


 



松戸市は、首都東京に隣接した生活都市と

して、昭和30年代後半から40年代に急激に

発展し、現在は人口49万人の都市です。本

市では、平成10年度より総合計画をスター

トさせ、その基本構想に定めるまちづくり

の基本方針「住んでよいまち・訪ねてよい

まち」を実現するため、市民の皆様が安心

して生活できる犯罪のない、「安全・安心の

まちづくり」に取り組んでいるところです。

本市ではこれまでも行財政改革計画の推進

及び集中改革プランにより、組織の統廃合

や職員数の削減に取り組んできましたが、

昨年から続く厳しい経済・雇用情勢の悪化

により、自治体経営はますます厳しくなっ

ています。このような中で広範・多岐にわ

たる市民のニーズに応え、市民サービスを

低下させることがないように、職員の持て

る能力・知識・経験を最大限活用し、事業

実施方法の創意工夫に知恵を絞るなど、こ

れまで以上に職員が一丸となって難局に立

ち向かってほしいと考えています。

一方、市民サービスを向上させるための良

いアイデアは、職場の中だけでは出てきま

せん。仕事以外の活動が充実し、さまざま

な活動を通して広い視野、新たな知識やス

キルを修得することが不可欠です。そこで、

職員のワーク・ライフ・バランス（仕事と

生活の調和）推進の一環として、昨年の８

月から各所属でノー残業デーの取り組みを

スタートさせました。「急ぎの仕事は皆で協

力する」、「残業すべき仕事かを見極める」

など、仕事のやり方を見直し、自己啓発や

家族・友人と過ごす時間などが作れるよう

に努めていきたいと考えています。

私はこれまで、ことあるごとに職員に対し、

「恐れず、怯
ひる

まず、侮
あなど

らず」仕事に立ち向か

うよう話しており、「すぐやる精神」をいつ

も忘れずに、更なる市民サービスの向上に

努めてほしいと思っています。本年も希望

に満ちた実り多い一年となるよう、私も職

員と一緒に努力してまいります。

羅　針　盤
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難局に立ち向かえ！



大蔵省で、証券局、主税局、国際金融局、財政金融研究所などに勤務した後、1997年４月、
日本に真に必要な政策を「民」の立場から立案・提言、そして実現するため、非営利独立のシン
クタンク構想日本を設立。省庁設置法改正をかわきりに、道路公団民営化、国、自治体の事業見
直し、教育行政改革など、縦横無尽の射程から日本の変革をめざす。東京財団会長、財団法人
四国民家博物館理事長、2009年10月から内閣府行政刷新会議事務局長を兼務。
おもな編著書に『道路公団解体プラン』、『ひとりひとりが築く社会システム』、『浮き足立ち

症候群－危機の正体21』など。
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特　集　「注目される事業仕分け」特　集

　そもそも必要か？　無駄遣いでは？　時代に即しているか？　見直しが必要では？
　昨年11月、国の事業仕分けがテレビ放映され、この「事業仕分け」が衆目を集め、
流行語ともなった。 
　今、自治体の多くがこの「事業仕分け」に取り組んでいる。この広がりの背景には、
厳しい財政事情、成果が上がらない今までの行革手法、自治体の切羽詰まった実情が
見え隠れする。 
　今回の特集では、ブームといえる「事業仕分け」、そのねらいと、影響について探
ることとする。 

構想日本 代表 加　藤　秀　樹（カトウ　ヒデキ）

PART 1 歳出削減だけでない、「事業仕分け」が目指すもの

PART 2 自治体の事業仕分け―その課題と可能性―
中央学院大学 教授 福　嶋　浩　彦（フクシマ　ヒロヒコ）

1983年我孫子市議会議員。1995年38歳で我孫子市長に。2007年１月、３期12年で市長を退任。
この間、市民自治を理念とした自治体改革に取り組み、全国青年市長会会長、福祉自治体ユニッ
ト代表幹事などを務めた。
現在は中央学院大学教授、東京財団上席研究員、内閣府参与、新しい公共円卓会議委員、新しい
公共をつくる市民キャビネット共同代表。行政刷新会議が行った事業仕分けには、第１ＷＧの民間
評価者（仕分け人）として参加した。
著書に 『市民自治の可能性―NPOと行政』（ぎょうせい・2005年）『公会計改革～ディスクロー
ジャーが「見える行政」をつくる』 （共著、日本経済新聞社・2008年）『公民連携白書2009～
2010』（共著・時事通信社･2009年）など

館山市総務部行革財政課

PART 3 「事業仕分け」を実施して

習志野市財政部経営改革推進室
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歳出削減だけでない、「事業仕分け」が目指すもの　 PART 1

構想日本 代表 加藤　秀樹

歳出削減だけでない、
「事業仕分け」が目指すもの

1．事業仕分けは地道な作業　＜図1 参照＞

行政の無駄遣いが指摘されるたびに、行財政改革

が叫ばれる。審議会や委員会は山のように報告書や

提言をまとめるが、現実はほとんど変わらない。こ

れを何とかするために編み出されたのが、構想日本

が2002年から全国自治体で行っていて、政府の行政

刷新会議ワーキンググループでも採用された、行政

の「事業仕分け」である。

構想日本が定義する「事業仕分け」とは、国や自

治体が行っている事業（一般会計・特別会計）を、

①予算項目ごとに、②「そもそも」必要かどうか、

必要ならばどこがやるか（官か民か、国か、都道府

県か、市町村か）について、③外部の目で、④公開

の場において、⑤担当職員と議論して、最終的に

「不要」「民間」「国」「都道府県」「市町村」などに

仕分けていく作業である。行政刷新会議ワーキング

グループが行った事業仕分けを巡り、一部偏った報

道があったため誤解が生じているかもしれないが、

本来の事業仕分けは極めて“地道な作業”である。

撮影　共同通信

＜図１＞
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特　集　「注目される“事業仕分け”」

２．事業仕分けのスタートとねらい　＜図２参照＞

事業仕分けを実際に始める上での母体となったの

は、2002年当時の改革派首長たちとの「国と地方の

税制を考える会」という勉強会であった。

現在事業仕分けは「歳出削減の切り札」のように

いわれるが、当初の目的は、歳出削減ではなく行政

改革や地方分権にあった。行革が遅々として進まな

いのは、行政と政治の強い反発もさることながら、

議論が主に行政からのヒアリングに基づいて行われ

るからだ。行政が立案した事業の趣旨、目的などの

説明に反論するのは困難だからだ。これに切り込ん

でいくには、個々の事業ごとに、徹底して現場の声

や実情に基づいて、担当者に事業が本当に住民の役

に立っているかただしていくしかない。また地方分

権にしてみても、スローガンだけが先行して実態

は一向に進まない。分権を阻害している最も大き

な要因の一つは、「カネ」や「制度」や「権限」

が、国から都道府県へ、そして市町村へとタテに

繋がっていて、地方が国のコントロール下にある

構図になっていることだ。分権を進めるためには、

国、都道府県、市町村が役割を分担して、それぞ

れが独立して住民と向き合うヨコの関係を構築し

なければならない。これを実現するためには、自

治体が行っている事業について、国のコントロー

ルを洗い出し、本来ならば誰が主体性を持って行

うのが最も効率よく住民へサービスを提供できる

のかを、考え直さなければならない。

これらの問題について、審議会や委員会をやって、

資料を山ほどつくるよりも、カメの歩みのように、

気が遠くなるような作業だとしても、一つひとつ整

理したほうがいいのではないかと考えた。膨大な作

業ではあるが、実はこれが最も確実に成果をあげら

れる道なのではないだろうか。それを具体的にシス

テム化したのが事業仕分けだ。

＜図２＞



5

歳出削減だけでない、「事業仕分け」が目指すもの

３．事業仕分けのルールと、具体的な作業

方法　＜図３参照＞

事業仕分けには、必ず守るべき基本原則がある。

（１）外部の目を入れる。

利害関係にとらわれない、且つ行政の事業内

容や実態を熟知している外部の人（構想日本事

業仕分けチーム）が評価者となることで、内部

の職員同士ではできない視点からの踏み込んだ

議論が可能になる。

（２）公開の場で議論する。

議論の結論を後からホームページや広報誌で

公表するのではなく、実際の議論の過程を公開

してこそ、行政の実態を知ることができる。最

近では毎回600人以上の傍聴者が来場し、議論に

聞き入っている。

（３）そもそも論で議論する。

「制度で実施が義務付けられている」「補助金

がもらえる」「前からやっている」といった既成

事実にとらわれず、そもそも国民や住民にとっ

て必要かどうかを議論する。

（４）具体的な事業内容で判断する。

「中小企業支援」「青少年育成」「科学技術振

興」などと、一見誰もが否定しないであろう事

業の「名称」に惑わされず、実際に何をしてい

るかを議論し、それによって判断を下す。

作業は、第三者である「構想日本事業仕分けチー

ム」（全国の自治体職員や元首長、行政に詳しい学

識者などで構成）が「仕分け人」となって、自治体

に出向いて行う。一事業にかける時間はおおよそ30

分で、１班（４～６人で編成）で一日約10事業を仕

分けるスケジュールで行っている。まず担当職員が

事業の説明を行う。次に仕分け人による質疑と議論

を行う。そして最後に、多数決で「不要」「民間」

「国」「都道府県」「市町村」などに仕分けていく。

作業で出た結果は、自治体にとってあくまで参考材

料であり、拘束力はない。最終的にその材料をどの

ように活用していくかは、首長や議会の判断による。

＜図３＞
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特　集　「注目される“事業仕分け”」

ただし、議論の中で出てきた論点や、結果がその

後どのように行政に反映されたか（反映しなかっ

た場合はその理由）を、公表することを確約して

もらっている。議論を公開で行うことによって、

結果や指摘事項について何の対処もしないわけに

はいかない状況をつくっているのである。

事業仕分けには大きく分けて２パターンある。

「全事業仕分け」と「選択事業仕分け」である。

全事業仕分けは、行政サービスの要・不要や国

と地方の役割分担の全体像を示すことを目的と

して、文字通り行政が行っているすべての予算

項目（自治体なら3,000～8,000項目）について、

短時間の議論で大づかみに仕分ける方法である

（８県３市で実施）。一方「選択事業仕分け」は、

仕分け結果を現実の予算編成に結び付けること

を目的として、事業数を限定して（10～100程度）、

個々の事業の問題をより深く具体的かつ明確に

示していく方法だ。最近では翌年度の予算編成

に結びつけるために選択事業仕分けを実施する

方が主流となっている。

選択事業仕分けには、住民の参加方法の違いで

さらに２つの方式がある。一つは、仕分け人が議

論を行い、議論の最後に多数決で結論を出すとい

う従来からの方式だ。この場合、住民は傍聴する

ほか、各班に２～３人と限られるが、予め公募や

審議会メンバーなどから選出された「市民仕分け

人」として、構想日本の仕分け人とともに作業に

参加する場合が多い。

もう一つは、議論は構想日本の仕分け人のみで行

い、結論は予め公募で選出した市民（各班20～30人

ずつ配置）による多数決で出す、という「市民判定

人方式」である。市民判定人が仕分け人の議論を聞

き多数決で判定を下した結果が、作業の結論となる。

この方式は、議論は仕分け人が行うため、外部の目

や専門的な視点を確保できるし、住民参画の点から

も、前者より多くの市民が、直接作業に参加できる

メリットがある。さらに仕分け人というある意味

「部外者」が結論を下すのではなく、住民による判

定なので、その重みはより増すといえるだろう。昨

年は埼玉県富士見市と滋賀県草津市で市民判定人方

式による事業仕分けを実施したが、無作為に抽出し

た住民に対して「市民判定人」を公募したところ、

いずれの市でも募集枠を超える数の応募があった。

実際に参加した判定人からは、「難しい判断もあっ

たが行政のことを真剣に考えるきっかけになった」

「学校の授業よりも勉強になった（大学生）」「これ

からもっと行政にかかわっていこうと思った」など、

前向きな感想が寄せられた。

いずれのパターンにおいても、事業仕分けで

最も重要なのは、市民にも開かれた公開の場で、

外部の視点から議論していくというプロセスそ

のものだ。

事業仕分けはコンサルティングではない。行

政と住民が一緒になって自分たちのまちについ

て考える場であり作業である。そのプロセスで

出てきた議論にこそ、今後の行政運営に活かし

て頂きたいと願っている。だから構想日本では

要・不要などを判断する基準は全くつくってい

ない。あくまで議論を通じて、一つひとつの事

業について必要性や実施主体を考えていく。議

論を経なければ、歳出削減を超えた行政改革や

地方分権にもつながっていかない。

４．これまでの実施状況　＜図４参照＞

構想日本では2002年以降、2009年末までに６

省、46自治体、合計63回の事業仕分けを行って

きた。６省とは、2008年から09年にかけて自民

党無駄撲滅プロジェクトチーム（座長：河野太

郎衆議院議員）が実施した文部科学省、環境省、
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歳出削減だけでない、「事業仕分け」が目指すもの

財務省、外務省／ODAと、2009年6月に民主党が

実施した国土交通省と農林水産省である。46自

治体という実績は、全国1,800の自治体数からす

れば未だほんの数パーセントだが、ここ数年急

激にその数は増えており、特に昨年11月に国で

事業仕分けが行われて以降、全国自治体からの

問い合わせが絶えない。行革担当者がまず導入

を検討する例のほかに、市長のトップダウンに

よる実施の決定や、地元議会からの要請で事業

仕分けを検討する自治体も増えている。

この広がりは、もちろん今までの国や自治体

での実績が認められてきたこともあるが、それ

と同時に、自治体の財政がいよいよ厳しくなっ

てきたこと、そして今までの行革の手法（事務

事業評価など）がなかなか成果をあげていない

ということが顕著になってきたという背景があ

ると考えている。

若干、事業仕分けを実施することが「ブーム」

になっている感も否めず、自治体によっては独

自の手法で「事業仕分け」と称するものを行っ

ているようだ。構想日本が事業仕分けを独占的

に行うつもりは全くないが、構想日本が設定し

た事業仕分けのルール（特に「外部の目」を入

れて、「公開の場で」行う）を厳守しない限り、

また行政事業を熟知した「仕分け人」が参加しな

ければ、きちんとした事業仕分けはできない。逆

に「事業仕分け」をした結果、すべて今のままで

いい、ということになったなどという、事業仕分

けの悪用も起こりうる。事業仕分けの堕落や悪用

が起こらないよう、構想日本の事業仕分けが上げ

てきた成果は、構想日本が掲げるルールを守って

こそ達成し得たものである、ということは強調し

ておきたい。

５．事業仕分けの成果

いままで全国の自治体で、以下のような成果

を上げてきた。

（１）歳出削減

滋賀県高島市では６町村が合併した直後の05

年11月に、予算総額262億円のうち127億円分の

＜図４＞
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事業について仕分けを実施。その結果、約21億

円分が「高島市が手放すべき、もしくは効率的

に実施することで削減が可能」との結果がでた。

市はこれをそのまま翌年度の予算に反映し、予

算総額の約１割弱の歳出削減に結び付けた。高

島市は「破綻」の危機を逃れ、当時の海東英和

市長はこれを「奇跡の仕分け」と呼んだほどだ。

また具体的に公表していない場合もあるが、

予算への反映を前提に事業仕分けを実施する自

治体が大多数であり、事業仕分け結果を翌年度

の予算に反映していく動きは加速している。

（２）地方分権の切り札

事業仕分けは、地方分権の切り札にもなる。

地方分権を阻害している要因の一つは、国の自

治体に対するコントロールであるが、作業過程

で予算や事業の効率化を妨げている中央集権的

な縛りや仕組みも同時に明らかになる。長野県

栄村では、国の規則（道路構造令）に縛られず

に道路建設を行ったところ、1/6の予算でできた

という例がある。

（３）職員と住民の意識改革

さらに、仕分け作業による副次的な効果とし

て、職員と住民の両方に意識の変化が見られる。

参加者の多くは議論が進むうちに、普段は考え

てなかったが、この事業は本当に税金を使って

やるべきなのか、住民の役に立っているのかと

考え始める。この、みんなのこと（県や市の行

政）は自分のことという「当事者意識」こそが、

行政にも国民にも重要だと思う。

具体的には、自治体職員から「事業本来の必

要性を考えるきっかけとなった（行政内部から

は問題提起されにくい）」「しがらみの多い補助

金については、外部評価が有効」「事業内容をわ

かりやすく伝える工夫（情報公開のあり方）を

再考するきっかけになった。その意味で、事業

仕分けは“対外試合”のような場」などの声が

上がっている。一方傍聴した住民からは、「ともす

れば対立点のみが強調される民と官の関係を、こう

いう形で本質的な議論ができることに意義を感じた

（行政職員の本音も聞けた）」「行政サービスの質は

高いにこしたことはないが、そのためには、相

応のお金がかかることを改めて感じた」「最も自

分の住む街のことを考えた、行政に参加した感

じがした」などという感想が寄せられる。事業

仕分けは、行政と住民の間にある「距離」を縮

める場でもあるのだ。

６．終わりに

上記の通り事業仕分けには歳出削減以外にも

さまざまな効果があり、それをどう生かすかは

自治体次第である。事業仕分けを２年、３年と

継続して実施することで文字通り事業の「棚卸

し」をする自治体や、数年に１回のペースで行

うことで定期的な見直しツールとして活用する

自治体や、日頃の業務に事業仕分けの視点での

点検活動を実施する自治体など、実施後の取り

組みもさまざまである。

私たちは、事業仕分けは“戦後60年の行政の

大掃除”と考えている。戦後一貫して拡大して

きた行政サービスと、その背後にある制度につ

いた垢をこの作業で洗い出し、これからの人口

減少社会に備えなければならない。

この大掃除は決して行政や政治だけの問題で

はない。事業仕分けは私たち国民の考え方や、

国や自治体の仕組みの再構築に向けた議論をす

る場である。行政サービスの具体的な見直しを

通じて、本当の意味での社会のリストラクチャ

リングを考えるきっかけにもなる。このシンプ

ルかつ地道な作業こそが、日本の大改革の起爆

剤になるだろう。
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中央学院大学教授 福嶋　浩彦

自治体の事業仕分け
―その課題と可能性―

１．事業仕分けの背景

私たちは本格的な人口減少社会を初めて迎え

る。経済のグローバル化も進む中で、自治体と

してこれまでのように「経済成長」や「経済大

国」を前提に地域経営を考えることはできない。

右肩上がりを想定した社会のあらゆるシステム

を根本から見直すことが求められる。うまく社

会を小さくて質を高めるシステムへの転換がで

きれば、私たちは新たな可能性を手に入れられ

る。一人ひとりが自己実現しつつ持続可能な社

会を目指していくことができるはずだ。

しかし、人口減少社会が確実に来ることに目

をつむり、「工業社会の成長モデル」の発想を

変えようとせず、拡大型の社会システムを維持

しようとすれば、地域社会はつぶれてしまうの

ではないか。かつて、地方は皆、中央から来た

お金で公共事業を行って地域経済を回し、やが

て同じように企業誘致に取り組んだ。そしてそ

れが行き詰まると、同じように観光開発（観光

客誘致）に取り組んだ。いつも皆が同じ発想で、

お金を出してくれるところ、お金を落としてく

れる人を奪い合い、「成長戦略」を描いてきた。

その延長にこれからの地域再生はない。

自治体は、地域社会の現状がいったいどうなっ

ているかあらゆる情報を公開し、首長、議会、行

政職員、住民でそれを共有し、何をやめて（あ

きらめて）何をやるか（集中するか）を考え

なければいけない。既得権の排除を含めた新

たな合意形成が求められる。新しいシステム

を構築していく前提として、税金を使ってひ

たすら物欲を追求することや、無限の利便性

を追い求めることには根本的な見直しが迫ら

れる。

右肩上がりの時代は、｢あれも｣「これも」

実現する時代だった。今年の予算に仮に入ら

なくとも、来年の予算には入った。しかし、

これからは｢あれか｣「これか」の選択をしな

ければならない。今年の予算に入らなければ、

当然来年の予算にも入らないのである。この

「何をあきらめるのか」は、まさに住民自身が

決めなければならない。たとえ手続きとして

は首長や議会が決めるとしても、本質的には

住民自身が決めなければ、次の新しい社会の

構築につなげることが難しいと考える。

こうした時代状況の中で、行政の事業の実態

を住民の前に明らかにし、そのあり方を問うこ

とは決定的に重要だ。長年継続してきた事業を

見直すのは想像以上に難しい。そもそも、全く

必要性がゼロの事業というものは無い。もし、

そんなものに税金を使っていたら、住民監査請

求で返還・賠償を求められるだろう。また、長

年やってきたということは、その予算を首長も

議会も認めてきたということであり、当然、担

当職員は自分の仕事は住民のために必要だと考
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えている。そして何より、その事業でサービス

を受けてきた受益者は、多くの場合、サービス

の減や廃止には強く反対する。

●行政を再構築する道具

こうした既存事業に切り込む手法として

「事業仕分け」がある。国の行政刷新会議が昨

年11月に行って特に注目されるようになった

が、地方ではすでに60自治体ほどで実施され

てきた実績がある。行政の事業ごとに、そも

そも「必要か不要か」、必要だとすれば「行政

がやるか民間がやるか（税投入の是非）」、行

政が税でやるとすれば「市区町村か都道府県

か国か」「実施は民間と連携できないか」「事

業内容の改善の必要があるか、そのまま継続

か」などを仕分けるものだ。

行政刷新会議では、9,000ほどあると言われ

る国の事業の中から449事業を選び事業仕分け

を実施し、筆者も第１ワーキンググループで

民間評価者（仕分け人）を務めた。2010年度

予算への反映は、事業仕分けでの評価とそれ

を踏まえた横断的見直しの結果、歳出削減額

が9,692億円、基金の国庫返納などによる歳入

確保額が１兆269億円、合わせて約２兆円の効

果があった（『行政刷新会議の事業仕分けの評

価結果の反映などによる歳出歳入の見直し』

2010年１月財務省主計局）とされる。

自治体における従来の「行政改革」は、事業の

継続を前提にして、人件費や物件費など事業経費

の切り詰めが中心になりがちだった。これに対し、

仕分けは事業そのものを見直し、場合によっては

事業自体の廃止につながるので、従来の「行革」

よりも予算削減効果が大きい。このため、予算削

減の切り札と見られることも多い。

しかし、あくまで本来は、行政の事業内容を

「見える」化し、税が真に有効に必要なものへ

使われているかを確かめる手法であり、行政

全体を再構築していくための一つの道具なの

である。

２．完全に公開の場で

事業仕分けは、その自治体の住民、マスコミ、

外部の傍聴者、全ての人に公開で行われる。

実施したどの自治体でも、傍聴した住民から

「自分の市で、こんな事業をこれだけ税金をか

けてやっていたと初めて知った」といった感想

が多く聞かれる。

●国民目線の論理で

昨年、行政刷新会議が行った国の事業仕分

けの最大の意義も、国の事業（予算）を国民

に「見える」化したことだと考える。会場の

体育館には連日大勢の人が詰めかけ（傍聴者

は９日間で約１万７千人）、「入場できない人が

外に並んでいるので入れ替えにご協力ください」

というアナウンスも流れた。印象的だったのは、

若い人の姿が目立ったことだ。制服の高校生や

赤ちゃんを抱いた人もいた。

また、誰がカメラを持ち込んでも良いので、

公式のインターネット中継以外に、自主的に

ネット中継した人も結構いたようだ。傍聴者

は議論の妨害をしない限り、何をしても自由

だったと言って良い。行政の会議公開で、こ

こまでオープンにした例は少ないのではない

だろうか。

これまで国の予算編成は、少なくとも国民

から見ると、密室の中で各省庁の官僚と財務

省の主計官のやり取りで進められてきた。密

室では関係団体の利益や政治家（族議員）の

都合で決めることが可能になる。しかし、事

業仕分けの徹底した公開の場では、事業の

「実態」と国民の目線での「論理」によって決
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めることになる。

１事業約１時間では審議時間が短すぎると

の批判もあったが、確かに関係団体との利害

調整には時間がいくらでもかかる。しかし、

利害と無関係の者が国民の目線で議論すれば、

事前ヒアリングや調査を踏まえて１時間で十

分結論が出せるものは多いと感じた。

●国民・住民の中に議論を広げる

もちろん、事業仕分けで出された結論が最

終決定ではない。事業仕分けの結論を受け、

あらためて政府・行政内部で検討した上で、

国では内閣・国会が、自治体では首長や議会

が最終的な判断をすることになる。ただし、

公開の場で出された仕分けの結論を変更する

には、国民や住民全体を納得させる論理を示

さなければならない。

さらに言えば、公開での仕分けの議論をきっ

かけにして国民や住民の中に賛成・反対の議論

が沸き起こり、世論が作られ、それによって政

治が最終決定していくようになってこそ、事業

仕分けの真の意義があると考える。そのために

は、仕分けの結論だけが独り歩きするのではな

く、事業仕分けでどんな事実に基づきどんな議

論が行われたのか、国民・住民に伝わることが

重要だ。

行政刷新会議の事業仕分けでは、この点が

大きな課題として残った。典型はスーパーコン

ピューター（スパコン）開発費をめぐる議論だ

ろう。結論は凍結に近い大幅削減であり、テレ

ビ、新聞のほとんどは、文化系の仕分け人が目

先の経済効率だけを考えて科学技術予算を切っ

てしまい、科学者が怒っているという構図で連

日報道した。

しかし、実は日本のスパコンの第一人者が

仕分け人の側にいたし、その他にも日本を代

表する科学者が仕分け人になっていた。あの

議論は、＜いま開発しようとしているスパコ

ンは、速度だけ世界一を目指しているが、極

めて用途が狭い。日本の科学技術を世界一に

する道具であるスパコンはどんな性能・機能

を持たねばならないか、一度立ち止まって再

検討した方が良い＞というものだったと私は

理解している。

仕分けの議論を正確に多くの人に知ってもら

うよう政府側の徹底した努力が不可欠である

し、マスコミ報道の改善も期待したい。また、

国民・住民の側の知る努力も大切だろう。

３．外部の目を入れる

事業仕分けのもう一つの大きな特徴は、「外

部の目」を入れて仕分けることである。外部

の目とは、政府・行政の外にいて、事業が行

われている現場の実態をよく知る人（ただし

利害関係者以外）や行政に詳しい専門家など

だ。前述したように、継続してきた事業を当

事者自らで見直すのは非常に難しいからだ。

ただ、行政担当者の説明の問題点を指摘す

るには一定の専門性が必要である。このため

自治体の事業仕分けの場合、その自治体の外

から全く利害関係のない専門家を仕分け人と

して呼んでくることが多い。住民だけが仕分

け人の場合、行政の職員から、「実はこんな実

態があり、困っている人たちがいるので、ど

うしてもこの事業をやめるわけにはいかない」

「一見すると多額の費用がかかっているが、こ

んな事情があり、どうしてもこれだけの予算

が必要だ」と説明されると、それ以上は追及

できなくなったりする。

しかし、他の自治体の職員を含めた専門家

が仕分け人になり、「ある自治体では同じ事業

を止めたが、実際には心配したような問題は
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起こらなかった」「まったく別の手法と発想で

やれば、ずっと質の高いサービスを少ない費

用で実施できる」と指摘すると、議論をより

深めることができる。経験を積んだ仕分け人

を外から呼んでくることで、実際に、かなり

有効な結果を生んでいると言える。

●無作為抽出の住民が評価者に

しかし一方、自治体の外部者が中心になっ

て結論を出すことは、たとえ仕分け結果が最

終結論ではないとしても、違和感がある。国

の事業仕分けに置き換えれば、フランス政府

やアメリカ政府からやって来て、「日本政府が

やっているこの事業は日本国民の為になって

いない」と指摘していることになるからだ。

そこで昨年10月に事業仕分けを実施した埼玉

県富士見市では、同市の44事業について外部者

の仕分け人が市の担当者と議論し、それを無作

為抽出で選ばれた１班20～25人の富士見市民が

聞いて判定する方式を採用した。仕分け人と評

価者を分けて、住民が評価者を務めるという住

民参加型「事業仕分け」だ。

この方式では、仕分け結果の重みが増す。あ

る事業について外部者が中心になり「不要」と

いう結論を出して帰って行ったというより、「不

要」だという外部の専門家と「必要」だという市

の担当者の議論をその市の市民が聞いて、外部の

専門家の意見の方に説得力があると判定したら、

はるかに結果は重くなる。前者は、外部からの辛

口の参考意見にとどまるかも知れないが、後者は、

事業見直しのスタートにあたっての重要な決定と

なるだろう。

昨年12月には滋賀県草津市もこの方式で事

業仕分けを行った。自治体の事業仕分けの基

本形として定着することを期待したい。

４．事業の実態を見る

事業仕分けは、事業がよって立つ理念・大

目標を議論するわけではない。例えば、男女

共同参画事業を仕分けする際には、男女共同

参画社会を目指すことが正しいか否かの議論

はしない。仮に家父長制度こそ日本の伝統で

あり守らねばならないと考える仕分け人がい

たとしても、持論は横に置いてもらうしかな

い。男女共同参画社会を目指すことを前提と

した上で、実際に行われている男女共同参画

センターの運営や啓発事業が、男女共同参画

社会づくりに本当に必要なものか、施設の運

営が自己目的化していないか、啓発が自己満

足になっていないか検証し、税金が生かされ

て使われているかを議論するのである。

もちろん、理念が大切であることは言うま

でもなく、それは他の場所で徹底して議論さ

れなければならない。当たり前のことだが、

事業仕分けは万能ではなく、事業仕分けで全

てが解決するわけではないのである。

ただ、一方で、理念や大目標を錦の御旗にして

税金が無駄に使われている実態がある。国の事業

仕分けでも、＜子ども＞＜障害者＞＜女性＞など

看板は素晴らしいが、独立行政法人や公益法人を

作って事業を行い、役員になった官僚ＯＢが途中

で、相当な税金を人件費などの経費として中抜きし

ているという事例も目立った。

ある財団は、国からの資金によってさまざま

な関係活動団体へ総額約10億円の助成金を交付

するのを主な事業にしているが、なんと財団の

経費として５億円もかけている。そのかなりの

部分は人件費であり、理事長が年収1,600万円、

専務理事が1,400万円、常務理事が1,200万円で、

役員が大勢いる。その多くが官僚ＯＢという実

態が明らかになった。もちろん、10億円から助

成を受けて活動している団体は素晴らしい活動を
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していると考える。しかし、こうした構造にメス

を入れないと、結局、本当にお金が必要な人のと

ころに必要なお金が行かなくなってしまう。

自治体でも、理念はいいが、そのもとで実際

には箱モノ（施設）の運営が自己目的化する。

そして、施設運営のために財団が作られ、職員

ＯＢの仕事場になる。さらに、その仕事場確保

のためにまた仕事が作りだされる、という構造

がかなり見られるのではないだろうか。

５．自治体で進化する事業仕分け

＜どの事業を仕分けに出すか＞は、事業仕

分けを有効に行うための重要なポイントだ。

一つの自治体で1,000～3,000ある事業のなか

で、一回の事業仕分けで対象になる事業は、

普通多くとも60事業程度である。この事業の

選定が適切に行われず、例えば、問題があっ

ても首長が自分の都合で続けたいと考えてい

る事業を仕分けに出さず、住民に知られない

よう隠しておけば、事業仕分けの意味が根本

から揺らいでしまう。

先の富士見市では、市民と学識経験者で構

成する第３者委員会（委員長は筆者）が、行

政によるリストアップを参考に259の候補事業

の中から44事業を選定した。仕分けする事業

の選定過程にも外部の目を入れたわけだ。な

お、第３者委員会は仕分け結果の反映につい

ても、行政の取り組みをチェックし必要な提

言を行っている。

また、千葉市が2009年度から導入した新たな

方式の行政評価では、事業仕分けの手法を取り

入れ、数人の外部評価員がグループになり公開

の場で市の担当者からヒアリングして、その場

で評価結果を出した。この公開ヒアリングの対

象事業について、筆者も含め９人の外部評価員

（学識者）が市の1,034事業の中からそれぞれ

20ずつの候補事業を抽出。それを合わせた中

から44事業に絞り込む外部評価員と行政によ

る会議自体を公開した。傍聴市民や新聞記者、

テレビカメラの前で公開ヒアリングにかける

事業を決めていったのだ。

●より住民参加型へ

さらに千葉市では、選んだ44事業について、

まず市民からのパブリックコメントを求め、

それを踏まえ外部評価員が担当者からの公開

ヒアリングを行い、行政内部（所管課）の自

己評価が適切かどうか判断した。パブリック

コメントは674件寄せられた。同市の他のパブ

リックコメントの件数に比べて多く、市民の

関心が高かったことがうかがえる。

加えて、外部評価員は公開ヒアリングの場で、

市の担当者からだけでなく、パブリックコメント

を寄せた市民や傍聴市民から直接意見を聞いた。

事業によっては、存続を求める市民と無駄だと主

張する市民がそれぞれ意見を述べあい、それを参

考にして、外部評価員と市の担当者が議論する場

面もあった。

結果は「廃止を検討すべき」15事業、「民営

化を検討すべき」２事業、「市が実施すべきだ

が改善が必要」19事業、「市が実施すべきだが

民間委託化、市民団体との連携を図るべき」

６事業、「その他」２事業で、「現行通りで良

い」と判断された事業はゼロだった。

こうした取り組みは、今後、自治体の事業

仕分けをより進化させていく上で大いに参考に

なると考える。自治体は直接民主制をベースに

した上で、間接民主制(二元代表制)を採ってい

る。事業仕分けも、さらに住民参加型に進化さ

せながら一層の活用を図っていくことが重要だ

と考える。



１　はじめに

館山市では、平成19年度に初めて事業仕分けを導

入し、平成21年度まで３年間実施してきた。

事業仕分け導入のきっかけは、それまでに実施

していた総務関係の職員による内部評価におい

て、事務事業の在り方を本来的な視点（そもそも

論）で捉えることができず、その見直しがなかな

か進まなかったためである。

２　これまでの事業仕分けの流れ

（１）平成19年度

平成19年度は、外部から市民の目線による評価を

してもらうために、館山市行財政改革委員会の委員

による事務事業の見直しを計画した。

この計画の実施に当たっては、「構想日本」で実施

している事業仕分けの手法を導入することとし、事前

に評価者及び評価を受ける側の研修会を実施した。

当時、全国各地で事業仕分けを実践している「構

想日本」の中核的な存在であった「明日の地方財政

を考える会」のメンバー５人を講師に迎え、勉強会

を開催。第１部では、他自治体の事業仕分けで浮上

した自治体が抱える課題、地方自治体職員の現状な

どについての講演を実施。続く第２部では、実際に

事務事業の仕分けの実習を行い、事務事業見直しに

対する心がまえ、具体的な考え方などを整理した。

その後、８月から９月にかけて21事業を４回に分け

て事業仕分けを実施した。この時の特徴的な点として、

先に行われた行政刷新会議の事業仕分けでも実施して

いたが、事業担当者からの説明後、行革担当部署から、

以前行った内部評価の結果や事務事業に対する論点を

説明、その後に、質疑応答・議論に入ったことである。

これは、事業仕分けが初めてである評価者や傍聴に来

ている市民へ説明することにより、事務事業の目的や

必要性、効果を明確にするため行ったものである。

（２）平成20年度

平成20年度には、評価者・コーディネーター６人

を「構想日本」に依頼し実施することとなるが、日

程調整の関係上８月の１回で９事業の実施となった。

また、前年度の評価者である行財政改革委員が、オ

ブザーバーとして参加し、「構想日本」の仕分け人の

議論の後に、地域特性などを踏まえた意見を述べる

形式をとった。この年には、「事業仕分け」の実施を

検討する自治体も増えており、市民の傍聴者以外に

も多くの行政関係者や議会関係者の傍聴があった。

（３）平成21年度

今年度には、昨年度に引き続き「構想日本」に依

頼し、３回目の事業仕分けを実施したところである

が、９月の１回で７事業の実施となり、昨年度との

相違は、行財政改革委員の参加がないことであった。

今回は、政権交代により民主党が予算削減の目玉と

して「事業仕分け」を打ち出したことも有り、昨年

よりも市民や他の自治体の傍聴者が多く、「事業仕

分け」への関心が高くなったことを感じた。

３　事業仕分けの結果及び予算への反映状況

 

・ 対象：21事業（8～9月の間に4回開催、約5事業/回） 
・ 評価者5人（行財政改革委員会委員） 
・ 評価結果 現行通り： 2件 
 要改善　：15件（概ね7割） 
 国県移行： 1件 
 民間移行： 1件 
 不要　　： 2件 
※ 事前に勉強会（講演、実習）を開催 
 
 
 
【対象事業の予算反映状況】 
H19年度予算　596,772千円 

H20年度予算　525,051千円 
（対前年度△71,721千円、うち評価結果を反映△4,272千円） 

H21年度予算　482,138千円 
（対前年度△42,913千円、うち評価結果を反映△10,822千円） 
 

「構想日本」仕分け人5人を講師に招き、行財政改革委員会の 
委員及び市職員に対し勉強会を開催した。 
 

平成19年度 行財政改革委員会の委員を 
評価者として実施 
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館山市総務部行革財政課

事業仕分けを実施して



４　事業仕分けによる効果

事業仕分けの評価結果は最終判断ではないと

よく言われる。これは、館山市に限ったことで

はない。外部からの指摘や市民の目線での意

見・評価を受けたうえで、行政として判断すべ

きものである。館山市でもすべて評価結果のと

おり決定はしていない。

館山市では、事業仕分けの結果を受けて、担当

部局が今後の事務事業の在り方を再度見直したう

えで、最終的に市としてどのようにするかを検

討・判断し、次年度予算へ反映させている。

結果的には、前記３の「事業仕分けの結果及び

予算への反映状況」を見たとおり、前年度に比べ

事業仕分けによる効果額よりも総体的な予算額が

削減されている。これは、三位一体の改革による

交付税の減少や、昨今の百年に一度と言われる経

済不況による税収入の減少など地方財政が厳しい

状況にあるため、予算の編成時に評価結果の反映

以上の削減を実施しているためである。

館山市において「事業仕分け」は、単に経費の

削減のツールではなく、「職員の意識改革」に重

点を置き、より透明性のある行財政改革として３

年間事業仕分けに取り組んできた。その効果は、

歳出の削減以上に、説明責任の重要性やプレゼン

能力の向上、費用対効果の検証など「職員の気づ

き」が最大のメリットであると再確認した。

５　おわりに

行政は、事務事業の必要性や効果を市民に具体

的に分かりやすく説明することが求められる。館

山市では、３年間で37事業の事業仕分けを実施し

てきたが、決して多い事業数ではない。しかしな

がら、少数の事業仕分けを行ったために、深い議

論ができたのではないかと考えている。残った

多くの事務事業については、これまでの事業仕

分けで培ったノウハウを生かして見直しを図っ

ていこうと考えている。

事業仕分けについても、市民評価者を加えたり議

員による評価など、さまざまな手法が考えられる。

また、これまでの事業仕分けは、ともすると評

価者と評価を受ける側が対決する構図になりがち

である。この点もより良い方法があるのではない

かと考えているところである。今後も、館山市に

合った手法を検討し、改善を加え、効果的な事業

仕分けを目指していく。

 

・ 対象：9事業（H20.8.23開催） 

・ 評価者6人（「構想日本」仕分け人） 

・ 評価結果 要改善： 6件 
 不　要： 3件 

【対象事業の予算反映状況】 

H20年度予算　176,240千円 

H21年度予算　115,698千円 

（対前年度△ 60,542千円、うち評価結果を反映△2,061千円） 

 

平成20年度「構想日本」の事業仕分けの 
一環として実施（評価者を構想日本に依頼） 

 

・ 対象：7事業（H21.9.26開催） 

・ 評価者6人（「構想日本」仕分け人） 

・ 評価結果 要改善　： 5件 
 民間移行： 1件 
 不　要　： 1件 
 

平成21年度 前年度に引き続き 
「構想日本」に依頼 
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平成20年度事業仕分け
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特　集　「注目される“事業仕分け”」

１　実施の経緯

習志野市では、平成８年度に行政改革本部を市長

直属で設置以来、財政状況の悪化に対応するため、

継続的に事務事業の見直しを実施してきており、主

要な市単独事業や補助金の見直し作業、事務事業の

委託化、受益者負担の適正化などを庁内検討組織に

より実行し成果をあげてきた。

しかし、長年にわたり行政内部での見直し作業を

行ってきた結果、改革の成果が思うようにあがらな

くなってきたことから、この状況を打開するために、

20年４月に発足した経営改革推進室に対し、市長か

ら、外部の第三者による事業仕分けを計画し実施す

るよう指示があった。

そこで、経営改革推進室では、以前から注目して

いた構想日本が取り組んでいる事業仕分けの手法が

導入できないか、各市の取り組み状況を研究した結

果、本市においても導入可能であるとの結論に達し

たことから、同年６月下旬に、庁内の幹部会議であ

るマネジメント・ミーティングの場において、本市

として、構想日本が提唱する事業仕分けに取り組む

ことを提案し、了承された。

２　実施目的と仕分け対象事業の選定

実施にあたっては、実質的な事務事業の見直しと

職員の意識改革を２つの柱とすることとした。

従って、仕分け対象事業が特定の部に集中しない

ように配慮しつつ、見直しに値する事業を選定する

方針とした。

なお、実施の決定から本番（同年10月末）までの期

間が約４カ月と短期間での実現となったため、実施経

費や仕分け会場の確保等の制約から、実施については、

１日・３班体制で１班当たり各10事業程度とした。

また、構想日本からは、今後の市の方針が決定して

いる事業や政策的に揺るぎのない事業、事務改善レベ

ルの事業は、事業仕分けの対象として馴染まないこと

から選定しない方が望ましい、とのアドバイスを受け

ていたことから、このような事業を除き、各部から10

事業程度の候補事業を提出してもらい、その後、庁

内の改革推進組織である副市長を委員長とする経営

改革推進委員会及び、市長を本部長とする経営改革

推進本部会議での議論を経たのち、最終的に経営改

革推進室の判断により29事業を選定した。

３　仕分け人の選定

事業仕分けの班編成は、構想日本と市で協議をして

決定し、外部仕分け人を３人、市民仕分け人を２人と

する構成とし、コーディネーター及び外部仕分け人

（他自治体職員・議員等）は全面的に構想日本が、市

民仕分け人については市が選定した。

市民仕分け人については、市の事務事業に対する知見

や、見直し作業の経験がある方に参加していただいた方

が良いとの判断から、経営改革推進室が所管する「経営

改革懇話会」「補助金審査委員会」及び企画政策課が所管

し、試行による外部行政評価を実施した「長期計画審議

会」の委員の中から希望者を募り選定した。

４　事業説明者への研修

（模擬仕分けの実施及び説明会の開催）

10月25日の実施に向け、同月１日には、午前中に行政

改革講演会として、事業仕分けの概要・目的・意義等

について、構想日本の加藤代表による講演を開催（127

人参加）した。また、同日午後には、構想日本スタッフ

をコーディネーターとし、実際の仕分け人（他自治体職

員２人）も来庁し、100人前後の職員が傍聴人として見守

る中、模擬仕分けを実施した。その後、同月９日には、

改めて事業仕分け対象事業担当者への説明会を開催した。

習志野市財政部経営改革推進室

習志野市版事業仕分けの
実施について
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習志野市版事業仕分けの実施について

５　習志野版事業仕分けの開催

当日は、教育・福祉・子育て・まちづくりなどの各

分野から選んだ29事業32件を対象として、３班編成で、

事務事業評価表を基にした「事業シート」により、仕

分け人による仕分け作業が行われた。また、作業の透

明性を図るとともに、市の行政サービスの実態を市民

に広く知っていただくため、公開で行われた当日の作

業には、約180人の傍聴者に来場いただいた。多くの

意見や白熱した議論が展開される中、「不要」９件、

「民間実施」５件、「国・県実施」１件、「市が実施す

るが改善を要する」15件、「現行どおりで市が実施」

２件との仕分け結果が出された。

６　仕分け結果を受けた対応プロセス

事業仕分けでは、どうしても仕分け結果のみがク

ローズアップされる傾向があるが、大切なことは、

その短い時間の中に凝縮された様々な観点からの議

論の内容である。

従って、当日の仕分け作業で展開された議論及び仕

分け結果を受け、本市における事業の内容や現状を踏

まえつつ、21年度以降の予算編成や行財政改革等に反

映させる基礎資料として活用することとした。

具体的な作業としては、まず、各担当部局において

今後の事業の方向性についてまとめ、経営改革推進室

宛て提出することとし、その後、仕分け当日の議論と

担当部局の出した方向性について、経営改革推進委員

会にて検討後、マネジメント・ミーティングにおいて、

政策的判断を踏まえて各部局のヒアリングを実施し

た。その結果について21年度予算編成作業に反映し、

最終的に３月定例会における21年度予算成立により決

定した（反映結果は、下記のとおり）。

【廃止・休止】４件、【民間】１件、【国・県】０件、【市

が実施するが要改善】21件（改善※H21年度予算反映８

件、改善の方向で検討11件、改善（拡充）２件）、【現行

どおりで市が実施】６件：21年度予算影響額26,265千円

（内訳　直接事業費15,000千円、人件費11,265千円）

７　事業仕分けの意義とは

本市の事業仕分けの実施においては、金額の多寡は

別として、実質的な事務事業の見直しと職員の意識改

革の２つの実施目的については、相応の効果が得られ

たと考えられる。

事業仕分けは第三者が公開の場で行うものであり、

実施の最中において、当事者である行政は、ある程

度そこで繰り広げられる議論の流れに委ねるしかな

い。おのおのの事業を担当する職員は、所管事業に

対し、皆熱心に取り組んでいる。事業仕分けは、そ

うした熱意や苦労を否定するものではない。しかし、

公金を基にした自らが実施に携わる事業について、

仕分け人の向こう側に存在する市民に対し、その妥

当性や効果について、きちんとした説明をする責任

を負っていることはもちろんであり、事業仕分けに

おけるそもそも論や、実施主体等のチャート式の考

え方、仕分け人からの質問には、多くの“気づき”

があり、事業に内在する多くの課題を明らかにする

ことの効果は、非常に大きいと考えられる。

一方で、結果は結果として受け止めるべきである

と同時に、それらはあくまで行政としての判断材料

として捉えるものであり、最終的には市が政策的に

判断し、行政の責任において、決定・説明するもの

であると考えられる。この最終決定について説明が

できるよう、判断結果に係る資料の公表が市民への

説明責任として大きなポイントであると思われる。

なお、現在策定中の経営改革プランにおいても、そ

の基本は事務事業の見直しであり、昨年度の事業仕分

けの経験から、職員自身が見直しの考え方、手法に係

る一定のノウハウを得ることが出来たため、22年度予

算編成作業を通じて挙げられた見直し項目について

は、プランの内容に反映させていきたい。

【問い合わせ】（代）蕁 047―451―1151



１．制定までの経緯および目的

野田市では、全国初めての市発注の工事など

の請負業務に従事する労働者の適正な賃金を確

保することを目的とした、『公契約条例』を平

成22年 2 月１日から施行しました。これまで一

般競争入札の拡大や総合評価方式の採用などに

より入札については改革がなされてきておりま

すが、一方で低入札価格の問題によって下請業

者や業務に従事する労働者にしわ寄せがされ、

労働者の賃金の低下を招く状況になってきてい

ます。このような賃金の問題については、一つ

の自治体で解決できるものでなく、国が統一的

に公契約法の整備をして初めて解決できるもの

と考え、平成17年に全国市長会を通じて国に公

契約法の整備を要望しましたが、未だ整備がさ

れていない状況です。このような状況をただ見

過ごすことなく先導的にこの問題に取り組むた

め、公契約条例を制定しました。今回の条例制

定の目的の一つには、自治体が動くことによっ

て国に公契約法の制定に向けて動いていただく

ことがあります。

２．公契約条例の概要

今回の「公契約条例」は、市と契約する予定価

格１億円以上の建設工事と予定価格１千万円以上

の業務委託（施設の設備機器の運転管理、保守点

検、施設の清掃に限定）に適用範囲を限定し実行

性を確保しております。今後は事務の状況を見な

がら適用範囲を拡大していく予定です。

また、市が定める賃金の最低額は、建設工事

においては農林水産省及び国土交通省が毎年決

定する公共工事設計労務単価の 8 割の額（施行

規則で規定）を、業務委託においては、市の技

能労務職の職員の18歳初任給相当額として定

め、受託者、下請業者等はこの最低額以上の賃

金を労働者に支払わなければならないと規定

し、労働者への周知義務、受注者の下請業者等

との連帯責任、義務違反に伴う市への報告、市

の立入調査権、是正措置命令、契約解除等を規

定しております。

総合評価一般競争入札による落札者の決定、

指定管理者の候補者の選定に際しても、労働者

に支払う賃金を評価していきます。

３．今後の動き

平成21年 9 月議会で当条例が可決された後、

全国の自治体や議員の方々、報道関係の皆様か

らほぼ毎日のようにたくさんの問い合わせや視

察の申し込みをいただいている状況です。今後

は各自治体での条例化を期待し、これらのこと

が地方から国を動かす原動力となり、早急に国

が法整備することへ結びついてくれればと考え

ています。

【 問い合わせ 】

総務部管財課　蕁 04―7125―1111（内線2332）
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長生村議会では、議会改革について継続して

協議・審議をしていましたが、平成21年 6 月29

日の臨時議会で、議員全員による議会改革特別

委員会を設置しました。その中で、調査研究を

行い、通年議会制度の実施、議会基本条例の策

定に至った経過を説明いたします。

○議会改革特別委員会を設置

平成21年 5 月の議員派遣による通年議会およ

び議会基本条例の視察（宮城県蔵王町、松島町）

の後、期間を議員の任期までとする特別委員会

を設置し、次のことを検討しました。

・通年議会制度への移行

・災害の発生等の緊急事態、早急に解決すべき

重要事案への対応

・議員の発言規定見直しによる議会の活性化

・議会基本条例制定

○通年議会等の試行

特別委員会での検討の結果、平成21年 9 月27

日から12月28日までの約 3 カ月間、下記の内容

で通年議会等を試行しました。

１．通年議会

２．質疑・質問で一問一答方式の採用

３．質疑・質問の回数制限の撤廃

４．説明員等の反問権

この定例会 9 月会議から会期は平成21年12月

28日までとなり、日程終了後は休会とし、必要

があれば再開する通年議会が開催されました。

○分科会の設置

議会改革特別委員会内に「議会基本条例分科

会」と「通年議会分科会」を設置しました。

議会基本条例分科会では、議会の活性化を図

る保障となる基本条例の検討の中で、憲法と地

方自治法に規定する地方自治の本旨の実現、さ

らに、二元代表制の一方である地方議会の本来

のあり方を明確に条例に書き込み、村議会が不

断に民意の適切な反映に努力するという姿勢を

明らかにすることとしました。

基本条例の構成と条文案の検討で時間を費や

しましたが、かなり凝縮した議論で審議をし、

約 2 カ月間で案が仕上がりました。

また、通年議会分科会では、通年議会実施要

綱の制定、議会会議規則の改正、議会の議決す

べき事件を定める条例の改正、定例会条例の改

正、定例会規則の改正、専決処分事項の指定な

どを検討しました。

○通年議会等の試行の検証

執行部も参加した議会改革特別委員会におい

て、約 3 カ月間実施した通年議会試行の結果、

質疑・質問が一問一答方式や回数制限の撤廃に

より内容がわかりやすくなったと住民の声も聞

かれました。そして、平成22年 1 月からの通年

議会の実施と、議会基本条例制定の了承を得ま

した。

○通年議会と議会基本条例の実施

平成21年長生村議会定例会12月会議にて関係

条例等を可決し、平成22年 1 月より実施してい

ます。

なお現在、議会報告会の開催方法について、

特別委員会で検討中です。

【問い合わせ】

議会事務局　蕁 0475―32―4744
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伊能歌舞伎は成田市伊能（旧大栄町）に伝わ

る地芝居で、伊能地区にある大
オオ

須
ス

賀
ガ

大
オオ

神
カミ

で毎年

行われる例大祭の奉納芝居として、江戸時代か

ら受け継がれてきたと言われています。昭和36

年には千葉県から無形民俗文化財の指定を受け

ていましたが、さまざまな理由から昭和40年の

上演を最後に途絶えてしまいました。

しかし平成 8 年頃から、伊能歌舞伎復活の機

運が高まり、旧大栄町の施策とも相まって平成

11年11月、実に34年ぶりの復活公演を遂げまし

た。以来、毎年の定期公演をはじめとして、房

総のむらや青葉の森芸術文化ホールなど県内文

化施設での上演や、伊能歌舞伎の起源である大

須賀大神での奉納芝居など、精力的に活動を続

けています。

行政としては立ち上げから現在も支援してい

るところですが、やはり復活に至るまでが一番

苦労した時期と聞いております。長年の中断に

より師匠もおらず衣装もない状態でした。そん

なゼロからの出発と言っても過言ではない状況

から、平成 9 年に伊能地区の有志からなる伊能

歌舞伎復興委員会が発足、その翌年にはいよい

よ「伊能歌舞伎保存会」が結成され、復活に向

け本格的に活動を開始しましたが、公演に至る

までには専門知識を有した方々の指導や協力が

必要でした。しかし、その問題も町史編さん委

員の力添えで地芝居研究の第一人者である景山

正隆先生や旅芝居の一座である市川劇団の協力

を得ることができ、伊能歌舞伎の新しい出発に

つなげることができました。

この間、担当である町の生涯学習課はさまざ

まな課題をクリアしていかなければなりません

でした。行政としての財政的な援助や人員的な

支援体制の確立をはじめ、保存会に対しては具

体的な活動内容や会の方向性の決定などの協議

に追われたと当時の担当者に聞いております。

そのかいあって保存会の活動は軌道に乗り、現

在の大栄公民館（旧・大栄町コミュニティプラザ）

で毎年11月に定期公演を行い、復活から 3 年目の

平成13年には、群馬県赤城村で行われた国民文化

祭に出演して全国に伊能歌舞伎の名を広めるまで

になりました。

復活から10年を数えますが、後継者の育成を

はじめ伊能歌舞伎はいまださまざまな課題を抱

えています。しかしながら、多くの方々の熱意

によって復活を遂げた伝統芸能の灯を再び失っ

てはならないと考えております。初代市川團十

郎の父親が成田市出身であるという歌舞伎と所

縁のある当市としては、これからも伊能歌舞伎

の活躍を支えていきたいと思います。

【問い合わせ】

生涯学習課文化振興室　蕁 0476―20―1534
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浦添市は、県都那覇市の北側に隣接する人口11

万人の都市である。浦添は「うらそえ」と読み濁

点がつかない。これは、琉球王朝が那覇市首里に

居城を築く前に、浦添に城があり「琉球の津々

浦々まで襲い治めた」という言い伝えから「うら

そえ」となっている。この浦添が、I T についてい

ろいろな場で紹介を受けるようになったのは、まず

平成12年度のシンクライアントの導入である。当時、

一般的な技術ではなかったシンクラを市と地元企業

で工夫の上、オープンソース系で作り上げた。これ

は当初、PCの管理コストの削減が目的だったが、

現在では、それがもともと高セキュリティーであっ

たため、コスト削減とともにセキュリティー向上も

実現している。次に浦添市が注目を受けたのは、平

成14年にN社の汎用機を撤去しF社のクライアント

サーバ（C／S）型に移行したことである。当時、

沖縄県の市レベルではC／Sシステムを使用する

例がなかったが移行は無事完了し、以後平成21

年 3 月までノンストップで運用した。いわゆる、

汎用機からオープン系への移行の好事例である。

これにより、汎用機時代に行っていた倍のサービ

スをこなしている。さらに平成18年、浦添市では独

立行政法人情報処理推進機構（通称IPA）の実証で

オープンソースソフトウェアの自治体への実証を

行った。これによりオープンソースソフトウェア

の有効性を確認し、現在、本市では標準の事務用

ソフトとしてMS-Officeに替りOpenOffice.orgを使

用している。これらの、コスト削減等の諸施策の

一貫として今回の第五次総合行政システムの調達

がある。行政の基幹システムにあたるこれらの

システム（住民記録、税、国保・年金、福祉シ

ステム）は、そのほとんどが、メーカーの著作権

により他社にカスタマイズや見積もりの依頼がで

きない状態にある。これらは、市の予算執行の妥

当性やコスト削減、地元企業育成の施策では著し

く障害になる。この障害を取り除くべく、今回の

システム調達仕様の中で「設計資料やソースを地

元企業に公開できる」ということを条件とした。

この仕様のため今回パッケージの提案がなされ

ず、スクラッチ開発※を提案してきた企業が受注

した。この開発手法のため、市職員のテスト、検

査項目が非常に多く多大な時間を費やした。また、

市職員と開発側とのコミュニケーションギャップで

システム開発の手戻り等も生じ、スクラッチ開発

の難しさを実感した。しかし、これにより著作

権の一部を手にしたことから、これからは他自治

体との共同運用及び地元での運用を推進し、より

多くのコスト削減を図る。法改正等にかかるシス

テム変更の費用は浦添のシステムを使う自治体が

増えれば増えるほど頭割りで安くなることから、

全国の自治体にも是非、浦添のシステムでの共同

運用の検討をお願いしたい。浦添の考えるコスト

削減はまだ道半ばである。

【 問い合わせ 】

情報政策課　蕁 098―876―1234
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※コンピュータソフトウェアの開発を、特定の業務パッケージ等を使用することなく個別開発すること。
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

宗教施設の用地として公有地を無償使用させること、
さらにその土地を認可地縁団体に無償譲与することと憲法上の政教分離との関係

（最高裁判所平成22年１月20日大法廷判決（平成19年(行ツ)第260号）、
最高裁判所平成22年１月20日大法廷判決（平成19年(行ツ)第334号））

（B子）先日、市有地（公有地）を神社に無償で使わせていた某市の行為が

憲法に反するという最高裁判決が出ましたね。

（A夫）そうだね。政教分離原則に違反するという結論だったね。

（B子）政教分離原則というのは、そもそもどういうものなのでしょうか。

（A夫）今回問題になったのは、憲法20条 1 項後段の「いかなる宗教団体

も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」

と、89条の「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、

…これを支出し、又はその利用に供してはならない。」という条文だね。そのほかには、20条 3 項に

「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」という規定があって、

これが典型的な政教分離の規定といわれていて、また、ここにいう「国」にはその一部として地方公

共団体も含まれるものと考えられているんだよ。

（B子）そもそも憲法の規定に政教分離原則があるのはなぜでしょうか。

（A夫）憲法20条 1 項前段に信教の自由が定められている。現在、一般に日本人は宗教意識が希薄といわれ

ているけれど、過去日本では、憲法上信教の自由を保障しながら、神社神道が国家の援助を受け、ま

た国が他の宗教を弾圧したという歴史的背景があるとされて、国は宗教にかかわらないという原則を、

国の基本法である憲法に定めておく必要があるとされたんだ。

（B子）これまでも最高裁判所では政教分離について、津地鎮祭訴訟（昭和52年 7 月13日大法廷判決）、愛媛

玉串訴訟（平成 9 年 4 月23日大法廷判決）等、いくつかの有名な判例がありますよね。

（A夫）そうだね、ここでは憲法20条 3 項にいう「宗教的活動」といえるかどうかについて、「当該行為の目

的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行

為」かどうかを基準にする、いわゆる「目的効果基準」が用いられたんだよ。

（B子）今回の裁判でも同様の基準が用いられているのでしょうか。

（A夫）今回の判決では、「当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供される

に至った経緯、当該無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通

念に照らして総合的に判断すべき」という基準が用いられているけれど、最高裁判所はこの基準と目

的効果基準とは矛盾しないという立場を取っているようだ。

（B子）具体的に今回の裁判ではどのような判断をしているのでしょうか。

（A夫）まず、施設そのものについては、神社神道のための施設で、その行事も宗教性を帯びているとし、

（A夫は市の管財課長、B子は管財課の職員）
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管理をしている氏子集団が宗教的行事等を行うことを主な目的とした憲法89条にいう「宗教上の組織

若しくは団体」にあたるとした。そして、市が公有地を無償で利用させていることは、その直接の効

果として、氏子集団が神社を利用した宗教的活動を容易にしていると認定し、一般人からすれば、特

定の宗教に対して特別の便益を提供し、援助をしたと見られてもやむを得ないとした。結論としては、

「市と神社あるいは神道とのかかわり合いが、わが国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の

保証の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超える」として憲法違反と判断した

ようだね。

（B子）もともと憲法が政教分離を制度として定めているのですから、宗教に関係するものについて、国の一部

とされる地方公共団体は一切かかわるべきではないとも思われますが。

（A夫）憲法の規定を厳格に考えればそのとおりなのだろうけれど、年中行事といわれる七草粥、雛祭り、

七夕なども神道の影響を受けているといわれている。しかも、宗教施設といえるものでも、同時に歴

史的、文化的な建造物として保護する必要があったり、観光資源や地域の親睦の場といった意味合い

があったりもする。こういった場合すべてに地方公共団体の関与を認めないとすると、社会的、文化

的に見ておかしなことになってしまう。従って、地方公共団体に一定の関与を認め、その限界を決め

るという方法をとっているんだ。

（B子）神社は宗教上の組織あるいは団体なのでしょうか。私からすれば、初詣に行ったり、厄払いに行ったり

はしますが、宗教行事という感覚はないのですが。

（A夫）確かに神社神道は世俗化されている側面もあるね。しかし、先ほども言ったけど、神社神道の過去

の経緯を考えると、やはり宗教上の組織といわざるをえないのだろうね。

（B子）一方で同じ日に、神社用地として使用されていた市有地を認可地縁団体に無償で譲与したことは、政教

分離に違反しないという判決も出ていますね。払い下げではなく無償で譲与することで神社を存続させた

のであれば、神道に特権を与えたことになるのではないでしょうか。

（A夫）経済的側面から見ればそういえなくもないね。

ただ、歴史的には、明治初期から寺社地を国などに上知（上地）させたり、寄附を受け入れたりし

たために、公有の土地が無償で社寺の敷地として使われるという状態になったんだ。しかし戦後憲法

で政教分離規定が定められたこともあって、国有地については「社寺等に無償で貸し付けてある国有

財産の処分に関する法律」ができて、国有地以外の公有地も同じように譲与等の処分をすることを求

める内務文部次官通牒が発出されて、さらにこうした法律などによる譲与の申請期間が過ぎてからも、

譲与や売り払い、貸し付けなどでこういった土地を処分してきたんだ。

しかも、この事案で市が無償譲与した土地は、もともと地区の部落会が実質的に所有していたのだ

けれど、市が部落会からこの土地に公立小学校の教員住宅を建ててほしいという要望を受けて寄附を

受けたという経緯があり、これを返還したという意味合いもある。こうした事情から市の無償譲与は

政教分離違反と判断をしなかったのだと思うよ。

（B子）そうすると、国内にはたくさんの公有地が社寺用地として無償使用されているはずですね。

（A夫）そうだね。これから貸し付けや払い下げなどの必要がでてくるかもしれ

ないね。

（B子）私の家のそばの道端にある道祖神やお地蔵さんも政教分離違反といわれてし

まうのでしょうか。

（A夫）そういった施設は、宗教的意味合いが薄いから、必ずしもそこまでには

ならないんじゃないかな。



24

１　法制定の背景

近年、不登校やひきこもり、ニート（若年無業者）など、子どもや若者に関する問題が深刻化しています。

このような問題は単に個々人の責任にとどまるものではなく、有害情報のはんらんや不景気による就職難な

ど、子どもや若者をめぐる社会環境の悪化が大きな影響を与えているとも考えられます。また、次代の社会

を担う子どもや若者が自立できないことは社会全体としても大きな損失となるため、子どもや若者の育成支

援は取り組まなければならない重要課題の一つです。

これまでもこのような問題に対して対応策は講じられてきましたが、教育、福祉、雇用等の各機関がそれ

ぞれ必要な支援を個別に行うなど、縦割り的な対応にとどまるものがほとんどでした。そこで、ひきこもり

やニートなどの問題の更なる解決を図るべく、各分野の機関が連携して総合的な支援を提供するための施策

の推進と地域ネットワークづくりを目的とした子ども・若者育成支援推進法が制定され、平成22年 4 月 1 日

から施行されることになりました。

２　地域における子ども・若者育成支援ネットワーク

本法で支援・援助の対象となるのは、乳幼児期から30歳代の、修学及び就業のいずれもしていない子

ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものやその家族な

どです。このような問題を抱えた子どもや若者に対する支援体制としては、まず、地方公共団体の子ども・

若者総合相談センターが相談窓口となり、関係機関の紹介や情報の提供・助言などを行います。そして、専

門機関への相談等を経た後、関係機関が密接に連携して総合的に対応する必要のあるケースについては、地

方公共団体に置かれる子ども・若者支援地域協議会の支援の対象となります。同協議会は、ハローワーク、

福祉事務所、NPO法人などの関係機関により構成されるもので、同協議会で支援の内容に関する協議が行わ

れ、その結果に基づき関係機関等が支援を行っていくことになります。

３　地方公共団体の役割

都道府県及び市町村は、内閣府に置かれる子ども・若者育成支援推進本部が作成する子ども・若者育成支

援推進大綱を勘案して、当該区域内における子ども・若者育成支援についての計画を作成するよう努めるも

のとするとされています。また、子ども・若者総合相談センターや子ども・若者支援地域協議会は、都道府

県・市町村が単独又は共同して確保・設置するよう努めるものとするとされています。そのため各都道府県

だけでなく、それぞれの市町村においても地域的実情などに応じて体制の整備が図られていくことが求めら

れており、将来的には問題を抱える子どもや若者が、どの地域においても子ども・若者育成支援ネットワー

クによる充実したサポート体制を利用できるようになることが期待されます。

子ども・若者育成支援推進法の制定
～ひきこもり・ニート等への総合的支援の実現に向けて～

愛知大学法学部　助教　山本　未来
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■民間と公務の二足のわらじ

経営コンサルティング会社、ＮＰＯ法人での勤

務を経て独立開業し、地方自治体の市民参加・協

働政策を支援する事務所を東京で経営しています。

市民参加条例の策定支援をしたことが縁で、平成

19年 4 月から 3 年間の任期で、四街道市政策推進

課市民活動推進室の主査補を、週 3 日兼業する機

会に恵まれました。

「任期付職員」というのが私の身分ですが、正

職員の業務を補助する非常勤嘱託職員や臨時職員

とは異なり、正職員と同等か、より専門的な仕事

をすることが期待されています。本業や市民活動

で培ってきたノウハウを発揮して、市民参加条例

の運用や「みんなで地域づくり指針」の制定、地

域づくりセンターの検討などを担当してきました。

ファシリテーター、講師、審議会委員などの形

で、全国各地の自治体にかかわってきましたが、

自分自身が公務員を経験することで見えてきたこ

とが多くあります。

■地域主権には遠い？自治体イメージ

役所に入って感じたのは、抱えている業務をこ

なすのに手一杯で、創意工夫を発揮する余裕がな

い職員が多いということです。職員数が減る一方

で行政サービスへのニーズが高まっていること、

定期的な人事異動で専門性が蓄積しづらいことな

どが背景にありますが、結果として、国や県の指

示に従うことを金科玉条としたり、他自治体のモ

ノマネになってしまったりと、地域主権時代の自

治体に期待されるイメージにはほど遠い場面も散

見されます。

地域の実情にあった政策を立案し、地域の魅力

をアップしていくにはどうしたらよいのか。私は、

それぞれの地域の市民活動や事業活動に着目して、

そのノウハウを生かすような「コラボレーション

型公務員」を提唱しています。

■コラボレーション型公務員のススメ

例えば、四街道市でも、市職員有志が、お隣の

千葉市に本拠地を置くプロレス団体、市内在住

の漫画家とコラボレーションして、ご当地レス

ラー「ヨツカイダー」をプロデュースする動き

を起こしました。市職員のカンパによって覆面

やコスチュームをデザイン、製作するという、

いわば「市職員による市民活動」ですが、「ヨツ

カイダー」は市の公式行事にも登場して、地域づ

くりの盛り上げに一役買っています。

最近は、「市民協働」がブームですが、ともす

ると、行政の都合で市民に仕事を押しつけるもの

であったり、市民と行政で一緒にやっているとい

うだけで成果の乏しいものであったりする例が多

く見られます。地域を元気にしてこその「コラボ

レーション」であり、それは市民活動や事業活動

の熱意やノウハウがベースにあってはじめて成功

するものです。

四街道市での任期は、今年 3 月末で終わりま

すが、また身軽な立場に戻って、各地に「コラ

ボレーション型公務員」を増やすお手伝いがで

きればと思っています。

四街道市役所　
任期付職員として 3 年

四街道市 庄嶋　孝広
四街道名物“朝取りたまご”の自販機前にて
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研修センターだより

平成22年度　千葉県自治研修
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研修センターだより

センター研修課程のあらまし
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本書は、今年 6 月に初実施される自治体法務検
定（政策法務編）の公式テキストです。
自治体現場における立法・法令解釈運用・争

訟・それらのフィードバックは対象分野が非常に
広く、しかも深いことは周知のとおりですが、本
書はそうした広く深い自治体法務について、基礎
的事項は丁寧に拾いながらも詳細は大胆に切り捨
てて記述しています。そのため、自治体法務に関
し幅広く基礎をしっかり押さえ、その上で各人ご

とに必要とされる分野の能力をさらに伸ばしてい
くことが可能です。
さらに本書で特筆すべきは、立法事実の収集法、

行政手法の組み合わせ技術、争訟の活用法など具
体例を交えつつ、実務的な記述に溢れているとい
うことです。本書の編集者はいずれも日ごろ自治
体の現場に積極的にかかわられている先生方ばか
りですし、その上自治体現場の第一線で活躍して
いる職員たちの意見も豊富に取り入れられている
と聞いています。まさに自治体の現場から生まれ
た法務テキストであり、地域主権の流れの中、こ
れからの時代を担う自治体側の勢いを示す象徴で
あると言えるでしょう。
既に千葉県、神奈川県、芦屋市といった自治体

でも本書をもとにした自主勉強会が開催されてい
るようです。
興味を持たれた方、ぜひ本書を読破し、その成

果試しに検定に挑戦してみませんか？

自治体法務検定
公式テキスト
政策法務編

自治体法務検定委員会　編
第一法規株式会社

意見の広場

テーマ： たまには行きたいアノお店

ただただ、おいしいものが食べたい時に、行きたく
なるアノお店。テレビで地元が取り上げられても、ア
ノお店は出てこない。雑居ビル 1 階にあり、内装もシ
ンプルなので、テレビ受けしないのかもしれない。
けれど私は、豪華な内装や格式ばった接客だと気

後れしてしまう。おいしければ、おいしいもので満
腹になれれば、それだけで幸せ。
…こんなことを書いていると、お腹がすいてくる。

ぐ～ぅ 【匿名】

先日、妻の誕生日に、花屋で買ったフラワーアレン
ジメントをプレゼントしました。花屋に行くことなん
て、今までの人生で数える程しかなく、花を贈ること
も何だか照れくさい感じでしたが、色とりどりの鮮や
かな花々を渡した時の喜んでくれた妻の表情は、何と
も感慨深いものがありました。それ以来、花に対する
私の意識も変わり、今では我が家に飾ってある花々の
美しさやその香りにすがすがしい気持ちにさせられて
います。これからは、いろいろな花を楽しむために、
また妻の機嫌をとるためにも、たまには花を買いに花
屋に行ってみたいと思います。 【匿名・29歳】

「たまには行きたい」と言うよりも「１度でいい
から行きたいアノ店」それはミシュラン 3 つ星のお
店。3 つ星レストランの味・雰囲気・接客サービス
を是非とも味わってみたいのです。田舎に住んでお
りますので、なかなか機会に恵まれませんが、「いつ
かは！」と夢を膨らませています。とは言え、私の
場合 3 つ星レストランが似合う「スマートな大人」
になることが先ですけど（笑） 【御宿町】

北海道は小樽市にある寿司屋、「みよ福」さん。見
つけたのは偶然から始まりました。
私が北海道の富良野へスキーに行った際、ゴンドラ

に乗り合わせた男性に話しかけたことがあったのです
が、その方はスキー場のホテルの従業員でした。
彼に「毎年、北海道旅行の最終日には小樽に行っ

て寿司を食べているんですが、良い所ありますか？」
と聞いてみると、彼はなんと小樽の出身で、父とよ
く行った寿司屋があるとのこと。その名前をつてに
探しますと…ありました。
小樽といえば寿司屋通りが有名ですが、そこからは

離れている、地元の寿司屋さんでした。値段も良心的
で、いかにも地元という感じ。店内は狭いですが（笑）。
1 年に 1 回は行きたいお店です。 【旭市　ケヤキ】

お薦めの 1 冊

●推薦：兵頭　直樹（浦安市総務部総務課）
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