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「人口縮小社会」は、今に始まったことでは

なく、30 年前から危機が言われていたことで

す。自治体が人口を増やそうとすると、子ども

を産む人口は決まっているので、社会移動を促

すしかありません。施設を誘致するなど無理の

ある社会移動獲得競争にならないでしょうか？

最近、「老後は、年金だけでは不足するから、

2000 万円の貯蓄を」という話で盛り上がって

います。少し前に「年金が危ないのではない

か」という議論があったとき、同僚は「出生率

が高いインドと一緒にやればいいんだよ」と言

っていました。日本人が少ないなら、人口が増

える国と合わせてやれば、と。国籍法のいう日

本人では、今後 20 年間、人口再生産する世代

の人数はもう決まっているわけですね。そのひ

とたちがもう 1人産む政策はほぼ無理です。出

生率の回復と人口増はすぐにはできないわけで、

本来はもっと国政策として早く備えるべき課題

でした。

減少する人口で

事業は減ったか／減るか？

縮小社会という現実

人口が縮小するのは、現実です。私は北海道

の山里の芦別市出身で、開拓 5世です。曾祖父

がその父と一緒に入植しました。曾祖父が早く

亡くなったので、祖父は支給された土地では食

べていけないと、全部、売り払って、そのお金

で馬一頭だけ買えた。親戚のお米屋さんに頭を

下げて出世貸しをしてもらい、それを馬に背負

わせて山に入り、林業を始めたと聞いています。

祖父の最終学歴は尋常小学校 4年。父が東京の

大学に進学したとき、大学ではマイクを使って

授業する風景を見て、祖父は感銘を受けていた

とも聞きました。そんなルーツです。

芦別市の、1960 年代初めの人口は、約 7 万

6000 人でした。今は 1 万 3000 人です。産炭地

つながりで、故郷の南隣は夕張市です。隣とい

っても中心市街地同士、車で 2時間半かかりま

す。東隣は赤平市。南東側には、日本で一番人

口の少ない市である歌志内市があります。どこ

も人口減少率が高い地域です。こうした地域が、

「地方創生」で人口が増えるかといえば、それ

は夢ですよね。50 年間、減りっぱなしです。

「これから頑張れば、人口は増える」と、ある

意味、夢を見ながらやってきたわけですが、も

うとっくの昔に人口縮小社会になっています。

芦別市では、バブル期に東急がかかわって第

三セクターをつくってリゾート開発をして、8

年で倒産しました。「民活で効率的に」のはず

が、倒産したら当然、負債は市です。倒産した

ことで、財政 50 億円程度の町が、50 億円の借

金を抱えました。年間 1 億円ずつ、50 年かけ

て返す計画と言われました。夢の果てというか、

あっという間ですよね。北海道拓殖銀行が倒産

したとき、借金もなくなればいいのにと思いま
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したが、そうはならず。

私は、芦別市の応援大使を任じていただいて

います。そのご縁で、「総合計画」の策定にも

少しお邪魔しています。現在の 5次総も、市な

りにがんばってつくられたものですが、やっぱ

り人口は増える、増やすって書いてあります。

「人口増」「地域の活性化」「財政状況の改善」、

やっぱりできていません。できるように書いて

いますが、できないわけです。やった結果でき

なかったというより、やっぱり、夢を見ていた

のではと。でも私はそれを笑えません。だから、

夢をみるのをやめましょう、と言います。夢を

見て書いた計画が破れても、検証できないんで

すよ。「夢を見ない」総合計画の策定をお勧め

しています。夢を見ない代わりに、人口が増え

なくても、これはやるというのを明確にしまし

ょうと。

「お金持ちになりたい」と思ったら、いろい

ろなチャンスがある都会のほうがいい。それは

そうですよね。でも、「お金持ちにならなくて

もいいから、ここで暮らしていきたい」という

ひとの希望も、条件不利地域は応えられない現

実があります。地域開発の先駆例といわれる地

域は、全国にもたくさんあって、そうした地域

の活性化策を聞くと、「自分の地域のユニーク

な強みを活かして取り組む」と言われます。で

もそれは、強みを持っているところの理屈であ

って、持たないところはどうしたらいいか。全

部の地域が唯一ユニークな地域だというのは事

実ですが、全部の自治体が絶対的な「強み」を

持っているわけではない。何の変哲がないとこ

ろでも、そこを好きなひとたちが、「ここで暮

らしていく」ことができるには、何が必要なの

か。何の変哲もないところが、持続可能な地域

であるためにはどうあるべきかを考えることが、

私の原点です。

自治体職員の減少と増大

現在、自治体職員は減少しています。1988

年あたりをピークに、2 割くらい減少しました。

最近、さすがに減らしすぎたということで、少

し戻していますが、職員の年齢構成も偏在して

います。10 年ほど前に、私の卒業生が就職し

た自治体では、若手職員が 2 人しかおらず、

OJT（On-The-Job Training）といいながら、そ

のまま公務サービスの実務を担わされ、非正規

の方から「あなたは私の 3倍もらっているんだ

よね」という目線のなかで、いきなりペーペー

で頑張るという状況だったといいます。

職員が減少しているのと同時に、非正規の職

員が増加しています。自治体も、各部署で、物

品費で雇われている非正規の方を把握しきれて

いないようですが、実態は、再任用も含め正規

職員が減少し、非正規職員で相当部分がカバー

されていると想像されます。

事業は減るか、軽量化できるか

日本では働くひとが減っているなら、これま

でやってきた量の事業ができない。でも、合理

化で「事業を大幅に減らしました」という自治

体は、あまり聞きません。では、現場で何が起

こっているのか。職員は、これまでの事業に加

えて、退職者不補充のため、退職者がしていた

事業も増える。目の前にある仕事をこなすだけ

で精一杯で、その仕事がどうしたらより効果的

になるかということを考える余裕がない。そん

な現場状況に陥っていないでしょうか。

都市型社会と自治体の役割

＜政策・制度＞のネットワークに支えられる

「都市型社会」

「都市型」というのは、「田舎」に対する

「都会」という意味ではなく、「ひとびとの暮

らしが、政策や制度に支えられて成り立つ社

会」をいいます。カール・ブッセの「山のあな

たの空遠く、“幸”住むとひとのいう」という

詩は、きっとあの山の向こうに幸せな世界があ
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るに違いないと思いながら、ひとびとは一生涯、

山を超えないで終わった時代に作られたもので

す。どうして山を越えなかったのか。それは、

生業も消費も村の中で完結していたからです。

農業という生業、そこで育まれた地域固有の文

化を慣習とし、ひとびとの暮らしが成り立って

いた。

明治維新の頃の農業人口は 8～ 9割でした。

自分が生まれたところで、昔ながらの暮らしを

して、死んでいった。桃太郎の「おじいさんは

山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に」とい

う暮らし方であれば、電気や水道といった公共

システムはいらないわけですね。生業も共通、

文化も共通。山や道路は村の共有財産で、みん

なが関心をもつのは当たり前。平等であったか

どうかは別ですが、みんなの共有物で、みんな

の関心事だった。この「みんなの関心事」とい

うのは、「public（パブリック）」の語源である、

「res publica（レス・プブリカ）」の意味する

ところでもあります。つまり「公共」とは、み

んなが関心をもつもの、みんなに共有される財

産だと。なにが「公共」かは、生業と文化を共

有する農村型社会では、自明だった。

ところが、工業化が進むと、社会構造も同時

に変わります。狩猟・採集の時代は、生命を生

む母性が神聖なものとされ、地母神信仰、女系

家族社会も多い。定着農業をベースにした社会

になると、経験が重要になる生産形態のせいか

年功序列型社会になります。また、土地に定着

することによって、「血縁」による部族制より

も大きい「地縁」共同体が成立します。しかし、

近代化が進み、商業や工業が発達すれば、新し

い技術を柔軟に吸収する労働者が尊ばれるよう

になり、生業や文化も「共有が自明のもの」で

はなくなり、農村型社会で成り立っていたもの

が機能しなくなってきました。私が大学に進学

した当時は、まだ「日本型社会保障」といって、

長男は親と一緒に住み、お嫁さんが親の面倒を

みるというモデルが残っていました。

しかし、社会構造が変わり、都市型社会にな

れば、ひとびとの暮らしが政策や制度で支えら

れて初めて成り立つようになっています。朝起

きて水道水で顔を洗い、スイッチを入れて電気

をつけ、ガスでお茶を沸かす。電気、ガス、水

道、廃棄物処理などの都市装置によって、ひと

びとの暮らしは支えられています。政策や制度

があって初めて成り立つ「都市型社会」です。

私たちの社会では、さまざまな課題があり、

それに対する対応があります。たとえば、30

年前はペットボトルのごみをどうするかという

公共課題はありませんでした。

ペットボトルを捨てるのは、だいたい、家庭

では、ラベルやキャップを外して捨てますよね。

出張中は？ 駅やコンビニのごみ箱に、そのま

ま捨てるかたが多いのでは。そのとき、ラベル

を外したりはしませんよね。なぜか。捨てた後

の処理方法が違うからです。なぜ方法が違うか。

目的が違うからです。自治体ではプラスチック

ごみの適正処理が目的で、事業者は、ここでは

ひとまず「社会的責任」と、環境美化など「社

会的貢献」として回収し、だいたい産業廃棄物

として処理する。目的が違うから手段が違う。

この、課題にたいする目的と手段の組み合わせ

が「政策」です。コンビニのペットボトルごみ

ばこは、事業者の提供する公共政策なんですよ。

国や自治体、つまり政府だけでなく、事業者も、

それから触れませんでしたが市民も、「ペット

ボトルが社会に溢れる」という課題に対して、

何か手段を講じている。

新しい技術、新しい状況が生まれれば、新し

い課題が生まれます。現行のペットボトルごみ

政策では、環境負荷として持たないとなれば、

変化せざるを得ません。

ひとりでは解決できない課題、つまり公共課

題に取り組んでいるのは、国や自治体などの政

府セクター以外にも、企業などの市場セクター

や市民社会セクターがあります。私たちの暮ら

しを支える政策や制度のネットワークは、すで
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に多様な主体が形成しているということです。

自治体の役割

では、そうしたなかで「自治体の役割」とは

何か。それは、その地域に住むひとびとにとっ

て、「必要不可欠」な政策や制度の整備です。

範囲は違いますが、国もそうですよね。国も自

治体も、ひとびとの「必要不可欠」な政策や制

度を整備する政府というわけです。なにが「必

要不可欠」かは、地域によって異なります。わ

が故郷では、除雪は、重要な政策課題です。そ

んな政策まったく不要な自治体のほうが多い。

そして隣の自治体でも、どのくらい除雪するの

かは違う。自治体は、政策課題の現場でもある

暮らしに最も近い、その地域に必要不可欠な政

策や制度によって対応する政府です。

「自治体」の正式名称は、「地方公共団体」

です。英語訳では“local public entity”、

地方の公共の団体、直訳です。第 8章地方自治

は“local government”なのに、その主体は

“local public entity”。なぜ“local govern-

ment”でなかったのでしょうか？ 自治体が

「政策主体」、「自分たちを治める主体」とは考

えられなかったからではないでしょうか。むし

ろ、国の下部機関だった。

今、多くのひとびとにとっては、「地方公共

団体」よりも「自治体」という言葉がなじむで

しょう。高度成長期のころ、国に提出する書類

に「地方自治体」とか「自治体」と書くと、

「日本には自治体はありません」と、文書が戻

ってきたそうです。ですが、2000 年の地方分

権改革で、国と地方の関係は、上下主従から対

等協力になったといわれました。「対等協力」

がほんとに実現したのかどうかについては大い

に疑問がありますが、制度上は、そのように認

められたわけです。

シビル・ミニマムという前提

国や自治体など政府は「必要不可欠」なこと

しかできません。「必要不可欠」以外の事業を

すると、「税金の無駄遣い」と言われますね。

「幸福度調査」。よく聞きますが、やめたほ

うがいいですね。なにで測るのか。正規で働い

ていて、結婚し子どもが 2 人いるひとは、「幸

福度」ポイントが高い？ そうじゃない生き方

を選ぶひとに失礼ですよね、ポイント低いなん

て。本人が幸せで周りが困らないなら、「引き

こもり」でいてなにが悪いんですか？ ひとに

は「引きこもる」権利があるんですよ。

「市民を幸せにすること」は、自治体の仕事

ではありません。「幸せ」は天井がないんです。

「安全」「安心」もそうです。「安全」は指標化

できますが、「安心」は指標化できません。交

通事故死の発生率を、年間 5000 人に 1 人にし

たいまちがあって、達成できたとします。安全

基準は達成できた。しかし、自分が 5000 人の

うちの 1 人になるかもしれないと思ったら、

「不安」ですよね。不安はどこまでも残ります。

自治体の役割は、「ひとびとを幸せにするこ

と」よりむしろ、「ひとびとの不幸に滑り止め

をかけること」といえるでしょう。困っている

ひと、苦しんでいるひとは多くいる。自治体は、

「ひとびとの不幸に滑り止めをかける」ために

必要なことは何かという視点で、政策や事業を

考えた方がいい。

なぜ「自治体の役割」に特化できないのか

自治体行政をめぐる幻想

どうして自治体は、その「自治体の役割」に

特化できないのか。幻想があるからです。「行

政に任せておけば何とかうまくやってくれるか

ら」「任せてくれたら、うまくやります」と言

っていた時代がありました。

日本が近代化する過程で、強い中央集権制が

築かれました。形式上 3権を掌握した立憲専制

君主制ですから、その実働部隊とされる中央省

庁が大きな力を持ちます。大日本帝国憲法では、
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国会は「輔弼（ほひつ）・協賛」機関です。意

思決定機関ではない。中央省庁の力が強く、

「お上に任せておけば間違いない」という絶

対・無謬神話が養われ、今なお、市民も行政も

なかなか克服できていないのではないでしょう

か。しかし、政策は間違えうるんです。何が

「必要不可欠」なのかは、地域によって違うし、

政策や手段で何が効果的かも、地域によって違

う。ですが、「間違った」と怒られる事態にな

らないためには、前任者を踏襲して、失敗して

も「私の責任じゃない」という方が、リスクが

低い。でもそうなると、チャレンジつまり試行

できない、変えられなくなります。

行政運営、労務管理の問題

自治体の審議会では、「100 点主義ではなく、

策定途中、60 点の段階でパブリックコメント

しましょう。誤字だって市民に直してもらって、

意見もらって考えましょう」と言っていますが、

通りません。市民に見せるからには 100 点にし

たい、となってしまう。60 点のものを 100 点

にするのは、すごく大変です。夜中まで職員が

働く。内部で調整して、行政内部的には「これ

が 100 ％の出来です」というものを示す。とこ

ろが、それに対して、思ってもみなかった意見

が出る。でもそこから調整をやり直すわけには

いかない。だから、「ご意見、有り難うござい

ました。つきましてはこの通りやりますので、

ご理解ください」と、木で鼻をくくったような

返事になるわけですよね。

労務管理の近代化は大きな問題です。たとえ

ば議事録は、そのときにホワイトボードに書い

て写真を撮り、音声データを残しておく。最後

の 5分で、今日の議論をブリーフィングして終

わる。それでいいだろうと、よく申します。議

事録を作成するのには時間がかかります。日報

をつけていないから、議事録にかけた時間がわ

からず、どれくらい無駄なことをしているかわ

からない。職員が担当している事務事業に、1、

2、3、4、5 と番号をつけて、「今日は 1 番に何

時間かけました。そのうち何時間会議しまし

た」とクリックで記入できるアプリを作ってお

く。1 日の最後の 10 分は、それを入力する時

間にあてる。そのデータを分析して省力化でき

るところを探す。そういう「労務管理」、して

いるでしょうか。自治体職員の作業のビッグデ

ータが得られたら、もっと負担が減る点も見え

るのではないでしょうか。

あらためて自治体行政運営の言説を考える

政府政策と公共政策

自治体の役目は重要です。「不幸に滑り止め

をかける」ための現場にいるのは、自治体です。

じゃあ、そこに向かい合う政策をできているか。

政府政策や公共政策を、「公・共・私」に分

類する見方もありますが、私は懐疑的です。そ

の境目は時代で変わるからです。「ストーカー

規制法」ができるまでは、個人的な「痴情のも

つれ」とされていました。「いじめ」や「児童

虐待」もそうです。「公・共・私」は自明では

ない。とはいえ、自治体の「婚活」支援なんて、

特殊例を除いてまったく無駄です。向いていな

い。明日にでもやめた方がいい。自治体の婚活

で人口減少が止まるわけがない。「ふるさと納

税」だって、税金のキックバックです。税金の

欲しい自治体とキックバックが欲しい納税者が、

税金をまさに食いものにしちゃった。食べられ

た税金分の政策は、どうなるんでしょう。

「必要不可欠」な課題に、効果の高い政策を

模索しておこなう。それが自治体政策の本質で

すよね。

市民参加と情報公開

市民参加と情報公開は、何のために必要かと

いうと、自治体行政のなかだけで引き受け過ぎ

ないためです。自治体の課題を、できるだけた

くさんのひとに共有してもらった方がいい。社
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会で起こっている課題は、構造的な問題なので、

ほっておくと悪くなります。柔軟に見つけ、取

り組まないと。課題に最も早く気づくのは「困

っているひと」、つまり当事者です。当事者だ

けではなく、そのひとを「ほっておけない」支

援者もいます。公共課題の解決、つまり公共政

策を考えるとき、「困っているひと」「ほってお

けないひと」の活動が起点になります。

暮らしや文化、そして課題も自明のものであ

った「農村型社会」ではない「都市型社会」で

は、課題を“かすがい”として「まち」につな

がっていく。そのためには、「市民参加」と

「情報公開」が必要です。

協働幻想と主体間連携

「協働」でコストを削減できる、「協働」で

自治体の「負荷」が軽くなる、とは思わない方

がいい。たとえば意思形成に時間がかかります

から、そこはむしろコスト高ですよね。「どう

いうやり方だったら、お互いにとっていいでし

ょうね」と調整するのは大変です。でも、それ

がなければ「動員」です。逆に、1 回、それを

やってつながれば、その後はつながりやすくな

るかもしれません。つながりやすく多様な連携

がひきだしやすい、それが「ソーシャル・キャ

ピタル」だと思います。課題でつながり、互い

の Win を確認しながら連携する。それは「政策

主体間連携」であって、たんに「協力して働

く」ということではありません。短期的にはコ

スト高な、丁寧な意思形成による相互理解と信

頼の醸成が不可欠なのです。

自治体と自治体職員の

5年後、 10 年後を考える

自治体と自治体職員の未来を考えると、「頑

張れ」と思います。「不幸に滑り止めをかけ

る」のは自治体しかないですから、市民として

は、頑張ってもらわないと困る。同時に、自治

体と自治体職員のみなさんは、自分の職務や職

責の「価値」とは何かを、見直していただきた

いと思います。そのためには、自分の役割を

「可視化」していく必要があります。それは、

事業の質量を適正に制御することと不可分です。

「総合計画」は、絵に描いた餅といわれてい

ます。しかし、自治体の事業を体系的に見るこ

とができる「計画」がなくては、トータルコン

トロールができません。自分の自治体がやって

いる事業が何本で、それがどういう予算編成に

なっていて、優先度はどうかをわかっている自

治体は、少ないのではないでしょうか。

たとえば多治見市などは、総合計画に書いて

いない事業はしないことになっています。事業

シートには期間中、毎年度の、予算額と決算額

がついていて、事業の全体量を制御します。

「可視化された行政の運営計画」といえますね。

議会も「総合計画」の策定に主体的にかかわら

ないと、政策にものが言えませんから、特別委

員会をつくってかかわります。議会提案の事業

も総計に織り込まれるそうです。

また、市民や社会と、課題を共有する話し合

いを増やしてほしいと思います。自治体の政策

課題は、市民と共有できる課題のはずです。人

口縮小社会だからこそ、自治体のあり方が評価

される場面にある。そのためには、これまでの

自治体のあり方や前提を変えて、自治体が求め

られている課題に応える仕組みへの変化が、必

要なのではないかと思います。
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