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｢関西広域連合｣の

取り 組みについて

京都府政策企画部計画課参事

小谷充茂

関西広域連合の話をする機会をいただき有り

難うございます。広域連合を担当して 2年近く

なります。広域連合の検討はずいぶん以前から

ありまして、研究会という形で関西の府県や政

令市、経済団体が参加して、広域行政や広域連

合構想ということでやってきました。私は、広

域連合がより具体化し、議会に議案として出す

段階になってから関わっています。京都府議会

をはじめ、各府県議会に特別委員会が設置され、

さまざまな角度から議論があり、新聞などでも

報道されていますが、設立までにはいろいろあ

ったなと、今になるとそういう思いがあります。

昨年 9 月の府議会で議決をいただき、11 月

、に総務省に許可申請、12 月に設立許可を受け

今年 1 月 15 日には、設立後はじめての連合議

会が開かれました。新聞やテレビで結構取り上

げられ、大きなニュースになっていて、知名度

はわりに高いのではないかと思います。広報課

で「関西広域連合のことを知っていますか？」

という 100 人に街頭アンケートをしたところ、

「知っている」が 13人 「聞いたことがある」、

が 32 人 「知らない」が 55 人でした 「関西広、 。

域連合」という名前を知っている人が半数近く

いました。行政施策もずいぶんたくさんありま

すので、半数近くが知っているのは、かなり知

名度としては高い方ではないかと思います。し

かし、まだまだ具体的な内容までは知らないと

いう方も多くいらっしゃるので、これからも広

報には力を入れていきたいと思います。

関西広域連合制度の特色

今日の話は 「関西広域連合って何？」とい、

った基本的なところから、はじめに、関西広域

連合の概要やポイントについてお話します。

関西広域連合は 2府 5県（滋賀県、京都府、

大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県、鳥取県）

で構成されています。パンフレットでも奈良県

のところがは空白になっていますが、奈良県は

参加されずに、関西の 2 府 5 県です。人口は 2

000 万人を越える規模で、日本で一番大きい自

治体となります。

府県域を超えた広域事務の共同処理

広域連合制度は、地方自治法で規定されたも

ので、設置の目的は 2 つあります。1 つは府県

域を越えた広域事務の共同処理。ここでよく誤

解があるのが、府県の上に広域連合をつくって、

2 重 3 重ではないかと。しかし制度上も、広域

連合で共同処理をする事務は、府県の事務では

なくなります。府県の事務を持ち寄って関西広

域連合で集約化し、一緒にしようということで

すので、府県の事務とダブることはありません。

分かりやすい例として、予定されている事務の

1 つに資格試験がありますが、調理師免許や製

菓衛生師免許の集約化があります。今は京都府

知事の免許が出るわけですが、府県の事務でな
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くなり、広域連合の事務としてやりますので、

関西広域連合長が発行する免許となります。も

う 1つの目的が、国の出先機関の受け皿づくり

です。当然、府県で受けられるものは、府県で

受けますが、広域的な受け皿を広域連合がやろ

うということです。もともと広域連合制度は権

限移譲を 1つの目的につくられている制度で、

国の事務や権限の要請権があり、他にはない広

域連合制度の大きな特色の 1つです。

議会や行政委員会を設置した地方特別公共団体

広域連合は、特別地方公共団体という位置づ

けです。一部事務組合と同様で、市町村では消

防組合やし尿処理組合等がありますが、それと

同じ特別地方公共団体です。広域連合では議会

や行政委員会も持ち、基本的に都道府県や市町

村と同じようなものですが、課税権はありませ

んので、それ以外は基本的には同じものだと考

えていただければと思います。今回、広域連合

長や連合議会の議員は、間接選挙で構成府県知

事、府県議会議員から選ばれたのですが、制度

的には直接選挙もできます。ただ、人口 2000

万人ですので、選挙ということになると膨大な

経費もかかります。スタート時点の事務の規模

ですと、選挙だけでも膨大な経費を要し、かえ

って非効率なので間接選挙ですが、制度的には

直接選挙も担保されています。

規約は参加府県議会すべての議決が必要

設立の手続きですが、広域連合を設立するに

は府県間でまず「規約」というものを定めます。

府県間で協議し規約を定め、構成府県のすべて

の府県議会の議決を得たうえで、総務大臣の許

可を得て設立されます。規約というのは、どう

いう事務処理をするのか、どういった組織運営

をするのか、各府県の分担金のルールはどうす

るのか等を定めたもので、議会に議案として提

案し、議決を得る必要があります。規約に掲げ

る事務は、どういった法律の何条の事務と細か

く規定され、先ほども申しましたように、府県

の事務ではなくなります。各府県が同時に同じ

議案を出して、そこで可決されて初めて総務省

に許可される。どこかの府県で否決となれば、

可決されたところだけで設立できるのではなく、

一から出直しになって、もう 1回、否決された

ところも、可決されたところも同じように再度

議案を出していくことが必要です。またどこか

の県で議案が修正されると、またもう 1回議案

を出し直しということで、非常に難しい面もあ

るということです。事務を拡大する場合には規

約の改正となりまして、規約改正の場合にも議

案として議決をいただくことが必要となります。

手続き的には難しいのですが、住民代表である

各府県議会で議論をいただきますので、非常に

民主的な制度となっており、いわゆる連携や協

働事務とは手続き面を見ても、相当違います。

また、組織として、連合議会が設置されますと

ともに、直接請求制度が適用されて、条例の制

定や改廃、議会の解散、長及び議会議員の解職

といった制度があります。こうした点が制度の

特色であります。

設立に当たっての論点

設立に当たっての懸念というか、いくつか論

点がありました。大きくは次の 4点。道州制に

つながるのではないか。とくに橋下知事が「関

西州」という話をされていましたので、少し誤

解もありました。一緒にやるのは良いが、施策

が都市部に集中し、都市部だけが繁栄するので

はないかと懸念される方がいらっしゃいました。

また、2 重行政や屋上屋になると懸念をされる

方もいらっしゃいました。奈良県が不参加では

ないかと懸念される方もいらっしゃいました。

ぜひとも奈良県には参加いただいて、名実とも

に「オール関西」で一致してやっていきたいと

思っています。
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今なぜ､関西広域連合なのか

次に、今なぜ、こうした広域連合が必要なの

かについてですが、広域交通基盤の整備や情報

化、国際化、市町村合併も進み、府内では 44

あったものが 26 市町村になっています。生活

圏も経済圏もずいぶん広くなっています。さら

に人口減少や少子高齢化、都市と過疎化、何よ

りも国も地方もお金がありません。こうしたな

かで、できるだけ効率化していこう、1 つの府

県で対応が難しい広域的な課題は、府県が協力

して取り組もう、一緒にやろうということです。

東南海、南海地震の大規模災害の備え、ドク

ターヘリや救急医療の問題、中国をはじめ外国

人観光客増加への対応、環境問題等々、府県単

位でやっても難しい課題が多くあります。そう

いう問題に取り組もうとしています。今でも、

府県間で多くの連携施策があります。例えば、

大規模災害や地震対策については、災害発生時

に相互応援協定を結んでいます。近畿府県で合

同防災訓練もしています。問題意識としては応

援協定を結んで、どこかが被災した時にはどこ

かの府県が助けましょうとか、備蓄を融通しあ

いましょうというルールはありますが、任意の

連携、協力としてやっていますので、それでは

不十分ではないか。実際に災害が起こり、京都

だけが被災したということですと、大阪、兵庫

も助けてくれると思いますが、複数府県で被害

がある大きな災害が起こった時に、司令塔のも

と、しっかりとしたルールを作ってやらないと

いけないのではないかということで、今よりも

さらに一歩進んだ安心安全をめざし、広域連合

で取り組むことを考えています。

ドクターヘリを鳥取、兵庫、京都の 3府県で

協定を結んでやっていますが、府県間の協働を

もう一歩進めて、広域連合として責任ある、き

ちっとした組織で、しかも大阪府や和歌山県の

ドクターヘリとも連携し、関西全域でドクター

ヘリを運航したいと考えています。環境分野で

は、府県独自のエコポイント制度があります。

京都でやっていますし、滋賀でも、兵庫でもや

っています。やはり生活圏も経済圏も府県を越

えていますから、関西で 1つのエコポイント制

度に統一しようということを広域連合でやろう

としています。産業分野では、府県ごとにやっ

ていたプロモーションを関西として 1つで取り

組み、規模も大きく、内容も充実したものにし

たいと考えています。資格試験としては、調理

師や准看護師試験をそれぞれの府県でやってい

ますので効率が悪い。広域連合で、それを 1本

でやろうと考えています。

広域連携でうまくいっているのなら、広域連

合をつくらなくてもいいのではないか、という

議論がありました。問題意識としては、任意の

連携組織では法的権限もありません。例えば、

試験の共同化も一定、協力して試験問題を共同

でやっているのですが、免許を発行しよう、事

務を集約しようとなると広域連携ではできない。

また、住民や議会のチェック機能も不充分です

が、広域連合制度では、議会や住民によるチェ

ック機能が働きます。組織の問題ですが、共同

防災訓練をしていますが、連携では事務局を持

ち回りのような形でやっています。年ごとに違

う府県が担当するということで、経験やノウハ

ウが蓄積されていないのではないか。広域連合

の防災担当の県があって、そこが継続してやる

ことで、経験やノウハウが蓄積され、専門性も

できるのではないかと思います。それから広域

的視点の欠如の問題ですが、広域連携ではそれ

ぞれの府県が対等な立場でやっているわけで、

実際に起こっているかどうかは別にして、例え

ばパンフレットをつくる場合、各府県 1ページ

ずつということではなく、広域連合として関西

を 1つにして濃淡をつけて戦略的にやりたいと

いうことです。また、任意の連携組織では、国

の出先機関を受けられません。このように、任
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<関西広域連合の組織>

広域連合委員会

広域連合長
広域連合議会

副連合長

担当委員

選挙管理委員会
広域連合協議会

監 査 委 員

公平委員会
事 務 局

（本部事務局： ）大坂市内

総務・企画部門、資格試験

（分散型事務局）

広域防災局（兵庫県）

広域観光・文化振興局（京都府）

広域産業振興局（大阪府）

広域医療局（徳島県）

広域環境保全局（滋賀県）

広域職員研修局（和歌山県）

意の連携ではいくつかの課題がある中で、広域

連合の設立をめざした訳です。

自治に関する基本的な考え方

京都府のめざす自治に関する基本的な考え方

は、住民自治を基本に、できるだけ地域のこと

は地域で決めていく、住民に一番身近な基礎的

自治体である市町村があって、補完性の原理で、

市町村ができないものを府県が補完し、さらに

都道府県でも解決が難しい、府県単位では効率

性が悪い、府県域を超える広域課題を広域連合

で取り組もうというのが、京都府の基本的な考

え方です。広域連合が道州制につながるとか、

よく誤解があるのですが、府県制度を前提とし

た広域連合であって、何でも一緒にしようとい

う道州制とは、趣旨も制度もまったく違うもの

です。兵庫県の防災、滋賀県の環境、京都府の

観光等、それぞれの府県の強みを生かした連合

体として、関西広域連合を立ち上げたというこ

とです。

関西広域連合の組織と運営

関西広域連合の組織や運営についてお話しま

す。構成府県は 2府 5県ですが、一部事務組合

ですと完全に事務が一致しないとだめなんです

が、広域連合は違う事務でもいいので、2 府 5

県のうち資格試験は、徳島県と鳥取県が参加し

ていません。鳥取県は観光と医療のみの参加で

す。異なる事務であっても広域連合だとできる

のが特色の 1つで、市町村の事務と府県の事務

の共同化ということもできます。

連合長は兵庫県知事、副連合長は和歌山県知

事です。連合長は府県でいえば知事。制度上は

そこに権限が集中しているわけですが、いろい

ろな構成県の多様な意見を反映しようと、広域

連合委員会を設け、構成府県知事が委員として
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合議制で運営されています。大阪府と和歌山県

では規模も違う。小さな県の意見も取り入れよ

うと、基本的には全会一致で、重要事項や方針

を決めることになっています。広域連合委員会

は内閣みたいなもので、総理大臣がいて防災や

観光の大臣がいる。連合委員会で閣議決定し、

方針を決めて、大臣が責任を持ってやるという

ことで進めていくことになっています。

広域連合議会は定数が 20 人。制度上は直接

選挙もできますが、構成府県ごとに定数を定め、

府県議会議員から選出されています。京都府 3

人、大阪府 5人、兵庫県 4人、滋賀、和歌山、

鳥取、徳島県は 2人。まず各府県に 1人を割り

当て、250 万人を越えるごとに 1 人を加える配

分になっています。じつは、1 票の格差も計算

しており、それを超えないような形になってい

ます。

住民等の意見を聴く附属機関として、広域連

合協議会の設置も予定されています。広範囲な

自治体となりますので、住民ニーズの把握や住

民の意見を取り込むことが、非常に大切になっ

てくると思います。

次に、事務局組織についてですが、基本的な

考え方としては、できるだけ簡素で効率的な組

織で、さらにそれぞれの府県の持つ強みや特色

を生かせるような組織としています。本部事務

局は大阪市内にあり、構成府県からの派遣職員

で広域連合の専門の職員を配置しています。分

野ごとの事務については、広域防災局が兵庫県、

広域観光文化局は京都府、広域産業は大阪府に

ありまして、京都府の場合は、観光課の職員が

広域連合職員を兼ねるという形で、それぞれの

府県の強みを活かしていきたいということです。

事務が広がって専門的になれば、専門の部署を

おくことを検討しても良いかもしれませんが、

今の事業規模、予算の規模であれば、来年度の

予算で 5億円くらいですので、自治体の規模と

しては小さいものです。今はちょうどいい感じ

かなと思っています。府県職員が兼ねています

ので、広域的視点がどうかといった指摘もあり

ます。広域観光では、主に外国人観光客の誘致

に取り組みますが、国内観光だと、京都に来て

くださいと一生懸命に宣伝すればいいのですが、

外国人観光客は 1 週間とか、10 日間とか、長

期でしかも広域に動きます 「京都に来てくだ。

さい」だけでは増えないので、大阪とセットに

する、和歌山とセットにするなど、京都だけで

はなく、関西全体の魅力で誘客していくことが

重要です。京都府としては、そうした観光客を

天橋立や山陰ジオパークなど、府内の観光地と

も結びつけていければと思います。府県間競争

するところは競争する、関西で協働できるとこ

ろは協働する、メリハリをつけてやっていきた

いと思います。また、選挙管理委員会、監査委

員、公平委員会など、自治体で備えるべき機関

を備えている形になっています。

広域連合の課題と対応

最後に、広域連合の課題と対応について、考

え方を説明します。いろいろ議論する中で、こ

ういうところが心配だ、懸念があるといった点

についての対応です。広域連合ができると、府

県の意見とは別に広域連合独自にやられるので

はないか。そうしたときに施策が大都市に集中

し、周辺府県が取り残されてしまわないかとい

った懸念がありました。広域連合では、先ほど

申しあげたように、執行機関として各知事で構

成する委員会を設置し、そこで重要事項や基本

方針、処理方針を諮って全会一致で決めていく

仕組みになっています。広域連合の分担金や事

務の拡充の場合の規約変更等は、府県議会の議

決事項になりますので、府県議会のコントロー

ルのもとにおかれているということです。議会

定数も単純な人口割りではなく、特定府県の意

向に左右されないような多様な意見が尊重され

る工夫もされています。広い範囲を対象としま
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すので、地方分権の視点、住民自治からどんど

ん離れるのではないかという心配もありますが、

これまでの任意の連携と比べると、議会の関与

もありますし、住民監視の制度もありますので、

基本的には自治を強化する方向にあるのではな

いかと思います。道州制との関係は、広域連合

と道州制は、趣旨も制度もまったく違いますし、

広域連合が気がつくと道州制になっているとい

うことはあり得ないことです。府県との重複に

関する懸念は、基本的に府県の事務を切り取っ

て持ち寄り、広域連合で共同処理するので、府

県の事務と広域連合の事務が重なることはあり

ません。新たな組織をつくるのでお金がかかる

のではないかという懸念については、事務局は

できるだけ簡素で効率的な形とし、実施事務に

ついても、バラバラに府県でやっていたものを

1 カ所に集約するわけですから、基本的にはコ

ストダウンにつながると考えています。

12 月に設立し、1月にスタートしたばかりで

す。まだだま、準備段階で本格実施というわけ

ではありませんが、国の出先機関の問題につい

ては 「国出先機関対策委員会」をつくり、大、

阪府の橋下知事を委員長、山田知事が副委員長

となり、各府県知事が強い決意を持って進めて

いますので、今後の動きに注目していただけれ

ばと思います。これが動けば、本当に地方分権

が大きく前進する、地方が変わるのではないか

と思います。これまでの報道でも、期待する声

と懸念する声が出ていたと思います。ぜひ頑張

って、目に見える形で成果を出していきたいと

思いますので、よろしくお願いします。
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