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１ 非日常的改革と日常的改革

民主主義の根本を支える法制度設計は、我々

の生活の観点からみれば、非日常的な場面で登

場することになっている。言うまでもなく、自

治体における民主主義の根幹となる制度は選挙

である。特別な問題が発生しなければ、地方自

治体の首長や議員の選挙は基本的には 4年に一

度実施される。首長の交代によって、あるいは

議会の議員構成（政党や会派の構成）の変化に

よって、その自治体の政策変更等は余儀なくさ

れる。このような点では、選挙は非日常的改革

を促すものである。ところが、開かれた議会運

営に向けた改革には、住民とともに日々の議論

が必要であり、この面からは日常的な改革の側

面にスポットが照らされることになる。運営上

の改革議論が日常的に生じ、運営改革が進行す

ることで、非日常的な制度改革にも影響を及ぼ

すようになるのである。例えば、住民が議会の

仕組みや意思決定の経過を知ることができるよ

うになると、開かれた議会改革は実質的に進行

するようになるし、ひいては議員定数、選挙区

のあり方等の非日常的な制度改革の議論にも連

動するようになる。

住民が主導権を握って運用できるという点で

は、直接請求制度は日常的のように見えるが、

実際には抜き差しならない問題が発生しない限

りは、制度の活用が難しい。したがって、条例

の制定・改廃請求、監査請求、議会の解散請求、

議員や長の解職請求等の直接請求制度は、伝家

の宝刀として位置づけるのが適切である。

その他には、住民監査請求や住民監査請求前

置主義を前提に成り立つ住民訴訟制度等の民主

的な制度設計がなされているが、これらも住民

に権利としては保障されているものの、住民が

容易に制度の活用ができるわけではなく、非日

常的改革を促すものである。

一方では、日常的に自治体の政策や運営上の

改革に、住民は主人公としてどのように関わる

べきかが問われるようになった。自治体の環境

が複雑になればなるほど、首長や議会だけの判

断では適切な政策を決定することが難しくなっ

てきた。そこで、選挙を前提とした「正統性」

に基づく形式的合理性を補完し、実質的に適切

な判断を導くことができるような、「正当性」

を担保するための制度設計の議論が、不可避と

なるのである。

２ 日常的改革への扉

この正当性を担保するため、まさに日本の自

治体は独自の発展をしてきた。

日本では、行政と住民との上意下達の関係か

ら、広報だけではなく住民の意思を積極的に聴

取し、政策に反映させる広聴との、双方向のコ

ミュニケーション(Public Relations)の仕組みが、

第二次大戦後、民主主義の手法として各自治体

に導入された。

その後、高度成長によって、経済的発展の陰

では多様な課題が生じ、公害や開発をめぐる反

対運動等の住民運動も高まった。このこととと

自治体行政運営の日常的改革の必要性 9



もに、しだいに住民の自治意識も高揚し、決定

前に住民が意思を表明するためには、政策形成

過程の情報を住民も共有することが必要であり、

政策広報の必要性が唱えられていった。現状で

は、ほとんどの自治体で情報公開制度も発展し、

ホームページ等で審議会等の議事録や審議会等

での配布資料も掲載されるようになり、政策広

報はかつてに比べれば進歩してきた。しかしな

がら、必要な情報がそれを求める人に必ずしも

情報が伝達されるわけではないので、多様な事

情を前提とする個人の声をどのように受け止め

るべきかについても、同時に考慮すべき課題と

なる。

そこで、広聴については、地区懇談会等で市

長や自治体幹部が住民の意見等を聴く集団広聴、

行政の広聴窓口等で住民の苦情等に個々に対応

する個別広聴、アンケート調査等の調査広聴等、

多様な形態の広聴方式が導入されてきた。住民

にとっては日常的に発言できる機会として、広

聴は重要な役割を果たしている。だが、集団広

聴については伝統的に地域との相互依存関係の

なかで、関係する行政部署は自治会等の地縁団

体の声を優遇する傾向にあり、一方では、個別

の市民の声にどのように対応すべきかについて

の対応は、制度的に十分整備されているとは言

えない状況にある。個別広聴については、住民

の満足が得られない場合には、行政への不信感

を募らせることに成りかねない。さらに、広聴

の仕組みそれ自体は重要なものであるが、広聴

の結果を判断するのは当該部署等の行政の側に

あり、住民相互の利害調整や学習の結果に基づ

くものではないという点にも、改革の光を当て

る必要がある。個人の声は「エゴ」という表現

で片づけられてしまいかねないが、個人の声で

あっても全体の議論のテーマとすべき点は少な

くないからである。

そこで、このような課題を解決するために、

広聴とは一線を画し、政策形成過程に住民が直

接参加する住民参加の概念が登場することにな

る。住民運動は国や自治体の行政の外から政策

変更等に影響力を及ぼそうとするものであるが、

住民参加は行政担当部局の側が設定するもので

あり、住民の側が多様な利害関係の調整に乗り

出し、当事者としての責任と行政等との役割の

分有を前提に、行政の政策形成過程に直接参加

することである。この住民参加の概念について

は、1960 年代に佐藤竺氏を中心に概念的に確

立し、実態上も武蔵野市等で住民参加の実践が

行われた。直接請求制度等の法的に定められた

参加形態以外に、自治体が独自に政策形成過程

への住民参加の仕組みを構築する時代を迎え、

日常的改革への扉が開かれていくのである。

３ 住民参加における課題と

その補完の仕組みの必要性

このような 1960 年代からの取り組みがある

にも関わらず、現在においても、広聴と住民参

加とを混同して使用する自治体もある。また、

1960 年代に生まれた住民参加の意味の理解な

きまま、その後、今世紀初頭頃に、住民参加と

は異なり、住民参画こそが政策形成過程への直

接参加であると主張する自治体が登場すること

になった。もちろん言葉の使用やその意味は、

個々の自治体で定義すれば良いことであるが、

以上のような経緯の認識が無ければ、なぜ後発

的にしか改革できなかったのかを探ることがで

きなくなる。ここの要因こそが、今後の改革の

主要なポイントになるはずである。多くの場合

は、自治体行政が地縁団体との垂直的な相互依

存関係のなかで運営されてきた経緯があり、こ

れまでこの伝統的な自治体行政運営の秩序が維

持され続けてきたため、新たな発想で自治のシ

ステムを変更することが困難であったところに

も、その要因はある。加えて、機関委任事務を

柱に、中央省庁のコントロールの下で機能して

きた自治体行政にとっては、中央省庁が示す手

続きや基準を満たすことが重要であり、住民を
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主人公とした民主的運営に関心を集中すること

があまりなかったことも、指摘できよう。だが、

自治体は少子高齢化、財政難等の多様な課題解

決に、伝統的な自治体行政運営方法では対応で

きなくなり、また地方分権の影響もあり、後発

的であったとしても、住民が当事者としての責

任の自覚と役割の分有のために、住民が直接政

策形成過程に参加する必要性を認識しだしたの

である。

ところで、そもそも日本で 1960 年代に住民

参加が必要となった主要な要因として、次の 2

点を挙げることができる。

第一に、1960 年代はゴミの焼却処理場等の

迷惑施設建設や、都市改造事業が行われていっ

た時期であり、住民の権利意識や自治意識の高

揚とともに、従来の周辺自治会の同意を得、一

定の「迷惑料」を周辺自治会に配分する方法で

は、住民合意を得ることが難しくなっていった。

そこで、環境問題や地価の低下等の影響を直接

受ける地域だけではなく、自治体住民全体の問

題として、住民自らが相互の利害調整に乗り出

せるような仕組みが必要になってきたのである。

さらに、そこには住民が適切な判断ができるよ

うに、行政側からの積極的な情報提供だけでな

く、その建設や事業に関わる専門的な判断も必

要であり、各種専門家の参加も要請されたので

ある。ともあれ、当該地域の住民は被害者であ

るだけではなく、自治体全体（さらにはより広

域的範囲）の住民が加害者であるとする当事者

意識の認識を持つことが、住民参加の基盤とな

っていった。

第二に、1969 年の地方自治法改正（第 2 条

第 4項）にともない、市区町村の基本構想策定

が議会承認を前提とする形で義務付けられた。

基本構想に基本計画、実施計画等も含めて総合

計画を策定し、たんなる行政計画ではなく、住

民と共有できる総合計画づくりに目覚めた一部

の自治体では、総合計画の策定に住民参加方式

を取り入れたのであった。その後、総合計画だ

けではなく、各種個別計画も住民参加の方式で

策定されることが増えてきた。なお、この地方

自治法の基本構想策定義務規定は 2010 年に廃

止されたが、その後もほとんどの自治体の総合

計画策定に住民参加方式が取り入れられている。

総合計画等各種計画策定過程への住民参加は、

基本的には住民相互による多様な水平的利害調

整によって、住民自らが責任の自覚を高めるこ

とを促すことになった。住民自らが調整に乗り

出すことは、住民参加は実質的に政策形成過程

で重要な役割を果たすことになる。したがって、

法制度上は首長や議会に決定権があるものの、

その決定権に直接的な影響力を及ぼすと言う意

味から、政策形成過程への住民の直接的な参加

を住民参加とする概念が生まれたのである。政

策形成過程への参加がなされるがゆえに、その

後の実施過程や評価の過程への参加が意味のあ

るものとなる。とりわけ、2000 年頃より策定

された総合計画には、それぞれの施策ごとに、

「市民の役割」に関する記述が明記される傾向

にある。

住民参加の方式としては、審議会形式を基本

とし、指名（従来型の各種団体の代表者に加え、

NPO 等の当事者関係団体の代表者も含）、公募、

無作為抽出等の各種組み合わせで選出の市民に

より構成される市民委員会形式が中心で、そこ

に学識経験者や議員が加わる場合が多い。無作

為抽出については、多様な世代から選ばれる可

能性や自治体内の各地域から選ばれる可能性が

高く、広範な市民の声が反映される観点から評

価されている。また、この無作為抽出法式は、

伝統的な自治の秩序とは異なり、例えば自治会

長の頭越しに選ばれることも多く、潜在的な意

見の掘り起こしにも効果がある。さらには、庁

内公募の職員も含め、市民委員との合同の委員

会を構成し、市民と行政との協働による政策形

成をめざす形態のものまで生まれている。

ところで、自治体の総合計画策定審議会等で

議員の参加が見られることもあるが、議会によ

自治体行政運営の日常的改革の必要性 11



る行政のチェック機能の観点から、議員が首長

の任命による市民委員会形式の審議会に参加す

ることには、批判的な見解が有力であり、議員

参加は減る傾向にある。

住民参加には、住民自らによる利害関係の調

整が重要なポイントとなる。住民参加によって

実現しようとする政策、施策、事業の策定過程

に適切な当事者の声が反映されない場合、専門

的な判断が必要な場合、あるいは「環境保全か

開発か」等、議論すべき価値観や論点がある場

合には、いわゆる学識経験者が住民の議論に参

加し、住民間で適切な議論ができるように参加

の手法は設計されることになる。住民には、地

域のあるべき姿（価値）も含めて議論する責任

があることを前提に、住民参加の仕組みは構築

される必要がある。もちろん、住民参加は代表

制民主主義に代わるものではなく、あくまでも

補完するものであり、最終的な価値判断や決定

は代表制民主主義の仕組みに託されている。

以上のように、多くの自治体で、住民参加の

仕組みはいろいろな形で開発され、発展してき

た。また、多くの自治体では、住民参加と広聴

との組み合わせによって、広く住民の声を政策

形成に反映しようとしている。

さて、住民参加は代議制民主主義を補完する

点で重要な意義を有しているが、住民参加にも

いくつかの残された課題がある。住民参加は個

人としての参加が前提として位置づけられてい

るものの、多くの自治体で採用されているよう

に、各種団体の代表者として指名される指名委

員の占める比率は決して小さくは無く、既存の

自治の秩序維持との関係で、個人の立場が軽視

される可能性がある。また、公募比率が高い場

合であっても、各種職業や所得階層に応じて住

民が参加しているわけではなく、いわゆる社会

的弱者の立場からの発言と、それを全体の声と

して議論できる場の形成はなお必要とされると

ころである。

４ 協働における課題と

その補完の仕組みの必要性

近年では、どこの自治体でも住民参加以上に

協働について唱える場合が多い。ところが協働

の概念も、自治体によってさまざまであり、研

究者の側でも百家争鳴の状況にある。とはいう

ものの、目的の共有や協議における対等性等に

おいては、おおよそ共通した認識がつくられて

きたが、実態上は NPO 団体等の市民活動団体

は行政部局の下請け化の傾向が見られるところ

である。例えば、市民協働提案制度においても、

現状の行政の施策等の方針と一致しない限りは、

協働関係の構築は困難である。担当の行政職員

には下請け化の意識は薄いものの、予算編成の

サイクルに適合するように市民協働提案制度の

実施過程を見直す必要がある。また、行政はこ

れまでの運営や調整手法に慣れ、そのための手

続き等が定着しているので、改革には相当の意

欲が必要であり、担当職員個人の頑張りでは、

限界があると言えよう。

ともあれ協働の推進は全国的な動きであるし、

その場合の協働の前提は、自治会や NPO 等の

団体であり、個人ではない。協働やネットワー

クは、多様な能力をつなぎ課題を解決する上で

は着目すべき仕組みであるし、推進すべきであ

る。しかしながら、団体を前提とする場合には、

団体の民主的な運営の推進は求められるべきこ

とであるが、団体に所属しない人、とりわけ社

会的弱者にとっては、NPO 等の団体が代弁者

としての役割を果たすことがあるものの、日常

的にその意思を表現できる機会は少ない。さら

には、団体間のネットワーク化が進行すればす

るほど、団体の草の根的な特質も次第に専門化

する傾向にあり、特定の人々による主導グルー

プによって運営がなされる傾向は避けられない。
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５ 個人を「市民」にするためには？

以上のように、住民参加や協働を推進するこ

とは重要であるが、個人の観点からは課題が残

されることになる。ここで指摘する個人とは、

行政サービスの受け手である「顧客」としての

個人ではなく、自治体の主人公として政策形成

過程、実施過程等の政策過程や自治体行政運営

改善に主体的に関わる「市民」である。個人に

は多様な特質があるので、いわゆる社会的弱者

を「市民」として保証するためのシステムや、

制度設計の議論は不可欠である。そして、この

ことは、住民参加や協働を補完する仕組みとし

ても考えていく必要がある。

窓口の行政職員や、現場で地域住民と接する

業務をしている行政職員は、いろいろな住民の

声に接する機会が多い。行政職員が住民の重大

な悩みを認識しても、行政職員個人の判断では、

手続き等の行政の運営改善、あるいは NPO 等

との救済ネットワークの構築に向けることは、

難しい。さらには、本来のプログラム評価であ

る効果の高い事業への変更に向けて、組織内で

議論することも容易ではない。こうした時に、

当該の住民の苦情等に、第三者的に対応し、行

政運営等の改善について行政組織内で議論でき

るように影響を与える仕組みが構築されれば、

行政職員にとっても、より満足感が高まる仕事

ができるようになる。

ところで、日本も指定管理者制度等、NPM

思想の影響を受けて、民間事業者による公共サ

ービスの提供が拡大する傾向にあり、公共サー

ビス全体の分析や、マネジメントする方法が問

われているところである。

また、平成の市町村合併によって、基礎自治

体は広域化したが、それにともなう弊害を解消

するために、行政の政策形成や運営改善等に影

響を及ぼすことができるような、民主的な仕組

みや苦情処理の仕組みについて、議論されるこ

とがほとんどなかった。そもそも、民主主義に

コストをかけようとする意識に乏しいように思

われる。本来は、民主主義にコストをかけた方

が、結果として効果的な政策選択、施策・事業

選択、さらには行政運営が可能となり、効率性

も高まるはずである。より適切な政策選択や行

政運営が可能となれば、自治体の財政難への貢

献もすることになる。

平成の市町村合併を契機として、地域自治区

等の都市内分権（自治体内分権）の仕組みづく

りを推進する自治体も増えたが、一定のコミュ

ニティ内の活性化に集中する傾向にあり、特定

の地域課題や個人の声を前提に、自治体全体の

多様な行政サービスの基準設定や、運営手続き

のあり方等について、議論するシステム形成の

考察が求められるのではないだろうか。

６ 個人の意思の再考

個人の意思の表明という観点から、苦情（要

求や要望も含）に焦点を当てておこう。

「苦情」と言う言葉を聞くだけで、拒否反応

をおこす文化が、行政組織には定着している。

ところが、個人の意思には、これまで述べてき

たように重大な意義が含まれているのである。

「苦情」の相談や救済には、さまざまな役割

がある。相談者にとっては、何らかの解決を求

めるだけでなく、相談に応じてくれる人がいる

だけでも安心できることがある。この場合には、

自治体の行政相談の担当者が相談相手になる場

合もあれば、地域の子育てサロンのように、子

育ての中の親同士が語り合い、悩みを共有し、

コミュニケーションを図ることが、悩みの解消

となり、お互いが苦情相談者として対応してい

ることになる場合もある。

「苦情」は、人間にとって重要な意思表明の

手段である。「エゴ」と言うことで片付けられ

てしまうこともあるが、その苦情処理をきっか

けに各方面の改善に役立つこともある。しかも、
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社会的弱者にとっては、「苦情」が自治体に発

言できる唯一の方法かもしれない。社会的弱者

は高齢化社会の進行とともに、増えると考えら

れる。また、高齢者に限らず、仕事の関係で自

らの意思を表明する機会の少ない住民も、社会

的弱者であると位置づけて良いであろう。した

がって、行政苦情救済の手段は、民主主義の中

心的なシステムとはならないが、民主主義のシ

ステムを補完する役割を担うものである。

いずれの場合であっても、「苦情」の根本原

因は、中央省庁や自治体の政策、施策、事業と

無縁ではない。したがって、多くの「苦情」は、

政策選択にともなう施策や事業のあり方、サー

ビスを受給できる資格等の基準のあり方とつな

がってくる。地方分権、地域主権改革の下では、

公営住宅の入居基準、道路の構造に関する基準、

保育所の設備・運営に関する基準等、地方独自

の義務付け・枠付けの見直しを推進してきた。

ところが、個別の苦情を前提に、「苦情」を発

生させている根本原因まで追求しようとするシ

ステム設計はそれほど行われてこなかった。

したがって、苦情処理は単なる個人の課題解

消のためにあるのではなく、個別の声を全体で

議論すべき声として、公共の議論の俎上に載せ

るところに、苦情処理の役割がある。このよう

な意義を苦情処理に見出すことで、個人を顧客

から「市民」へと転換することになるし、人格

の尊重の観点からも意義を見出すことができる

ようになる。

７ 自治体行政運営の

日常的改革に向けて

自治体の財政難への対応にとって行政改革が

不可避であるならば、以上で述べてきたように、

行政の民主的運営や行政苦情救済システムの在

り方等の検討がなされて良いはずである。地方

分権化は、自治体が自立して政策形成を行うこ

とに傾注し、地方分権に相応しい行政運営の仕

組みや、行政活動における過誤行政や人権侵害

をチェックすることへの関心よりは、住民参

加・協働や政策評価システム確立への期待が高

かった。行政の民主的運営や行政苦情救済シス

テムの在り方等と、地方分権による自治体の自

律化との相互補完関係の観点から、理解される

ことは無かった。

そのためには、住民参加や協働の仕組みに加

えて、公的オンブズマン制度や第三者機関の設

置についても、自治体行政運営の日常的改革が

可能となるように制度設計議論が活性化される

ことが必要であり、行政の民主的運営と行政運

営改善との関係を認識できるような行政文化の

醸成が急務と思われるのである。

ちなみに、これまで公的オンブズマンを設置

してきた自治体の実績から見れば、公的オンブ

ズマンの設置は、行政担当部局の判断が適正で

あることを確認する事例が多く、行政への信頼

感の醸成にも役立っている。また、改善、改革

が必要な場合には、一職員としての立場ではで

きなかった手続き等の改善が可能になり、住民

個人の尊重のみならず、職員の立場からもある

べき行政の姿を実現できることにもつながるの

である。したがって、住民個人の人格を尊重す

るための制度設計は、自治体全体のより良きあ

り方を展望することになるのである。
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