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クリエイティブ房総　2015　第90号

◆  八千代市立中央図書館・八千代市市民ギャラリー ◆

　県立八千代広域公園内に中央図書館と市民ギャラリーの複合施設と
して、平成27年7月1日にオープンしました。
　46万冊の蔵書が可能な八千代市立中央図書館。閲覧席数は350席で、
県内でもトップクラスの席数を誇ります。豊富な資料や情報の中で滞
在型の読書や学習を行い、新たな出会いや交流の機会を持つことがで
きる場所です。
　ワンフロアに利用者スペースをまとめることで、乳幼児から高齢者
まで、またハンディキャップを持つ方々にとっても使いやすいスペー
スとなっています。
　八千代市市民ギャラリーの展示室は、展覧会など美術等に関する活
動の成果を発表する場として利用いただけます。

今号の表紙（八千代市）

「住民協働の現在・未来」
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前渡金が入金された通帳及び届出印を保管する者が、
他の職員に当該前渡金を詐取されたことに基づく損害賠償責任の成否

これから実施する研修の中から、皆さんにもっと知っていただきたい 4課程について、ご紹介します。

＊＊＊＊ 詳しくは、研修センターまでお問い合わせください。＊＊＊＊

　今号の特集「住民協働の現在・未来」は、いかがでしたか？　紙面の都合により、「住民協働」の
取り組みについて、特色のある自治体の事例を掲載できなかったことが残念です。
　また、地域情報は、県内外の自治体の特色のある施策について御紹介しました。
　執筆いただいた皆様には、ご多忙の中、協力を賜りわりましたこと心からお礼申し上げます。

観光活性化研修
　観光施策の動向、観光活性化の戦略等につい
て理解を深め、担当者としての職務遂行能力の
向上を図ります。

内　容 ①地域振興と観光施策の動向
 ②地域ブランド戦略と観光活性化
 ③観光活性化におけるメディアの役割
 ④市町村の観光施策（意見交換）
 ⑤千葉県の観光施策
講師（予定）
　①跡見学園女子大学観光コミュニティー学部

教授　安島　博幸　氏
　②（株）ブランド総合研究所

代表取締役社長　田中　章雄　氏
　③（資）いなかっぺ代表 岡野　大和　氏
　④（株）ちば南房総取締役 加藤　文男　氏 

期　間　　平成27年11月25日（水）・26日（木）
対象者　　観光行政に携わる職員

カウンセリング研修
　監督者として、職員が抱える悩みや心の問題
を事前に察知するための知識を学び、実際に悩
んでいる職員への対応について事例を活用し実
践による修得を図ります。

内　容　　①個の内面の問題解決のためのカ
ウンセリングマインドとスキルとは
ミニ模擬カウンセリング
事例研究

②医師によるカウンセリング

講師（予定）
　①（株）パトス　専任講師
　②（医）爽風会 心の風クリニック千葉

院長　山内　直人　氏

期　間　　平成28年1月20日（水）・21日（木）

対象者　　係長級以上の職員

接遇研修指導者養成研修
　接遇研修（公務人材開発協会所定）の講師と
して必要な知識・態度・正しい指導技法の習得
を図ります。

講師（予定）
　（一財）公務人材開発協会　講師

内　容 公務における接遇
 マナーとコミュニケーション
 面接応対、電話応対、クレーム対応
 よりよい接遇をめざして

期　間　　平成28年1月20日（水）～22日（金）

対象者　　主任級以上の職にあり、受講後、講師
　　　　　又は指導にあたる職員

プレゼンテーション研修
　公務員に求められる説明責任を果たすため
に、分かりやすく的確な説明をする能力の向上
を図ります。

講師（予定）
　（株）パトス　専任講師

内　容 プレゼンテーション力向上の意義と
効果、プレゼンテーション実習、発表

期　間　　平成28年1月26日（火）・27日（水）

対象者　　すべての職員 

◆PART 1 　   自治体における住民協働の意義と課題

…………………………………………　明治大学 政治経済学部 教授　牛山　久仁彦 …… 3

◆PART 2 　   「協働」の課題と展望 －learning from errorのススメ－

…………………………　NPO法人 情報公開クリアリングハウス 理事　奥津　茂樹  …… 11

地域コミュニティの再生と行政の役割　 …………　法政大学 法学部 教授　名和田　是彦 ……  16◆PART 3

特　　　　集 「住民協働の現在・未来」
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羅　針　盤

都心 30 キロ圏に位置する八千代市は、ベッド
タウンとして人口が増え続け、現在、人口約 19
万 5 千人の都市に発展しています。

本市は、人口増加が見込めるポテンシャルがあ
る一方で、老朽化した公共施設への対応が十分で
ないなど、多くの課題に直面しています。こうし
た状況では、困難な課題から目をそらすことなく、
まずは現状把握と近未来予測を着実に行い、それ
らを公表して市民と現状や課題の認識を共有する
とともに、課題解決策の策定と実施にあたって今
まで以上の市民参加や情報提供が必要です。

職員に求められる意識・心構えとしては、まず、
こうした各自治体の現状・課題認識に必要な情報
を首長に提供するとともに、首長が示した主要な
現状・課題の認識をしっかりと共有することから
始めなければなりません。情報提供では、自治体
や首長、議会にとってよくない情報でも提供をた
めらってはいけません。そういう情報であればあ
るほど、早くトップに上げなければ、政策変更等
に必要な時間が確保できなくなってしまいます。

現状・課題認識の共有の次には、課題解決策の
策定とその方針の共有が重要です。課題解決策の
大半は何年もの時間が必要だろうけれども、短期・
中期の解決策や問題緩和策がないかの視線を常に
失わないことが肝要。また、課題解決策のいくつ
かは、個々の課の今までの政策目標と一見反する
ものである場合もあります。そんな時、「今まで
問題がないから」という単純な理由では今までの
施策の継続はできません。社会の変化、市民意識
の変化に敏感になるとともに、自分の自治体の財
政状況や施設の老朽化状況等を把握した上での現
行施策の継続や解決策の提示でなければ、市民・
議会・首長の理解を得ることはできません。

右肩上がりではない時代の地域自治の実現は、
国・県頼みではなく、総論賛成・各論反対でもな
い自治体改革を考案し、推進していく市民、議会、
職員・首長の連携・協力が必要でしょう。

八千代市長 　   秋　葉　就　一

低成長期における
地域自治の実現

羅
針
盤
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特　集　「住民協働の現在・未来」特　集

特集『住民協働の現在・未来』
　近年、行政のスリム化や多様化した住民のニーズへの適合が求められる中で、「住民協働」が多
くの自治体でキーワードとなっています。
　しかし、条例で「住民協働を推進する」とただ定めるだけでは、何の改善にもなりません。
　そこで、特集では住民協働がなぜ大切なのか、また政策に住民協働を取り入れる手法について、
専門家の解説をいただきました。
　住民と行政の望ましい関係について、考えるヒントになればと考えます。

PART 1「自治体における住民協働の意義と課題」
明治大学　政治経済学部　教授　牛山　久仁彦（うしやま　くにひこ）

　1961 年、長野県諏訪市生まれ。中央大学法学部法律学科を卒業後、明治大学政治経済学部助教
授などを経て、現職。中央大学法学部、日本女子大学現代社会学部兼任講師。専門分野は、政治学、
地方自治論。
　日本学術会議連携会員、日本行政学会理事、日本地方自治学会理事、日本協働政策学会事務局長。
神奈川県総合計画審議会副会長、相模原市政策アドバイザー、国分寺市行政改革推進委員会委員長、
大田区市民協働推進委員会委員、岡崎市市民活動推進委員会委員長などの他、総務省自治大学校や
市町村アカデミーで講師も務める。

　主な著書に『国家と社会の政治・行政学』『自治体議会の争点と課題』（編著・芦書房）『分権時代の地方自治』（編著・
三省堂）などがある。

PART 2「『協働』の課題と展望 －learning from error のススメ－」
NPO 法人 情報公開クリアリングハウス　理事　奥津　茂樹（おくつ　しげき）

　1960 年神奈川県生まれ。明治大学法学部卒業、同大学院法学研究科修士課程修了。駿台予備校論
文科講師。NPO 法人「情報公開クリアリングハウス」 理事、一般社団法人「ソーシャルコーディネー
トかながわ」理事。情報公開と個人情報保護をテーマに全国各地の自治体職員研修などで講師を務
めている。
　著書に『情報公開条例の論点―アカウンタビリティ実現のために』『個人情報保護の論点』（ぎょ
うせい）、『メディアと情報公開』（花伝社）など。

PART 3「地域コミュニティの再生と行政の役割」
法政大学　法学部　教授　名和田　是彦（なわた　よしひこ）

　1955 年下関市生まれ。東京大学、横浜市立大学、東京都立大学を経て、2005 年より現職。1993
年から 95 年まで、フンボルト財団給費留学生としてドイツ・ブレーメンで彼の地の住民参加を研究。
横浜市をフィールドにコミュニティ研究を行い、自ら地域活動に関わり、港南台タウンカフェを運
営するまちづくりフォーラム港南の代表を務める。
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「自治体における住民協働の意義と課題」　 　PART 1

　　明治大学 政治経済学部 教授　　牛山　久仁彦

自治体における住民協働の意義と課題

１．なぜ「協働」に関する政策が求められるのか
　「協働」という言葉が、自治体現場で語られるようになってから、かなりの時間が経過した。しかし、そ
れにも関わらず、依然として協働についての理解は十分ではなく、自治体現場では、「協働」ってどういう
ことなの、という疑問が発せられることも多い。多くの自治体で、「協働推進課」や「市民協働課」といっ
た名称を付した部署が設けられ、総合計画や首長公約にも「協働」がしばしば用いられるにも関わらず、
である。
　その理由として考えられるのは、協働が多面的な要因によって求められてきており、また、それが意味
する内容も多様性をもっているからだと考えられる。自治体をめぐる環境は、地方分権や財政危機といっ
た行政の状況を巡る変化に加え、人口減少や少子高齢化、東日本大震災など頻発する激甚災害への対応など、
大きく変化してきている。特に、自治体財政は窮迫しており、人口減少・少子高齢化の進展により、その
改善は長期的には展望しがたい現状がある。こうした状況を踏まえ、自治体行政が直面する課題に対処す
るためにも、住民と行政の協働による行政運営が求められる面があるだろう。
　その一方で、地方分権の推進によって、自治体の権限が拡大し、自治体行政への住民の関心の高まりが、
住民自治の強化を求めている側面もある。住民が、行政のあり方に注目し、その方向性の決定に関与しよ
うとすることは、ローカルデモクラシーの高まりにもつながり、今後の地方自治の進展にとっても好まし
いものとなろう。そうした高まりの中で、自治体行政への住民参加が促進され、さらには政策を形成する
ための住民と行政が協働するという場面が生まれている自治体も少なくない。こうした状況は、多方面で
共感をえることも想定されるが、ともす
れば、財政危機にともなう行政サービス
の負担転嫁であるという主張や、協働が
住民の直接参加的な手法を用いることか
ら、代議制民主主義をないがしろにする
ものだという主張を惹

じゃっき

起することがあり
うるのだろう。
　本稿では、こうした批判も意識しなが
ら、協働を進め、行政の機能やあり方を
見直すことなくして、今後の日本の地域
社会を維持・発展させていく方策がない
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ことを論じてみたい。ただ、協働には、さまざまな批判に内在するような課題が存在することも事実であ
り、ただ、単に協働を理想論として論じるだけではすまない面もある。そこで、さらに協働が抱える課題や、
それに対する自治体の先進的な取り組みなどについても言及することとする。

２．公共サービスの改革とその課題
　自治体行政において、特に住民と行政の協働が求められるようになった理由は、既にふれたように、多
様である。国・地方を問わない財政危機によって、バラマキ型の行財政運営が困難になり、多くの住民が
望む施策に効率的に財源を配分していかないと、自治体運営がままならない状況がうまれている。そして、
行財政危機は、行政による公共サービスの〈独占的〉供給を困難にし、サービス供給の担い手の多様化を
もたらした。こうした状況が、企業や住民・NPO といった集団の地域社会における役割を変化させてきたし、
住民と行政の協働を求める背景にある。
　先にも触れたように、こうした公共サービスの担い手の多様化の背景には、財政危機があるが、あわせ
て集権的なシステムの改革による、分権的で市民自治の強化につながるような側面を評価していく必要も
あるだろう。また、このような状況を受け、自治体政府がどのようにあるべきかを検証すると同時に、行
政と民間の役割分担という、重要な課題についての検討も求められている。
　そうした中、公共サービスの民間化が進み、一部の分野では、民間が提供するサービスの「危うさ」も
顕在化している。それゆえに、公共サービスの提供主体が多様化する中、それが公共的なサービスである
以上、そのコーディネートや監督については行政が公的責任を果たすことは不可欠である。また、公共サー
ビスの担い手が、十分な力量を持っていない、あるいは担い手が存在しない、という場合には、行政が直
接サービスを供給しなければならない地域や場合もありうる。
　そうした点を踏まえると、特に、重要と思われるのは、行政と住民の関係についてであり、そこに求め
られるのが「協働」の視点である。市民が必要としている公共サービスは、必ずしも企業が担うような採
算のあうようなものばかりではなく、あわせて、行政が直接担うことができない、ないしは不適切なもの
も存在する。そこで、住民と行政が協働して公共サービスを担うという考え方が注目されてきた。同じ、
行政事務の外部化でも、協働と市場化は必ずしも同じものではない。しかし、そうした協働をめぐる理解は、
十分に進んでいるとは言いがたいことは、既に述べた通りである。
　行政から見れば、住民の提供する公共サービスは、安定性に欠け、供給量にも不安があるように見える。
また、住民からすれば、行政が、財政危機の中で困難になっているサービス供給を住民に肩代わりさせよ
うとしている、という疑念も生じる。双方の対等性や協力のあり方についても意見の相違が存在し、相互
理解が進まない場面にもしばしば直面する。行政は、住民を、本当の意味でのパートナーたりうるのか、
と考えて参加の拡大に踏み切れず、住民は、行政が負担を転嫁して分任させようとしていると考えること
も少なくない。また、研究者からも、行政が仕掛ける協働の問題点を指摘する批判も多い。したがって、
住民と行政の協働については、基本的な視点を明確にし、公共サービス提供における協働の位置づけを検
討しておく必要があるだろう。

特　集　「住民協働の現在・未来」
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３．住民自治と参加・協働
（１）住民参加への注目
　「協働」という言葉が表す意味・内容については、
後に言及するが、協働の前提となる住民の自治体
行政への参加・参画については、既に、60-70 年
代を通じて取り組まれてきた経緯がある。高度成
長にともなう都市問題や公害問題を解決するため
には、日本の集権的な中央－地方関係ではなく、
地方自治確立による解決と、住民の参加・参画に
よる取り組みが重要な意味をもっていたからである。
　深刻化する諸課題に対して、公害問題を告発する地域住民の動きが活発化し、都市部におけるマンショ
ン建設反対運動や日照権の主張などが繰り広げられた。こうした動きが、新しいコミュニティ形成の運動
にもつながったが、市民運動・住民運動の高揚は、政府や企業を告発する性格が強かったため、行政の側
からは警戒する向きも強かった。しかし、そうした活動が、地域の諸問題を顕在化させ、地域住民が安心・
安全に暮らせるために自治体はどのように行動するべきかという課題を提起する役割を果たしたといって
良いだろう。
　さらに、この時期多くの自治体で取り組まれたコミュニティ形成の動きや取り組みは、自治体行政の運
営を住民とともにどのように進めていくのかという今日的な課題を先取りしていた。従来、行政と役割を
分担してきた自治会・町内会の組織率は、大都市部を中心に低下しており、行政にとっての課題となって
きていた。そこで、いくつかの先進自治体では、地域コミュニティを再構築し、地域住民の参加・参画を
進めていくという政策的な取り組みがなされた。自治体における住民の参加・参画は、戦後地方自治の根
本的な課題であり、それが高度経済成長の地域社会の問題解決に大きな意味をもつことが明らかになって
きたのである。

（２）住民の参加・参画と協働
  しかし、こうした住民参加・参画の動きは、高度経済成長が終わり、低成長の時代を迎える中で変化して
くる。その要因のひとつとして、市民・住民の自治体との関わりの変化がある。高度成長期の住民運動や
コミュニティ形成運動は、住民の行政参加を促進し、参加・参画のあり方についての議論をした。後にみ
る NPO や市民活動の取り組みも、こうした流れの延長線上にあると考えられる。
　行財政の状況にも変化が生まれ、低成長以降や後のバブル崩壊に伴う、国・地方を問わない財政危機によっ
て、バラマキ型の行財政運営は困難になり、増大する行政需要に対して効率的に財源を配分していかないと、
自治体運営がままならない状況が生まれたことも、こうした状況を加速した。いかにして、住民の意向を
反映した施策を実現するのか、そのための住民参加手法が問われたのである。
　また、先にも触れたように、行政による公共サービスの供給の独占的供給は困難になり、企業や NPO と
いった「民」の力を借りなければ、安全・安心の地域社会を維持することが難しくなってきた。このサー
ビス供給のあり方について考える際にも、参加・参画にとどまらず、住民と行政の協働が求められていく
こととなるのである。

「自治体における住民協働の意義と課題」
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 ４．住民と行政が協働するということ
（１） 自治体行政と住民の参加・協働
 　このように、自治体現場で語られることとなった協働であるが、それについては、さまざまな見解があり、
また批判も多い。そこで、協働については、以下のような二つの視点からの整理が必要であると考えてきた。
すなわち、第一に、協働を政策形成時における行政と住民の関係の中で位置づけ、第二に、それらを踏まえ、
行政と住民の役割分担を踏まえた公共サービスの提供を行なっていく、というものである。
　これまで見たように、公共サービスの供給にあたっては、多様な供給主体が役割を分担しながら住民の
生活を支えていくことが不可欠になっており、現実にさまざまな政策分野でそうした試みが進められてい
る。しかし、場合によっては、それが行政の責任放棄とみられる場合や、住民への負担転嫁と考えられる
場合があることには既に触れた。それは、結局のところ、公共サービスの供給のあり方について、行政が
決定をし、住民が「下請け」をさせられるのではないかという、住民の不満に起因するのであろう。したがっ
て、第一に指摘した、政策形成時における協働が重要になるのであり、この両者がセットで初めて、本当
の意味での住民と行政の協働が意味のあるものになるのである。
　

（２）政策形成と協働
　政策形成の過程において、住民と行政が協働していくという場合、具体的にはどのようなことが想定さ
れうるのであろうか。全国の自治体においては、既にそうした取り組みが先進的に行われているが、それは、
以下のように整理することができる。
　第一に、行政の総合計画や各種基本計画を策定する際に行う参加・協働、第二に、施策を具体化するた
めに規則を制定したり、条例を議会提案する際に行う参加・協働、第三に、政策が執行された後に、その
内容を評価し、次の政策執行にフィードバックするための参加・協働などが考えられる。
　こうした、政策形成の過程での参加・協働は、計画の策定や条例提案に向けた作業において、既に全国
の自治体で具体化してきている。市民参加の方法や手続について定めた市民参加条例やまちづくり条例な
どが、その例としてあげられるであろう。
 　重要なことは、近年、こうした条例の制定過程そのものが、住民の参加・協働によって支えられてきて
いることである。総合計画の策定過程に住民が参加する手法は、既に、コミュニティ形成の課題と共に、
多くの自治体で取り組まれてきており、その手法も、ワークショップを取り入れるなど、多様化、高度化
している。同様に、条例制定の過程においても、専門家の助力を得ながら、住民と行政職員、あるいは住

民と議員の共同作業で検討、立案される例が増えてきてい
る。このことは、自治体のルールそのものが、住民と共に
策定されるということを意味しており、参加・協働による
政策形成の実践が行われているのである。
　このような取り組みは、分権の受け皿として進められた
市町村合併の推進の結果としての基礎自治体の大規模化

（人口規模拡大）の中で、市町村を「遠い自治体政府」にし
ないための地域自治強化にも位置づけられている。地方自
治の本質ともいうべき住民自治を進める観点からも、積極

特　集　「住民協働の現在・未来」
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的に住民と行政の協働による政策形成を進めることが求められる。

（３）公共サービス提供における協働
  一方、既に多くの自治体で公共サービスの提供について、NPO や市民活動がこれを担い、行政との協働
を進める例が増えている点は、周知のことであろう。高齢者介護や子育て支援の現場で、多くの NPO や
市民活動によって公共サービスが担われている。激甚災害が頻発する中、危機管理や災害対策においても、
協働は不可欠なものとなっている。
　しかし、その一方で、どのような住民と行政の関係で、協働による公共サービスを提供していくのかと
いう点については、さまざまな論点がありうる。行政の仕事を民間が担う例は、アウトソーシングという
形でも進んでいる。アウトソーシングをめぐっては、「公共サービス改革法」が制定され、自治体において
もこうした市場化の流れを先取りする事例が見られてきている。ここで考えておかねばならないのは、市
場化と協働の共通項と相違点であろう。今後は、多くの自治体で試行されてきている「協働事業提案制度」
を検証する必要があるだろう。いわゆる「協働事業提案制度」にもさまざまなものがあり、制度設計もい
ろいろである。単なる団体への補助金提供にとどまるものもあれば、協働事業として大きな効果を上げて
いるものもある。「協働事業」への取り組みは、全国的に見られるようになってきており、これらがこれか
らの公共の担い手の事業として、どのように発展していくのか、その取り組みについての検証が不可欠で
あるだろう。以下では、こうした活動の担い手として注目されている NPO や市民活動についてみておこう。

５．協働の担い手としての NPO・市民活動
（１）NPO・市民活動と協働
　NPO とは、Non-Profit Organization の略称で、NPO 法（特定非営利活動促進法）が施行されて以来、
特定非営利活動法人と称されてきた。この対象となったのは、従来、「市民活動」と称されてきた市民の自
発的な活動である。
　いわゆる NPO などの市民活動は、阪神・淡路大震災の際に、多くのボランティアが被災地に駆けつけ、
活躍したことによって注目を集めた。自治体において「協働」が注目されるようになったのもこの時期に
重なる。欧米では、こうした活動に対する認知が早くから進み、活動が活発化していたのに対し、日本では、
そうした活動に対する認知や制度化が進んでいなかったが、社会経済情勢の急激な変化によって、こうし
た活動が日の目を見ることになったのである。

（２） NPO・市民活動の意義
　日本の NPO や市民活動は、政府による基盤整備や支援方策の遅れにもかかわらず、法制定以前には、株
式会社や個人企業を設立することで法人格を取得し、「仕事」として地域にサービスを供給してきた。福祉
分野において、在宅介護支援としてホームヘルパーの派遣や配食サービスなど、自治体行政から業務委託
を請けて地域社会で高齢者を支えるような事例も多く見られる。こうしたいわば市民事業として展開する
ことが可能になった NPO が存在する一方で、極めて小規模でボランティア・サークルに近い市民活動団体
も多い。これらの団体は活動基盤も脆弱で、メンバーも少なく、活動資金も活動の場となる空間も保有し
ていないのが現状であった。
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　そこで、自治体行政に求められてきたのは、そうした NPO や市民活動の多様性に対応する、多様な活動
支援メニューの提示である。そのためには地域に存在する NPO がどのような活動を行なっているのか、また
どのような行政との関係を求めているのかを把握しておく必要があるが、自治体行政のこれまでの状況を見
ると、そこにはいくつかの問題が存在してきた。ひとつには、これまで、自治体行政にとって、市民の自発
的活動がしばしば行政の施策と衝突し、行政が市民の活動を好ましくないものとして捉えてきたことがある。
それゆえに、市民活動や NPO との関係整備に消極的となり、法制度化が進んでこなかったといえる。さらに、
もうひとつの問題点としては、行政がもつ縦割り行政のために、自治体が総合的に NPO 政策を展開できなかっ
たこともある。市民の活動が所管毎に系列化されれば、NPO が身近な視点から総合的に施策を判断し、サー
ビスを提供するという利点を、行政の縦割り文化に埋没させることにもなる。したがって、自治体は、NPO
法の制定を踏まえて、NPO についての総合的な窓口を整備して担当所管課を新設し、そこへの地域住民の参
加や基盤整備を促進することが必要になったのである。その点で、冒頭でも触れたように、市民活動推進課
や協働推進課といった名称の部署が設置され、協働施策を総合的に担う例が増えてきているのである。今後は、
協働政策の特徴に鑑みて、企画部門との関係の整理や、連携のあり方についても検討する必要があるだろう。

（３）自治体における協働と NPO・市民活動の推進策
　NPO 法の制定は、自治体にも多くの課題を課すこととなった。直接的には、NPO 法人が事務所をおく都
道府県知事がその所轄庁となり、法人申請の書類を受理して法人設立の認証を行わなければならず、報告
徴収、立入検査、改善命令、認証の取り消しなどの監督を行うこととされている。こうした事務が、自治
体の事務として取り扱われてきた。
　こうした都道府県レベルでの取り組みは NPO 法の制定によって始まり、全国的に多くの NPO 法人が誕
生し、認証を受けている。また、全国の自治体に広がっている、「活動サポートセンター」の設置にみられ
るように、NPO など市民の活動を支援するための施設設置などの試みも広まっている。
　そして、こうした法制定や都道府県レベルでの取り組みの進展は、住民にもっとも身近な政府である市
町村にも政策的対応を求めるものである。そこで、自治体は NPO との協働を進めるための施策を展開する
ことになるが、それらの多くは、NPO の活動を「支援」するためのものであり、具体的には、活動場所の
提供・資金の提供・情報の提供・人材育成への協力などが考えられてきた。その内容については、市町村
によって違いがあるが、共通しているのはあくまでも活動を「促進」し、「支援」するということであり、「協
働」を推進するための政策を前面にうちだしていくことができているのかを問う必要がある。条例や要綱
によって活動の場を提供し、補助金を交付することはあっても、行政が協働するパートナーとして NPO や
市民活動を位置づけることができているのかを検証する必要がある。
　そうした中、先進的な自治体の取り組みとして、行政が提供してきたサービスを、NPO に委託するなど
単なる資金援助ではなく、NPO や市民活動を行政が協働する相手として積極的に位置づける努力もなされ
ている。例えば、愛知県岡崎市の協働推進条例は、市民協働を「市民、市民活動団体、事業者および市が、
対等の立場で相互の関係を持ち、地域における公共的活動について、各主体だけでは成し得ない、創造的
状況が生まれることをいう」と定義し、市民協働についての基本的な考えを示している。市町村が NPO 政
策を進める際の基本的な論点を整理し、多様化し、複雑化する住民ニーズに応えるために、自治体がどの
ように対応するべきなのかが問われているのである。
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（４）政策の評価と NPO
　NPO の活動がもつ波及的な効果として、協働の考え方が導入されるのに対応し、行政自体の改革が進む
ことがあげられる。NPO が公共圏の拡大をもたらすことについては、しばしば指摘されているが、このこ
とは、NPO の担い手たる市民の行政に対する関心を深めると共に、市民が福祉やまちづくりといった政策
について知る、考えるという効果をもたらす。実際、公共サービスを供給しながら、行政のあり方やその
改革について、NPO や市民活動は多くの貢献をしている。
　しばしば指摘されるように、行政改革は行政自らの手で進めることが難しく、より客観的で、住民ニー
ズに応える形で実現されるためには、第三者的な観点からの提言も重要である。その意味で、NPO が市民・
住民の視点から、しかもより政策や制度に精通している視点から、行政の改革に寄与することの意味は大
きい。こうした試みの一つとして、NPO による行政評価実施の試みがある。三重県や岩手県、神奈川県な
どで試行されてきた NPO による行政評価は、基本的には行政と NPO の協働事業について、行政と NPO
のそれぞれが評価を行い、その結果にもとづいて今後の協働事業のあり方を考えるというものである。そ
して、それは市民活動・NPO の事業へと拡げられ、みずからの活動そのもののあり方についても振り返る
ツールとして発展していくこととなる。こうしたシステムの導入は未だ開発途上にあるとはいえ、NPO が
行政を変える契機を制度化する大きな第一歩であると考えられる。NPO の活動は、行政の革新にも一役買
うこととなり、行政、特に自治体行政のあり方を問い直し、まさに分権時代における市民・住民のニーズ
に応える行政の実現に大きな役割を果たしつつある。

６．これからの協働と自治体経営の課題
　このように、協働は、地域社会の環境変化を受けた自治体マネジメントのあり方に大きな影響を与えて
いる。自治体行政が地域社会を支えるには、住民や住民団体・NPO との連携や協力が不可欠であり、また、
それを踏まえた協働型の自治体経営を進める必要があるが、課題が多いのも事実である。
　いくつかの課題に目を向けておこう。協働事業については、NPO や市民活動、さらには自治会などといっ
た住民の積極的な地域貢献活動を活性化させるための取り組みとして注目されるが、十分な財源と事業提
案に向けた支援が必要である。大都市部自治体の一部を除き、協働事業に十分な財源を確保できている自
治体はそれほど多くなく、結果的に事業採択団体の数が限定される、あるいは、十分な資金が供給されな
い可能性がある。さらに、申請の方法やポイントについての理解が十分でなく、事業提案がうまくいかず、
事業採択から漏れることもありうる。あるいは、事業実施の観点から見ても、公金使用という観点からいっ
ても、問題のある事業が提案されることもある。
　これらのことから、協働のための資金確保や、
NPO・市民活動など、住民団体を支援する中間
支援組織のあり方が課題となる。行政による資
金の投入に加え、市民の寄付等による基金の創
設や民間企業との連携による資金確保などの工
夫が必要であるだろう。NPO・市民活動による
自主的な資金確保の経営努力や寄付文化の醸成
なども必要である。また、そうした資金確保や

「自治体における住民協働の意義と課題」
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協働事業提案の支援をはじめ、NPO や住民の活動を活性化させるための中間支援組織の存在が不可欠であ
る。協働の担い手である民間の活動が、いつまでも行政の支援によって支えられている状況は適切なもの
ではなく、本当の意味で、協働が実現するためには、こうした中間支援組織の存在と活動が大きな鍵とな
るだろう。
　また、そうした活動に多くの団体が取り組み、協働の取り組みが活性化するためには、人材の育成も不
可欠であるだろう。特に、ここで言及したいのは、NPO や市民活動、自治会活動、さらには社会的起業な
どを担う人材の裾

すそ

野
の

を広げることである。協働への理解がなかなか進んでいないことは繰り返し述べてき
たが、自治体や地域社会の現状を理解し、課題解決のための取り組みとしての協働についての認識をもっ
た住民が存在することが必要である。浦安市、横浜市、相模原市などでは、そうした協働の人材を育てる
ための「地域大学」が創設され、「地域公共人材」ともいうべき協働の担い手づくりが進められている。　
杉並区では、「すぎなみ地域大学」の卒業生を、具体的な NPO 活動の現場につなぐ取り組みも行われてき
ており、単に知識を得るのみならず、自治体現場へのつなげていく努力もなされている。
　協働については、それが提起されてからかなりの時間が経ち、政策の検証も求められている。協働事業
への応募団体数が減少し、その内容や意義について疑問が呈される自治体も少なくない。しかし、現状に
おいても、「共助社会」の実現が謳われており、人口減少社会の到来と少子高齢化による行政の課題は、「共
に支える」ことによってしか解決し得ないことに変わりは無いように思える。協働による自治体経営の刷
新も、引き続き必要であろう。本稿においては、あらためて協働の意義についてふりかえるとともに、そ
れが、今なお求められていることを確認した。協働政策が、自治体行政のあり方の刷新に与えるインパク
トや、今後の政策的な課題を検証し、今後の地域の課題への解決に備えるためには、どのような自治体の
姿を描いていくべきなのかを考えなければならないだろう。
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１．はじめに
　夏だから「お化け」の話から始めよう。「協働」なるものは「お化け」かもしれないと、最近思うように
なったからでもある。
　辞書を引くと「お化け」とは「得体のしれないもの」だという。また、「本来のあるべき姿から大きく変
化してしまったもの」も「お化け」である。前者の定義は一般の市民や自治体職員（以下、「職員」）が思
い描く「協働」の姿だ。一方、後者の定義は、これまで何からの形で「協働」に関わり、それなりに期待
してきた市民や職員が抱き始めた違和感や危機感を表している。
　私が「お化け」かもしれないと思うようになったのは、「協働」に対する後者の認識が強くあるからだ。
それが失望・絶望・無視という悪循環に陥らぬよう、生業が超多忙であるにもかかわらず、今回の執筆依
頼を引き受けることとした。「協働」が「本来のあるべき姿」に化けることを強く期待して…

２. 外発的開化としての協働
　そもそも住民協働は内発的なものではなく、外発的なものである。かつて漱石は「日本の現代の開化は
外発的である」ことを喝破した（夏目漱石「現代日本の開化」）。漱石によれば「外からおっかぶさった他
の力でやむをえず一種の形式を取る」のが外発的であり、その結果「皮相上滑りの開化」となり、「滑るま
いと思って踏ん張るために神経衰弱になる」という。
　まさに「協働」も、「行政のスリム化（歳出抑制）」という「外からおっかぶさった他の力」で始まった。
ただ、それだけでは「皮相上滑り」になり、市民も職員も「神経衰弱」（やってられない気持ち）になると
いけないから、とってつけたように「多様化した住民ニーズへの対応」という美辞麗句が、「協働」に添え
られる。
　全国各地の自治体が住民協働を高く掲げ、自治基本条例やまちづくり基本条例等にも「協働」という言
葉を盛り込んでいる。しかし、ごく一部の関係する市民や職員をのぞいて、その実績・効果を実感できて
いない。漱石のいう「開化」と同様に、「協働」が「皮相上滑り」のままだからである。
　私自身は学問の世界ではなく、実際の現場で、市民という一方の当事者として「協働」にかかわってきた（拙
稿「市民からみた『市民提案を活かす自治体』」ぎょうせい『月刊ガバナンス』2014 年 8 月号）。
　たとえば、NPO 法人「情報公開クリアリングハウス」では、土地開発公社の「塩漬け用地」（長期未利用地）
の解消、住民票の「大量閲覧」の原則禁止を自治体に提案し、実現させてきた。また、一般社団法人「ソーシャ
ルコーディネートかながわ」（略称「ソコカナ」）では、神奈川県との協働事業として、かながわ県民活動サポー

「『協働』の課題と展望　－learning from error のススメ－」　 　PART 2

NPO 法人 情報公開クリアリングハウス 理事　　奥津　茂樹

「協働」の課題と展望
－learning from error のススメ－
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トセンターの「アドバイザー相談」事業や「コミュニティカレッジ」事業の企画・運営に携わっている。
　こうした自らの「協働」経験を通じて、その実績・効果をアピールすることはできる。
　しかし、自己を離れて社会全体を俯瞰したとき、「協働」は漱石のいう「皮相上滑り」の感がまだまだ強い。
そして、それゆえに「本来あるべき姿」から大きく離脱し、陳腐化してしまう例も散見される。「協働」へ

の違和感や危機感に応えるためには、小さな成功を大きく見せるの
ではなく、多くの小さな失敗から学ぶことが必要だと私は考える。
　市民も職員も自己の「非」を認めたがらない。しかし、福祉・
医療分野で取り組まれてきたインシデント（ヒヤリハット事例）
の共有化のように、多くの小さな失敗から学ぶことで、「協働」と
いう業務やそれにかかわる市民や職員の体質の改善につながるの
ではないか。

３. 多くの小さな失敗から学ぶ
　インシデントの共有化を成功させるポイントは、当事者に対する「免責」である。そもそも小さな失敗
に対して、いちいち責任の有無・程度を問い、制裁を課すのはコストがかかりすぎる。また、各自が責任
回避のために、改善に必要な情報を隠してしまうことの方が、将来的には損失が大きい。
　必要なことは事案の概要、構造、要因である。それらを数多く集めて分析し、効果的な対策を講じるこ
とで同様の失敗を未然に防止できる。そのため、実際に行われているインシデントの共有化では、当事者
の組織・個人の名前が伏されることが多い。
　そこで、以下にあげる「協働」における小さな失敗事例も同様に扱いたい。いずれも私の周辺で見聞し
たまぎれもない事実ではあるが、多少の創作を交えたノンフィクションとする。組織・個人の名前も仮名
とする。

■事例 A 
　NPO 法人 A は X 県との協働事業を企画・運営している。若年層の引きこもり支援の活動の負担金として、
総事業費の 50％にあたる年 100 万円の負担金が X 県から交付されている。負担金の上限は最大 1000 万
円で、最長 5 年間の支出が可能である。単年度の審査・契約になるとはいえ、最長 5 年の支援があることは、
事業の継続性、安定性からみて意味のある仕組みといえる。
　ところが、厳正な審査を受けたはずの法人 A の財務資料を読むと、気になる点がいくつも出てきた。負
担金の交付が審査・決定された時点で、理事長からの長期借入金が 500 万円超あった。そして、負担金
100 万円が交付された年度には、借入金のうち 100 万円が理事長に対して返済されていた。公表されてい
る活動計算書（収支報告）には、他に大きな収益事業がないことから、X 県の負担金が返済の原資になっ
たようにもみえる。

■事例 B
　民主党政権時の 2010 年、補正予算で総額 87.5 億円の「新しい公共支援事業」が始まった。全国の都道
府県はこれを原資とする基金を設けて、域内の NPO 等の支援になるよう多彩な事業を展開した。以下は、
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その交付金を受けた Y 市の NPO 法人 B の事例である。
　法人 B は Y 市内にコミュニティカフェを開設するため、「新しい公共支援事業」を活用した。2011 ～
2012 年度の 2 年間で、総額 1000 万円の交付金が支給された。ほどなくカフェは開設されたが、スタッ
フの必死の努力もむなしく毎年のように赤字経営を続けている。スタッフ人件費を大幅に削減しても経営
難を克服できていない。債務超過に陥った法人 B は、理事からの 500 万円の個人借り入れで急場をしのご
うとしている。協働事業による「投資」が失敗し、法人の存立を危うくしている。

■事例 C
　Z 市は「協働」のまちづくりを進めていくため、「市民提案型」と「行政提案型」の二つの協働事業を実
施してきた。地域の課題発見の起点は市民と行政のいずれでもよく、事業の企画・実施は双方で協議しな
がら進めていくのが特色である。「協働」が市民活動団体の一方的な思い入れに基づく企画提案になったり、
行政による一方的な補助・助成の類になりやすいことを考えると、Z 市の理念や方法は高く評価できる。
　しかし、その実態には課題も多い。たとえば、防災関連の協働事業を提案した市民活動団体 C の企画内
容は、まるで行政の復活予算要望の様相を呈していた。実質的には担当課の備品購入であり、団体 C はそ
の使いっぱしりのようだった。事業選考を行う審査会で団体 C の説明は要領を得ず、代わりに職員が説明
していたことが、両者の関係と事業の性格を物語っていた。

４．「協働」の課題を探る
　以上の三つの事例は、これらの自治体に特有の現象ではない。多かれ少なかれ「協働」の現場では、た
びたび見かける事象である。だから、そんなに目くじらを立てるなという意見を、NPO と職員の双方から
いただくこともある。中には「政治家や企業はもっと大きな不正をやっているではないか」と、なかば開
き直る人までいる。
　しかし、これまでの組織や個人のあり方を自ら振り返り、問い直し、新たな社会・世界を構想・実現し
ていくのが NPO である。そして、「協働」の相手方である行政・職員も、同様の気概と誇りを持ってほし
いと考え、生ぬるい現状に対して、あえて強いボールを蹴り込むことにしている。サッカー好きな私には、
キラーパスこそがゴールに迫る近道だという信念がある。
　前述したように、三つの事例はインシデントであり、それぞれの当事者の責任を追及することが目的で
はない。これらに表象される「協働」の課題を探り、解消・解決をめざすことが大切だ。それは以下のよ
うに三つに整理することができる。

Ａ：信用調査の不備
　事例Ａから読み取れる課題は、信用調査の不備である。NPO 法人等を担う市民と職員の双方に誤解・混
同があるが、協働事業は補助・助成ではない。事業を通じた NPO 法人等のスキルアップやパワーアップに
期待してよいが、それが無責任な投げ銭であってはならない。言うまでもなく原資が税金だからだ。
　地域課題の解決に向けて責任ある事業を展開していくためには、担い手である NPO 法人等の信用調査は
欠かせない。自治体がこれを怠ったのが、NPO 法人「大雪りばぁねっと」による復興事業予算の流用事件
である。この NPO 法人の財務はずさんで、事業委託の可否を審査する段階での財産目録には、現金として

「『協働』の課題と展望　－learning from error のススメ－」
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「09 年度 7,365,000 円、10 年度は 6,433,000 円」と記されているだけだ。大金を現金管理するはずもなく、
この事実だけでも「どんぶり勘定」の怪しい団体であったことは見抜けるはずだった。
　信用調査という言葉からはコストがかかる印象はあるが、活動計算書や財務諸表だけでも、ある程度の
ことがわかる。かつて「新しい公共支援事業」の一環として、神奈川県内の NPO 法人等を紹介する番組を
FM ヨコハマが制作したことがある。私はソコカナの一員として制作に協力し、紹介する 55 団体の信用調
査と選考を行った。そして、財務や活動の信用性の面で怪しい団体を選外とした。それらの中には活動に
対する社会的評価が高い団体や、ある市と協働事業を行っている団体もあった。
　協働事業の選考にあたり、団体調書等に活動計算書や財務諸表は添付される。それらをきちんと読むだ
けでも、怪しい団体を淘汰できるはずなのだが。

Ｂ：進行管理の不備
　信用調査のような入口ではなく、中間段階にある進行管理の不備が事例 B からは読み取れる。NPO 法人
B の事業は「新しい公共支援事業」であり、法人としての信用調査を含めて企画提案は第三者機関によっ
て厳正に審査され、選考されている。しかし、多くの協働事業は入口のチェックは厳しくても、事業開始
後のチェックが緩い傾向がある。
　もちろん事業の進捗状況を聞き出し、必要に応じて事業が実施されている現場に赴くなど、相応の進行
管理をしているはずだ。とりわけ事業費が大きい場合、NPO 法人等への丸投げはしないだろう。しかし、
問題はチェックの有無ではなく、その程度や質にある。
　事例 B の場合も、関係する職員によるヒアリングはあった。しかし、とりわけ協働事業担当課の職員の
場合、立ち上げ期にある事業の困難さを理解し、NPO 法人等のスタッフの賢明さに共感するあまり、厳し
いチェックができないことも多い。その優しさが経営面だけでなく、事業の内容、方法の面での課題を先
送りにしてしまい、所期の目的からかい離した状況を生み出してしまう。
　そもそも協働事業なのだから、市民と職員が一緒になって、赤字経営等の現状や今後の見通しの厳しさ
と正面から向き合うべきだ。そして、事業継続のための課題をともに出し合い、その分析を踏まえた解決
を同じテーブルについて探りたい。しかし、職員の方にも時間的な余裕がなく、事実上、NPO 法人等に丸
投げになっている協働事業もある。

Ｃ：評価・改善の不備
　PDCA は誰もが知る業務改善のサイクルである。協働事業に限らないが、なぜかお役所仕事では、この
うちの C（評価）と A（改善）が甘い傾向にある。もちろん、事業の企画提案の段階では事後評価の必要
性は認識されており、評価の指標や方法の明示を求められる。
　しかし、それらに基づく、通り一遍の実績報告書を提出すれば無事終了という事業も少なくない。私はこれ
を CA 欠乏症と読んでいるが、カルシウム欠乏と同様に、「協働」の成長不良をもたらす深刻な「病気」でもある。
　CA 欠乏は役所の仕事のやり方にも一因がある。たとえば定期的な人事異動だ。かねてから指摘されてい
るように、これが職員の責任の所在をあいまいにする。しかし、単発的なイベント事業を対象外とする例
からもわかるように、協働事業は中長期の継続を前提とした事業である。それぞれの事業が対象とする地
域課題は、単年度では解決できない。

特　集　「住民協働の現在・未来」
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　ただ、CA 欠乏の要因は、もう一方の当事者である NPO 等の市民の側にもある。良くも悪くも NPO 等の
市民活動は、その担い手たちの自己実現の側面がある。それが困難な状況の中でも活動のエネルギーにな
るのだが、逆に、評価・改善は自己を懐疑し、ときには否定し、根本的な組み換えを必要とするために心
理的な抵抗感が強いと思われる。
　誤解を招くかもしれないが、これを、あえて「共犯関係」と表現したい。「協働」にかかわる市民も職員
も真摯で善良な人たちばかりだが、自己のあり方や組織の変革にためらいがあるため、評価・改善の不備
を犯してしまうのではないか。事例 C は市民も職員にも何のためらいや罪悪感もなく、ずるずると「共犯
関係」を続けてきた一例である。

５．本来のあるべき姿へ
　住民提案を活かすためには、以上に具体的に指摘したように、これまでの「協働」のあり方を率直に振
り返り、改善はもちろん、大胆なスクラップ＆ビルドを進めていくことが必要だ。
　私の生業は大学受験予備校の講師で、医学部をめざす受験生の論文・面接対策を担当している。マニュ
アルや情報への過度な依存を否定し、ティーチングではなくコーチングを心がけ、各自の能力・適性を引
き出し磨くという仕事である。その中で強調してきたのが、learning from error というマインドである。
　「協働」について全国各地には無数の成功例があることを知っている。しかし、それをまねてみたところ
で成功は保証されない。協働事業とはそれぞれの地域社会の課題を解決するものであり、「解」は他でもな
い自分たちの足元にある。座学を通じて専門家から「解」を授けてもらうような、パッシブな（受動的な）
姿勢は協働に似合わない。ワークショップというアクティブな（能動的な）場を通じて、市民と職員とが
協働して探り当てていくことが望ましい。
　ただし、そのためには重要な条件がある。「住民協働」の「住民」の要件をもっと広げることだ。すでに
企業や大学をアクターとした協働の試みが全国各地で始まっている。私が期待しているのは、豊かなマイ
ンドやスキルをもつ企業や大学が、市民と職員という固定化・均質化した関係つまり「共犯関係」にクサ
ビを打ち込むことだ。それは、三つの事例から引き出した「協働」の課題の解消・解決に役立つだろう。
　「利」を追求する企業は、銀行のように信用調査を厳格に行い、事業継続に必要な助言をし、情緒に動か
されない客観的で現実的な評価・改善を提言してくれるだろう。一方、「理」を追求する大学には、「利」
の有無や多寡にとらわれない視点で、若い世代とともに協働事業の PDCA に関わることが期待できる。
　「協働」とは「地域社会のあらゆる主体が資源を持ち寄り、地域固有の諸課題を協力して解決していくこ
と」だと私は考える。多くの小さな失敗を活かして、「協働」が大きく化けることを楽しみにしている。

「『協働』の課題と展望　－learning from error のススメ－」
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特　集　「住民協働の現在・未来」

1．「地域コミュニティ」の形成とコミュニティ政策
（１）「協働」という政策理念について
　1990 年代から「協働」という政策理念が唱えられ実践されるようになった。のちにも少々述べるように、
1970 年代、80 年代に唱えられていた「参加」が、主として自治体の意思決定を市民の意向に基づいたよ
り民主的なものにすることを要請する理念であったのに対して、「協働」は自治体において市民に提供され
る公共サービスの担い手に関わる考え方の問題であり、公共サービスの担い手を行政だけに限定するのでは
なく、民間側の様々な主体の力を活用し、これと行政とが連携することによって、不況と財政危機という困
難な状況のもとでも、公共サービスの質と量を確保していくべきことを要請する理念である。
　その後、「市民協働」とか「住民協働」、「地域協働」というように、「協働」の前にさらに言葉をくっつけ
た政策用語も登場してきた（本誌のこの号の特集でも「住民協働」という言葉が使われている）が、この場
合、行政と民間との連携・協力に加えて、民間の中の様々な主体同士の連携・協力をも含んでいることが多
いと思われる。
　以上の「協働」に関する一般論は、地域コミュニティを考える上でも基礎となる。以下、地域コミュニティ
に即して述べていこう。

（２）市町村合併と地域コミュニティの形成
　筆者は、多くの研究者と同様、研究テーマを追究するにあたって、国際比較研究を行なっている。筆者の
場合はドイツである。
　ところが、日本の政策世界で話題になる「地域コミュニティ」と同様のものがドイツにも存在するとは思
えない。それは日本の地域社会が独特な構造を持っているからであり、これを探求していくと、市町村合併
の独特な歴史に行き着く。
　日本で「（地域）コミュニティ」とよばれている身近な地域社会は、もともと自立した地方自治体であった。
日本では、高度成長期等における人口膨張の程度により様々ではあるが、標準的には、大正、昭和の時代の
合併以前には、町村は小学校区程度の規模であった。
　市町村に高度な公共サービスを担ってもらうため、あるいは膨張する都市空間を一体的に管理してもらう
ために、市町村合併が行われることは、日本でもドイツでも、あるいは多くの先進諸国でも、同様である。
違いは、その後の後始末、つまり、合併によって地域運営システムを失う（法人格も、条例制定権も、課税
権も奪われてしまう）地域社会を制度上どう扱ってソフトランディングをするか、という点にある。
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　ドイツをはじめ多くの国では、自治体の中に準自治体を残す複合自治体制度を工夫したり、都市内分権制
度を整備したりして、旧自治体が新自治体の中で埋没しないような制度的手当を行なった。
　ところが日本では、こうした制度的手当はされず、そのまま放置された。この制度的空隙を民間の力で埋
めたのが自治会町内会であった。そもそも、市制町村制が施行された明治 22 年前後にいわゆる「明治の大
合併」が行われ、当時最も身近な地域社会であった村は、地方自治体になれなかった。そこで住民の側は自
らの力で運営組織を作ったのであり、これが単位自治会町内会の歴史的起源ではないかと思われる。「明治
の大合併」でできた「明治の村」も、「昭和の大合併」で消滅する。しかし、単純に消滅してもらっては住
民は困るので、連合自治会町内会を形成して対応した。
　こうして、高度成長期の入り口の時期には、身近なところに二つの層にわたって民間地域組織が運営する
地域社会が存在し、その上に比較的大規模な市町村がそびえ立つという独特な構造が形成された。法令によっ
て制度化されずに放置され、住民の側が民間的原理によって組織化した身近な地域社会こそ、「地域コミュ
ニティ」とその後呼ばれるようになるものであり、これと同じものがドイツなどには存在しないのは当然で
ある。ドイツではこうした身近な地域社会は、法令によって制度化され、例えば「都市区」などとして、役
所の出先や選挙制の住民代表組織を与えられている。
　ところで、日本で、合併で消滅した旧市町村について、住民側が民間地域組織をつくったのは、その必要
があったからである。その必要とは、一つは、合併で巨大化した全市レベルの政治では必ずしも十分に反映
されるとは限らない地域独自の意向を表明し政治において顧慮してもらうということであり、上記に「参加」
とよんだ機能である。
　もう一つは、行政が提供しない、身近で軽易だがしかし生活に必要な公共サービスを自ら組織するためで
ある。「これまではすべての公共サービスを行政が担ってきた。」などと不遜な考えを抱いている自治体職員
は、自治会町内会が昔も今も倦むことなく営々と果たしている様々な仕事を想起してほしい。自治体の情報
を住民に届けること、ゴミの収集車がやってくる（各戸の入り口まではやってこない）ステーションを管理
すること、行政が街路灯を整備しない細街路の街路照明を整備し管理すること、行政の手が回らない公園や
道路の清掃（場合によってはその築造や補修、管理）を行うこと、防犯パトロール、防災活動、地域福祉活
動などなど、日本では、住民個人ではどうにもならないがどの住民も生活の基盤として必要としている公共
サービスの全てを行政が提供しているわけではないのである。だから、日本はもともと「協働型社会」であっ
たといってよい。

2．日本型都市内分権の成立
（１）自治会町内会の加入率低下
　自治会町内会は、民間的原理によって「参加」と「協働」の機能を地域社会において組織してきたと述べた。
この「民間的原理」とは、合意に基づく、という意味である。法令上の制度の裏打ちがないのであるから、
そのことに個々の住民が納得して合意した、というところにしか仕組みを作れないのが民間社会というもの
である。具体的に言えば、自治会町内会は地域住民全員を会員とすることによってしかその機能を果たすこ
とができない。条例制定権がないのであるから、会員である地域のみんなが議決をして地域のルールをつく
るほかない。もし会員でない人が地域にいると、みんなが守るべきルール（例えばゴミの捨て方のルール）
を守る義務のない人が出てきて、地域の秩序が崩れる。また、課税権がないのであるから、会員であるみん
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なに平等に会費を払ってもらって、地域内の公共サービスを構築するほかない。もし会員でない人が地域に
いると、公共サービスというものは往々にして排除性がないものであるから、負担をしないのに公共サービ
スを享受できる人が出てくる（街路灯やお祭りなど）。
　ところが、地域の中に会員でない人がいるという事態は、高度成長期を通ずる日本社会の激変の中で、現
実のものとなっていった。自治会町内会の加入率は次第に低下していき、特に今世紀に入ってほとんどの都
市自治体において年々 1％程度という劇的なスピードで加入率低下が進行している。

（２）コミュニティ政策と日本型都市内分権
　こうした事態に直面して、国と地方自治体は、地域社会に対する政策的働きかけ（コミュニティ政策）を
始めた。1969 年には国民生活審議会コミュニティ問題小委員会が『コミュニティ　～生活の場における人
間性の回復～』という著名な報告を出し、自治省は 1971 年からその「コミュニティ（近隣社会）に関する
対策要綱」によってコミュニティ政策を開始した。
　このコミュニティ政策の歴史的展開をここでたどるのは紙幅の関係から到底不可能である。ここで注目し
たいのは、特に 1990 年代以降のバブル経済崩壊後の不況と財政危機の状況において登場し、現在に至って
いる、独特な都市内分権制度の試みである。
　都市内分権ないし自治体内分権とは、（1）（合併で大規模化した）自治体の区域をいくつかに（合併前の
自治体の区域を目途として）区分し、（2）そこに役所の出先やコミュニティ・センターなどを配置し、さ
らに（3）そこに（場合によっては選挙制の）住民代表的な組織を置く、という仕組みである。
　ドイツでは、おおむね 1970 年代に行われた大規模な合併への対応として、上記の「参加」のための仕組
みとして整備されていった。しかし日本では、この仕組みは、「参加」とともに「協働」のための仕組みと
して設計されているところに大きな特徴がある。地方自治法に規定されている都市内分権制度である「地域
自治区」を提唱した第 27 次地方制度調査会答申（2003 年 11 月）は次のように述べている。
　「地方分権改革が目指すべき分権型社会においては、地域において自己決定と自己責任の原則が実現され
るという観点から、団体自治ばかりではなく、住民自治が重視されなければならない。基礎自治体は、その
自主性を高めるため一般的に規模が大きくなることから、後述する地域自治組織を設置することができる途
を開くなどさまざまな方策を検討して住民自治の充実を図る必要がある。また、地域における住民サービス
を担うのは行政のみではないということが重要な視点であり、住民や、重要なパートナーとしてのコミュニ
ティ組織、NPO その他民間セクターとも協働し、 相互に連携して新しい公共空間を形成していくことを目
指すべきである。」
　ここでは、「地域自治組織」という仕組み（のちの「地域自治区」制度）の政策的狙いが二つ語られている。
その一つは、「住民自治の充実」であり、本稿で「参加」とよんでいるものである。この点はドイツの都市
内分権も同様である。
　ところが、「地域自治組織」にはもう一つの狙いがある。すなわち、「協働」である。「地域における住民
サービスを担うのは行政のみではない」のであって、「住民や、重要なパートナーとしてのコミュニティ組織、
NPO その他民間セクターとも協働」していくべきものとされるのである。こうした「協働」という政策的
狙いは、ドイツの都市内分権には皆無であるといってよい（名和田是彦・三浦正士『ドイツにおける都市経
営の実践』（日本都市センターブックレット、2015 年 3 月）を参照）。筆者が、1990 年代以降展開してき
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た各自治体での都市内分権的試みを「日本型」と特徴づけ
るゆえんである。
　こうした都市内分権の取り組みは、どんどん増加してお
り、2013 年度に日本都市センターが行なった調査研究「地
域コミュニティの活性化に関する研究会」（筆者は座長を務
めた）でのアンケート調査によると、今や都市自治体の半
数がこうした取組みを行なっている（日本都市センター『地
域コミュニティと行政の新しい関係づくり』（2014 年 3 月）
を参照）。
　民間地域組織の加入率低下によって地域住民のかなりの
部分がまちづくりの枠外に置かれる状況のもとで、この地域コミュニティに改めて制度的な枠組みをかけ、
すべての住民をまちづくりの当事者とし、多元主体的な地域社会の舞台（「住民協働」）をつくろうというの
が、その狙いであろう。
　日本型都市内分権は、自治会未加入者も含めてすべての住民を当事者とし、地域コミュニティの再生を目
指していく基盤的な仕組みだといってよい。

3．コミュニティ再生の制度装置と行政の役割
　こうした基盤的仕組みを設計し運用することを通じて地域コミュニティを支援していくことが自治体行政
のコミュニティ再生における大きな役割である。この基盤の上に展開する様々な仕組みや取り組みについて
は、今全国で多彩に実践されており、とても描き切ることはできないが、紙幅のゆるす限りでいくつか見て
みよう。

（１）協働事業提案の仕組み
　近年では、ほとんどすべての自治体で協働事業提案制度が試みられているようである。中には、自治会町
内会を対象としたものも見受けられる。またそうではなくても、自治会町内会が果敢に提案してくる場合も
ある。
　これを通じて、よく重要性が指摘される地縁型とテーマ型の連携も含め、地域コミュニティ内の潜在して
いるニーズや新しい活動力が発掘され、チャンスを与えられることがある。そのコーディネート、マッチン
グ、フォローアップも、行政の重要な役割である。
　地域コミュニティの再生にとっても、提案制度は重要な制度装置なのである。横浜市が行なっているハー
ド部門のユニークな提案制度である「ヨコハマ市民まち普請事業」（http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/
chiikimachi/machibushin/index.html を参照。整備事例についても情報を得ることができる）は、ハード整
備という特性のゆえに地域の合意形成がきわめて重要であり、自治会町内会が大きな役割を果たすことが多
い。それどころか、自治会町内会自身が提案団体となっているケースもしばしば見られる。

（２）新しい活動資金の試みと法人制度
　住民協働の政策がより切迫感を増してくるにつれ、交流拠点の運営や公共施設の指定管理、コミュニティ
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バスや発電設備の経営、集落営農など、地域コミュニティは場合によってはかなり高い事業性を持つ活動を
手がけることになり、従来からあった住民の会費や行政からの交付金、補助金のほか、幅広い層からの寄付
集め、収益事業など、新たな財源を発想していく必要が出てきている。
　それとともに、この高い事業性を持つ事業部門を法人として切り出す動きが広範に見られる。交流拠点の
運営や見守りや買い物支援のような福祉的な事業のために、地域として NPO 法人を設立するなどがそれで
ある。国も地方創生の文脈の中で「ローカルマネジメント法人」（仮称）などを検討しているとされる。
　この方向性をたどっていくと、地域コミュニティそのものを包括的に法人化するという構想に行き着くで
あろう。昭和の大合併までは「地方公共団体」という法人であった地域コミュニティを、もう一度、地域代
表性とともに事業性も持つ法人とするのである。雲南市、朝来市、伊賀市、名張市の 4 市協議体が提案し
ている「スーパーコミュニティ法人」である（4 市の報告書「小規模多機能自治組織の法人格取得方策に関
する共同研究報告書」は、http://blog.canpan.info/iihoe/img/1403_rmo_houjinka_final.pdf で取得できる）。

（３）つながりづくりと交流拠点
　地域コミュニティの再生ということを考えていくと、現代人の人間関係の基本的な発想にまで思いをいたす
必要を感じている（以下の論述については、より詳しくは拙稿「新しい『公共の場』を再建する試み ―コミュ
ニティ・カフェで地域の輪を広げる―」（地域活性化センター『地域づくり』2011 年 12 月号）を参照）。
　地縁型の組織もテーマ型の組織も、活動者の固定化と高齢化に悩んでいる。その背景には、不特定多数の人
たちのつながりが希薄化し、仲間内しか信用しないという精神構造が蔓延していることがあるのではないか。
見ず知らずの人であっても、一定のルールとエチケットを守る用意があると見て取れるのであれば、これを尊
重し、交流してみるという態度が必要である。どんな人にも人権の享有主体としての資格を認めている現代社
会であれば当然である。しかし、実際にそういう見ず知らずの人と交流できる場がどこにあるだろうか？
公園やコミュニティ・センターなどの公共の場でも、我々は気心の知れた仲間とだけ行動していないであろうか。
　近年、民設民営の交流拠点ともいうべきコミュニティ・カフェが熱心に試みられている（筆者自身も、横
浜市の港南台タウンカフェの運営に参画している）。経済
的リスクまで背負ってコミュニティ・ビジネスの手法で
こうした場を作ろうという情熱はどこから来るのかと問
うならば、現代日本に蔓延している「仲間内しか信用し
ない」という社会文化への危機感ではないか。
　こうした交流拠点を最近では自治会町内会が運営する
動きも出てきている。地域の中でまだ活動に参加してい
ない人たち、同じ地域に住んでいながら見ず知らずといっ
ていい人たちにも、窓を開き、常に不特定多数に開かれ
た気風を持つことが、地域コミュニティにとっても大事
であり、その具体的な表れが、サロンやコミュニティ・
カフェなどに見られる交流拠点づくりではなかろうか。
　地域コミュニティの再生は、日本社会の文化的再生で
もある。

横浜市港南区のコミュニティ・カフェ
「港南台タウンカフェ」

地域活動のきっかけを生む空間でもある。
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【プロジェクトチームの発足】
　君津市は、千葉県南部に位置し、関東一遅い紅
葉が楽しめる亀山湖や、東山魁夷画伯の出世作

「 残 照 」 の モ チ ー フ と な っ た、 雲 海 を 望 め る
九十九谷展望公園、そして「平成の名水百選」に
千葉県で唯一選ばれた久留里の水など、豊かな自
然に恵まれ、また、東京湾アクアラインにより 1
時間以内で都心までアクセスできる、地方と都市
の魅力を併せ持つまちです。
　このような本市の特性を活かした定住促進、地
域活性化を推進するにあたり、これまでになかっ
た「女性独自の視点」からまちづくりを検討する
ため、庁内でメンバーを募り、昨年 8 月に 20 代
から 30 代の女性職員 7 名で構成される「若い女
性が住みたいと思うまち」検討プロジェクトを発
足しました。
　

【女性が考えるまちづくりの姿】
　まちづくりに関する提案を検討し
ていくうえで、メンバーはまず、そ
れぞれの日常生活や業務の中で感じ
た君津市の良い点と悪い点を、一つ
ずつ洗い出していきました。「デート
スポットが少ない」、「魅力的なスイー
ツがほしい」など、女性ならではの
意見も出る中で、今後、君津市の定
住促進、地域活性化に必要と思われ
る要素の中から「子育て環境」、「地
域環境」、「くらしの利便性」、「PR」

の 4 つに焦点を当て、検討を進めていくことに
なりました。
　その後、庁内の全職員を対象にしたアンケート
調査の実施や、学校や公園などの現地調査を行
い、10 回以上にわたる会議の中で協議を重ね、
その結果、「地元女子高生と連携した PR 活動の
実施」、「イチゴを使った化粧品やお酒の開発」な
ど、君津市の魅力をより一層増加させ、女性が住
みたいと思わせる提案をまとめ、報告書として完
成させました。

【施策の実現に向けて】
　完成した報告書は、庁内の部長級職員で構成さ
れる「定住促進戦略委員会」に提出され、その活
動内容は、いくつかの新聞報道などでも取り上げ
られました。報告書の内容を参考に、現在、イチ
ゴを使用した新商品の開発や、女性向け PR パン
フレットの作成を庁内で検討しています。また、
今後提案の実現化に向け、地方創生に関する施策
の検討部会にプロジェクトメンバーも参加し、報
告書の提案内容をもとに、若い女性はもちろん、
より多くの方々に君津に住みたいと思っていた
だけるようなまちづくりに取り組んで行きます。

【 問い合わせ 】政策推進室　☎ 0439—56—1568

君津市

政策推進室

「若い女性が住みたいと思うまち」
検討プロジェクトの活動
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○はじめに
　台風による大規模水災害や土砂災害など、発生
の前から予測できる災害に対して、いつ、だれが、
どのように、何をするかをあらかじめ明確にして
おくことで台風の直撃時においても余裕ができ、
落ち着いた行動につながります。

○タイムラインとは
　タイムラインとは、災害が起こってから何かを
するのではなく、災害の発生が予測された時点で、
どのような行動をとるべきかを定めた「事前行動
計画」で、気象情報をもとに「3 日前」「1 日前」
など、減災につなげるための防災計画です。
　台風など発生してから被害が生じるまでに時間
のある災害に有効な手法となり、最も近づき影響
を与えるとみられる時間から逆算し「いつ・だれ
が・どのように・何をする」を事前に定めて、対
策と対応を図っていく計画となっています。
　具体的には、気象庁や県の情報をもとに台風な
どが最も影響を与えると予測する時間を基準時と
して設定し、3 日前にはどこの避難
所を開設できるかを確認し、1 日前
には自主避難を求める人のために避
難所を設けるなど、事前の対応方針
を定めています。
　
○当町での運用について
　酒々井町では、平成 26 年 10 月
13 日（月）夜半から 14 日（火）未
明にかけての台風 19 号から試験的
にタイムラインを導入し、以降、大
規模水災害や土砂災害などに対応を
始めました。

　台風におけるタイムラインは、台風が当町に最
も影響を与える日時を基準時（基準ゼロ h（ア
ワー））として、その 3 日前、2 日前、1 日前に
防災行政無線、広報車、ホームページによる注意
喚起の呼びかけ、避難所の開設準備や開設、また、
開設の旨のお知らせ、さらには職員体制や各公共
施設、道路等の町内パトロールの実施など、町が
取るべき行動を表に記載し、台風のピーク予測 4
日前には、本部長である町長と事前の協議及び避
難所開設場所の担当課と協議を行います。
　台風 19 号は、大型で非常に強く、日本列島を
縦断すると予想され、当町に最も影響があると
予想された日時は、14 日（火）9：00 とされて
いましたが、気象情報が発表される度に台風の速
度が上がることから台風の影響があるピーク予
測を 14 日（火）2：00 に変更するなど、随時見
直しを行い、台風のピークに備えることとしま
した。
　
○今後の対応
　タイムラインの発展形としては、住民が取るべ
き行動等についてもタイムラインに載せていき、
ホームページへ掲載すること、また、防災気象情
報メールシステムを採用するなど、住民への情報
発信を充実させていきたいと考えております。

【 問い合わせ 】酒々井町総務課　危機管理室
　☎ 043—496—1171 　内線 216

酒々井町

総務課

「タイムライン（防災事前
行動計画）」について

地域情報
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県外情報

　豊中市は、市の魅力を発信するプロモーショ
ン ツ ー ル と し て も 使 え る、 市 勢 要 覧「...and 
Toyonaka」（A4 判、32 ページ、フルカラー、5
千部）を平成 27 年 4 月に発行しました。冊子は

「結婚を間近に控え、住む場所を探す 1 組のカッ
プルが、豊中での暮らしを想像してみる」とい
うストーリーで構成。若い世代への訴求力を考
え、32 ページに 100 枚を超える写真を使用し、
日本一文字が少なく、市勢要覧らしくない市勢
要覧をめざしました。
　本市は、市内外の人に住みたい、働きたい、
訪れたいまちとして選ばれるブランド力を高め
ようと、地域資源を活用した魅力発信に力を入
れています。平成 24 年からは「音楽あふれるま
ち」として、市内に拠点を構える日本センチュ
リー交響楽団や大阪音楽大学と連携し音楽イベ
ント「とよなか音楽月間」を実施。また、大阪
国際空港が市内にあることから「空港があるま
ち」として、同空港の就航都市の物産展などを
開催しています。
　平成 24 年に中核市へ移行したことに伴い、市
の施策や事業に変化が生じていることから、こ
れらの取組みを端的にまとめた冊子の制作を平
成 26 年 4 月から企画。大阪市に転勤してくる人
が本市に居住するケースが多いことや、民間会
社が行う調査でも住みやすいまちとしてのイ
メージが高いことから、若い世代への魅力発信
ツールとしても活用できるような市勢要覧とし
ました。

　冊子では、「便利」「自然」「にぎわい」「文化」
の 4 つの切り口で本市の魅力を紹介。交通利便
性の高さをはじめ、自然の豊かさや商業施設の
充実ぶり、文化施設が多いことなど、本市での
暮らしを 1 組のカップルが想像しているという
想定で展開。また、映画監督の山田洋次さんや

「とっとこハム太郎」で有名な漫画家の河井リツ
子さんなど、本市にゆかりのある著名人を紹介
するコーナーのほか、豊中まつりなど本市が誇
る「市民力」の高さを PR するコーナー、高校野
球発祥の地である豊中グラウンドを紹介する
コーナーなど豊中の魅力を満載した冊子となっ
ています。

大阪府豊中市

政策企画部広報広聴課

「選ばれるまち」をめざして、
日本一文字が少ない！？市勢
要覧を発行

【 問い合わせ 】
　豊中市政策企画部広報広聴課　☎ 06—6858—2028
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

前渡金が入金された通帳及び届出印を保管する者が、
他の職員に当該前渡金を詐取されたことに基づく損害賠償責任の成否

（大阪地裁平成 25 年 8 月 29 日判決・判例地方自治 387 号 66 頁）

（Ａ）地方公共団体の支出の一類型である資金前渡（法 232 条の 5 第 2 項）は、
地方自治法施行令（以下「令」という。）161 条 1 項（同項 17 号によって
地方公共団体の規則で定める場合を含む。）によって、この方法によって支
出できる場合が定められている。ただ、法及び令には資金前渡の手続に関
して特段の規定はなく、各自治体の財務規則等に定められている。一般に
資金前渡を受ける職員は、予め支出命令者が資金前渡職員として指定する
ことになっていることが多い。

（Ｂ）法 243 条の 2 第 1 項には、①資金前渡を受けた職員による現金の亡失、損傷の場合と、②支出負担
行為、支出又は支払の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団
体の規則で指定した者が法令に違反して損害を生じさせた場合のそれぞれの賠償責任について規定をして
います。この場合、どちらの要件に該当すると考えればいいでしょうか。

（Ａ）現金の亡失の場合、資金前渡職員等の責任は、物品とは異なり故意又は過失の場合に損害賠償責任を
負うとされ、支出権限のある職員の法令違反の場合には、さらにこれが故意又は重過失となり、差が生じ
ることになるので検討が必要だ。

　　裁判例によれば、この場合、「現金の亡失」ではなく、「支払」（令 243 条の 2 第 1 項 3 号）に該当す
ると判示されている。

Ａは庶務担当課長、Ｂは庶務担当課員

（事案の概要）
　Ｙ市において、高額療養費及び出産育児一時金（以下「高額療養費等」という。）の支給事務を担当して
いた保険年金課では、高額医療費等は、前渡資金として支出され、資金前渡職員として指定された職員が
銀行口座に入金する方法により保管されていた。
　資金前渡職員に指定されたＸが保険年金課長に在任している間、同課の担当職員であったＰは、偽造な
いし不正に入手した高額療養費等の払戻請求書に、Ｘをして高額医療費等に係る前渡資金が保管された預
金口座の届出印（以下「本件届出印」という。）を押印させ、又はＰ自ら同印を押印した上、これを用いて上
記口座から払戻しを受け、あるいは振込送金する方法により、高額療養費等に係る前渡資金を詐取して着
服した。
　Ｙ市長は、Ｘに対し、地方自治法（以下「法」という。）243 条の 2 第 3 項に基づく賠償命令をした。



クリエイティブ房総　第 90 号 25

　　現金はその保管のために必要とされる負担が大きくない反面、亡失した場合の損害が大きいこと等を理
由として、「現金の亡失」とは、有体物としての現金を亡失した場合をいい、本件のように預金債権等の
金銭債権の管理を怠ったためにその価値を毀損した場合には、「現金の亡失」には含まれないとされた。

（Ｂ）この場合、実行行為者であるＰの責任がそのままＸの責任となるのではないでしょうか。
（Ａ）資金前渡職員は、これに該当しない職員の補助を受けてその職務を執行する場合においても、当該補

助職員が違法な行為をしたこと又は違法に職務を怠ったことにつき、当然に自らの行為と同視されてその
責任を問われるものではなく、その責任が生ずるためには、資金前渡職員自身が故意又は重大な過失によ
り違法な行為をし又は違法に職務を怠ったと認められることが必要とされている（最高裁平成 20 年 11
月 27 日第一小法廷判決・集民 229 号 269 頁）。

（Ｂ）そうすると、Ｘについて損害賠償責任が認められるためには、Ｘ自身について故意又は重過失がある
とされる必要がありますが、本件では具体的にどのように検討がなされたのでしょうか。

（Ａ）裁判例は、主にＸが在席している場合と離席していた場合とに分けて故意・重過失の有無を判断して
いる。

　　まず、Ｘが在席していた場合については、Ｙ市の財務規則を前提とすると、Ｘは、同規則所定の調査の
ために、払戻請求書に記載されている金額について、高額療養費の支給決定を受けたものからの請求があ
るかを確認すべきであり、高額療養費の払戻請求書に押印するにあたり、Ｘには少なくとも高額療養費支
給申請書を確認すべき注意義務があったとされた。

　　Ｙ市では、従前から払戻請求書に申請書を添付せず、押印時にその確認をしない取り扱いがされていた
ようだが、このような取り扱い自体が不適当と判断されて、Ｘの重過失が認められている。

　　次に、Ｘが離席していた場合については、①本件届出印の管理、②高額療養費等の支出に関する事後確認
のそれぞれに関して重過失の有無が判断されている。このうち①について、Ｘが長時間離席していた際には、
その机の上の専用のケースに本件届出印を入れて置いておき、補助職員たる窓口職員がＸに断ることなく
本件届出印を押印することが可能な状態となっていた。これ自体は注意義務違反があるとはされたものの、
Ｙ市においては資金前渡職員の代決についての規定が定められていなかったため、資金前渡職員において
どの職員に代決させるべきかの判断をせざるを得なかったこと、被告において本件届出印を机の上のケー
スに入れて置いておき、担当職員が使用できる状態にしておくことが、Ｘが着任する以前から事実上行わ
れていたこと等を根拠として、当該注意義務違反が重大とまではいえないとして重過失を否定した。

　　これに対し、②の事後確認義務について、高額療養費口座からの支出の有無及びその額を把握すべき義
務、支出があった場合には少なくとも高額療養費支給申請書の存在を確認し、高額療養費口座からの支出
額と高額療養費支給申請書記載の金額を照合すべき義務があるとされた。本件資金前渡職員がこうした照
合作業を行わなかった場合は、高額療養費支給申請書を確認することなく担当職員が持参した払戻請求書
に自ら押印した場合と同視できることになることが理由だ。こうした事後確認を
しなかったＸについては、注意義務違反が認められ、かつその確認が容易である
ことから、その程度が重大であるとしてＸの重過失を認めた。

（Ｂ）資金前渡職員が口座管理をする場合や、関連団体の口座を管理する場合など
で保管金が不正に引き出されることがないよう、資金前渡職員や口座管理者だけ
でなく、組織的な管理体制を構築していくことが必要ということですね。

自治判例情報
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　平成 26 年 5 月 30 日に地方自治法の改正が公布されました。その主な内容としては、市町村への権限移
譲を進めるために特例市制度を廃止し、中核市の指定要件を人口 30 万以上から 20 万以上に変更することや、
行政区の役割の拡充など政令指定都市制度に関する改正が挙げられますが、今回は、全ての市町村に関係す
る連携協約と事務の代替執行に関する改正点について解説していきたいと思います。

１　「連携協約」制度の創設（第 252 条の 2）
　連携協約は自治体が他の自治体と連携して事務を処理するための方針や役割分担を定める協約で、事務分
担にとどまらず、まちづくりの方針など政策合意についても広くその内容とすることができます。連携協約
は、市町村間でも、市町村と都道府県間でも、また異なる都道府県の区域の自治体とも締結することが可能
です。さらに、組合や協議会のような別組織の設立も必要としません。このように、柔軟で、自由度が高い
相互協力の仕組みを法律で定めたことにより、広域連携がより一層促進されることが期待されています。
　協約の内容は協議に基づき決定され、当該自治体の議会の議決を経る必要があります。
　また、連携協約に関して紛争が生じた場合には、自治紛争処理委員の関与による手続きも定められていま
す（第 251 条の 3 の 2、第 252 条の 2 第 7 項）。具体的には、当事者である自治体は都道府県知事（都道
府県が当事者となる紛争の場合には総務大臣）に対して文書により、自治紛争処理委員による紛争処理の方
策の提示を求める申請をします。それに対して、自治紛争処理委員から処理方策の提示を受けた場合には、
当事者である自治体はこれを尊重して必要な措置を執るようにしなければなりません。このように紛争処理
の仕組みも用意されていることは評価すべき点であるといえるでしょう。 

２　「事務の代替執行」制度の創設（第 252 条の 16 の 2～ 4）
　自治体間の協議により規約を定め、他の自治体に事務を代替執行してもらうことができるようになりまし
た。他の自治体への事務の委託についてはこれまでも可能でしたが、この場合、委託先へ事務権限が移るこ
とになります。しかしながら、代替執行の場合には、事務の処理権限が代替執行の求めを行った自治体に残
り、その自治体の長等の名において他の自治体が事務を管理、執行することになります。
　事務の代替執行は、市町村間で行うこともできますが、市町村において事務の共同処理を行うことができ
るような市町村が近隣にない場合などには、都道府県に依頼することもできます。これにより、市町村のマ
ンパワー不足の問題が解決されることや、自治体間の広域連携の促進が期待されます。

　1 及び 2 の改正については、平成 26 年 11 月 1 日に施行されています。これらの改正により導入された
仕組みは既存の制度よりも柔軟な連携制度であることから、広域連携を進めていく上で市町村の実情に応じ
た選択肢が増えたといえるでしょう。

明治学院大学法学部　准教授　山本　未来

地方自治法の改正
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房州びわ 岩井海水浴場 水揚げされたツチクジラ

写真で見る

　南房総市は、平成 18 年 3 月、富浦町・富山町・三芳村・白浜町・千倉町・
丸山町・和田町の 7 町村が合併して誕生し、平成 28 年 3 月 20 日に 10 周年
を迎えます。
　当市は房総半島の南端に位置し、市域の北側には県下最高峰の愛宕山

（408m）をはじめ、富
とみ

山
さん

（349m）などの山々が連なり、他の三方を東京湾、
および太平洋に囲まれた自然の恵み豊かな地域です。
　また沖あいを流れる暖流の影響により、冬は暖かく夏は涼しい海洋性の温
暖な気候を有していることから、花き生産では県内の 30％を占めるなど第一
次産業が盛んなのが特色です。
　東京から100km 圏に位置し、自動車で東京まで 95 分、千葉市まで 70 分
程度の距離にあります。アクアライン、国道 127 号富津館山道路、東関東自
動車道館山線が開通し、例年、首都圏からの来訪者で賑わいをみせています。
みなさまのご来訪をお待ちしております。　

白間津お花畑
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〒 299-2492　南房総市富浦町青木 28 番地　南房総市役所
TEL　0470-33-1021（代）
ホームページ　http://www.city.minamiboso.chiba.jp/

南房総市の歴史・文化・伝統
「南房総白浜海女まつり（7 月）」

南房総の最南端、白浜地区には今でも現役で活躍する
海女さんがおり、海女まつりでは、この海女さんが幻想
的に泳ぐ「大夜泳」をご覧いただけます。

「南房総市ロードレース千倉（9 月）」

例年秋分の日にはロードレース千倉が開催され、全国か
ら集まったランナー達が潮風のなか、健脚を競い合い
ます。

「日本酪農発祥の地」 「日本で唯一料理の祖神を祀る高
たか

家
べ

神社」

八代将軍吉宗公が白牛を輸入し、乳製品を作ったこと
が日本酪農の始まりとされており、安房地域は日本酪農
発祥の地として、長い歴史のもとに発展してきました。
再現した白牛は、県酪農のさとで見学できます。

高家神社は日本唯一料理の祖神を祀る神社として、広く
調理・醸造食品関係者からの信仰を集めており、ここ
で行われる庖丁式は、厳粛な儀式として有名で、庖丁と
まな箸を用い、熟練の技により一切手を触れることなく
魚を捌きます。

「道の駅数日本一」

南房総市は岐阜県高山市と並び、道の駅の設置数日本一です（8 箇所）。「とみうら枇杷倶楽部」（写真左）、「三芳村鄙の里」
（写真右）をはじめ、それぞれ特色ある道の駅であることから、近年、道の駅巡りを楽しまれる観光客が多数見受けられます。
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他の職員に当該前渡金を詐取されたことに基づく損害賠償責任の成否

これから実施する研修の中から、皆さんにもっと知っていただきたい 4課程について、ご紹介します。

＊＊＊＊ 詳しくは、研修センターまでお問い合わせください。＊＊＊＊

　今号の特集「住民協働の現在・未来」は、いかがでしたか？　紙面の都合により、「住民協働」の
取り組みについて、特色のある自治体の事例を掲載できなかったことが残念です。
　また、地域情報は、県内外の自治体の特色のある施策について御紹介しました。
　執筆いただいた皆様には、ご多忙の中、協力を賜りわりましたこと心からお礼申し上げます。

観光活性化研修
　観光施策の動向、観光活性化の戦略等につい
て理解を深め、担当者としての職務遂行能力の
向上を図ります。

内　容 ①地域振興と観光施策の動向
 ②地域ブランド戦略と観光活性化
 ③観光活性化におけるメディアの役割
 ④市町村の観光施策（意見交換）
 ⑤千葉県の観光施策
講師（予定）
　①跡見学園女子大学観光コミュニティー学部

教授　安島　博幸　氏
　②（株）ブランド総合研究所

代表取締役社長　田中　章雄　氏
　③（資）いなかっぺ代表 岡野　大和　氏
　④（株）ちば南房総取締役 加藤　文男　氏 

期　間　　平成27年11月25日（水）・26日（木）
対象者　　観光行政に携わる職員

カウンセリング研修
　監督者として、職員が抱える悩みや心の問題
を事前に察知するための知識を学び、実際に悩
んでいる職員への対応について事例を活用し実
践による修得を図ります。

内　容　　①個の内面の問題解決のためのカ
ウンセリングマインドとスキルとは
ミニ模擬カウンセリング
事例研究

②医師によるカウンセリング

講師（予定）
　①（株）パトス　専任講師
　②（医）爽風会 心の風クリニック千葉

院長　山内　直人　氏

期　間　　平成28年1月20日（水）・21日（木）

対象者　　係長級以上の職員

接遇研修指導者養成研修
　接遇研修（公務人材開発協会所定）の講師と
して必要な知識・態度・正しい指導技法の習得
を図ります。

講師（予定）
　（一財）公務人材開発協会　講師

内　容 公務における接遇
 マナーとコミュニケーション
 面接応対、電話応対、クレーム対応
 よりよい接遇をめざして

期　間　　平成28年1月20日（水）～22日（金）

対象者　　主任級以上の職にあり、受講後、講師
　　　　　又は指導にあたる職員

プレゼンテーション研修
　公務員に求められる説明責任を果たすため
に、分かりやすく的確な説明をする能力の向上
を図ります。

講師（予定）
　（株）パトス　専任講師

内　容 プレゼンテーション力向上の意義と
効果、プレゼンテーション実習、発表

期　間　　平成28年1月26日（火）・27日（水）

対象者　　すべての職員 

◆PART 1 　   自治体における住民協働の意義と課題
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◆PART 2 　   「協働」の課題と展望 －learning from errorのススメ－
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◆  八千代市立中央図書館・八千代市市民ギャラリー ◆

　県立八千代広域公園内に中央図書館と市民ギャラリーの複合施設と
して、平成27年7月1日にオープンしました。
　46万冊の蔵書が可能な八千代市立中央図書館。閲覧席数は350席で、
県内でもトップクラスの席数を誇ります。豊富な資料や情報の中で滞
在型の読書や学習を行い、新たな出会いや交流の機会を持つことがで
きる場所です。
　ワンフロアに利用者スペースをまとめることで、乳幼児から高齢者
まで、またハンディキャップを持つ方々にとっても使いやすいスペー
スとなっています。
　八千代市市民ギャラリーの展示室は、展覧会など美術等に関する活
動の成果を発表する場として利用いただけます。

今号の表紙（八千代市）

「住民協働の現在・未来」


