしょうか。守らなければならない公共サ

ービスについては、行政が市民を意思決定過程

に参加できる仕組みをつくっていく必要がある

わけです。その上で、財政難であれば市民の判

断によって、ここは民間に任せようと決める。

民間に任せる場合は、住民が関われる仕組みを

つくっておく必要があります。

私の専門は行政統制論で、サッチャーの次に

首相になった保守党のメージャー政権の時に、

イギリスに調査に行きました。メージャー政権

は、民営化、民間手法の導入に対して、国民や

市民の声を反映させるとし、苦情処理システム

（Complaints handling system）をつくりまし

た。苦情をもとによりよいサービスを提供する

仕組みです。民に任せた業務であっても、住民

から苦情があれば、行政がコントロールする。

行政は、市民としての立場をどう保障するかが

問われています。

市民とは、責任と自覚をもって、地域の事柄

に関わる人をさします。身体障がい者も当然、

市民です。市民は、自分の意思で発言し、自分

の意思で選択する。行政は、市民としての立場

を保障していく仕組みをつくり、責任を果たさ

なければなりません。イギリスの改革は、その

ことを示していると思います。それがガバメン

トだと思うのです。

行政の役割は

｢見た く ない課題｣のマ ネジメ ン ト

今まで申し上げたことをまとめますと、豊か

な社会を構築するために、私たちの地域にはど

んな課題があるのか、その課題は誰が解決すべ

きなのかを、市民自身が考える仕組みをつくっ

ていかなければならないということです。流行

の「事業仕分け」ではないですが、市民が中心

になって、行政がするべきこと、自分たちの力

でやるべきことを、考える。現在、人間関係が

希薄になり、コミュニティが崩壊しようとして

います。それは、行政との関係が垂直的であっ

たため、市民自身でやるべきことができなかっ

た、やってこなかったことに、原因があります。

国や行政、コミュニティに、それぞれ問題があ

ったということです 「顧客」であるのか 「市。 、

民」であるのか考え直すのが、転換期における

行政の役割です。

転換のためには、個人や市民活動にエンパワ

ーメントが必要です。残念ながら、地縁団体と

ＮＰＯとの関係は、まだまだよくないと言われ

ています。芦屋市は、地縁団体とＮＰＯとの関

係構築を、精力的に進めています。阪神・淡路
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大震災のとき、復興のため、初期には地縁団体

が頑張っていましたが、大阪や神戸のＮＰＯが

支援に入り、連携する関係が生まれました。地

縁団体の存在に対しては批判もありますが、防

犯・防災の重要性が増しています。地縁団体も

ＮＰＯも活性化しないと、地域社会はよくなり

ません。まさに、双方をどう結びつけるのか、

エンパワーメントをどうしていくかが、行政に

問われています。

行政担当者は、ＮＰＯの支援に一生懸命で、

サークルにはあまり目を向けていない方が多い

のですが、サークルもすばらしいですよ。私は、

同志社大学でダイビングサークルの顧問をして

いますが、彼らはアルバイトで稼いで沖縄の海

に潜ります。優雅な生活だと思っていたのです

が、環境問題の学習をしはじめ、写真展で沖縄

の海の汚染や破壊を取り上げました。コーラス

のサークルは、福祉施設を回りながら、社会問

題や地域課題に目を向けています。

社会には 「見たい課題」と「見たくない課、

題」があります 「見たくない課題」は、行政。

が支えないと、どうしようもない面があります。

東南海地震などの災害予防は、行政の役割です。

住民は、まさか来るとは思わない。さらに、急

速に高齢社会となっていますから、行政が支え

ないといといけない 「見たくない課題」を的。

確に判断し、分析してマネジメントする能力が、

自治体には問われています。その意味で、行政

は大きな責任を負っています。

「豊かな地域社会」を構築するために、住民

の自治意識を高めると同時に、ガバナンスだけ

ではなく、ガバメントについて住民が考えられ

るような仕組みを、ぜひ、行政として作ってい

って欲しいと思います。

（いまがわ あきら・同志社大学政策学部教授）

＊この原稿は、2010 年 5 月 11 日に開催された、京都

地方自治総合研究所の総会記念講演で話された内容を、

編集して収録しました。

写真は、各ホームページから使用させていただきま

した 。御礼申し上げます。
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